静岡県内認可外保育施設一覧(R4.4.1時点)

開所時間などについては、変更になっている場合があります。詳細は各施設まで御連絡ください。

番号 施設区分 所在市町

郵便番号

認可外保育施設

所在地

電話番号

設置者

保育時間
(平日)

保育時間の()内は時間外開所時間
保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～15:00
(8:00～9:00、15:00～
19:00)

9:00～15:00
(8:00～9:00、15:00～
19:00)

9:00～15:00
(8:00～9:00、15:00～
19:00)

8:30～20:30

8:30～20:30

7:30～18:00

交付日

8:30～20:30

○

R3.12.22

7:30～18:00

7:30～18:00

○

R1.12.20

6:00～19:00
(19:00～6:00)

6:00～19:00
(19:00～6:00)

6:00～19:00

○

R2.3.25

7:00～18:00

(7:00～18:00)

○

R3.12.21

○

R3.12.14

一般

沼津市 ＳＵＮＮＹ ＫＩＤＳ

410-0832 沼津市御幸町11-1 金子ビル２階西

055-956-4994 (株)SORA

9:00～17:00

2

一般

沼津市 Stellar International School

410-0033 沼津市新沢田町9-13-2F

055-925-3350 渡部 喜江

9:00～14:00

3

一般

沼津市 託児所るれいるーむ 沼津

410-0801 沼津市3-6-10 4階

080-5157-4446 (株)東海美工

8:30～17:30

4

一般

沼津市 里山保育こまめ

090-2314-8181 平野 純子

9:00～14:00

5

ベビホ

沼津市 沼津っ子ふれあいセンター

410-0801 沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル4階

055-952-8077 沼津市

6

ベビホ

沼津市 託児所マミー

410-0874 沼津市松長12-3ﾕｱｰｽﾞ松長店内

055-969-3200 (有)マミー

7

ベビホ

沼津市 森のベビーハウス

410-0874 沼津市松長339-9

8

居宅訪
問

沼津市 NPO法人子育て応援ネットワークドレミ

9

院内

沼津市 西島病院保育室

410-0022 沼津市大岡2835-7

055-922-8235 (医)社団親和会

10

院内

沼津市 沼津市立病院院内保育所きらら

410-0302 沼津市東椎路字春ノ木550

055-924-5100 沼津市

11

院内

沼津市 のぞみ託児所

410-0043 沼津市柳町1-37

055-929-7080 (医)駿東育愛会

7:00～18:00

12

事業所
内

沼津市 ヤクルト原保育所

410-0311 沼津市原町中2丁目2-10

055-967-6032 中央静岡ヤクルト販売㈱

8:30～16:00

13

事業所
内

沼津市 企業内託児所 ぽっぽ

410-0302 沼津市東椎路1639-1

055-967-3403 (福)春風会

8:00～17:00

14

事業所
内

沼津市 パンダ保育園

410-0007 沼津市西沢田429-4

055-939-7871 K'sライフサービス(株)

15

事業所
内

沼津市 サンカフェ・はらまち

410-0312 沼津市原198-12

055-928-7600 (福) 松濤会

7:00～18:00

16

事業所
内

沼津市 竹の子保育園沼津大手町

410-0801 沼津市大手町5-5-2

055-955-5520 (株)KTSオペレーション

7:00～20:00

7:00～20:00

17

事業所
内

沼津市 大岡さくら保育園

410-0022 沼津市大岡2043-1 1F

055-919-0197 (株)メディアソリューション

7:00～20:00

7:00～20:00

18

一般

熱海市 ＭＯＡあたみ幼児学園

413-0006 熱海市海光町9－23

0557-84-2385 (宗)東方之光

7:30～18:30

7:30～18:30

19

院内

熱海市 熱海所記念病院 ひよこ保育室

413-0029

0557-83-7355 (医)伊豆七海会

8:00～17:30
(17:30～8:00)

8:00～17:30
(17:30～8:00)

20

院内

熱海市 国際医療福祉大学熱海病院 託児室

413-0012 熱海市東海岸町13-1

0557-81-9171 (学)国際医療福祉大学

8:00～18:30
(18:30～8:00)

8:00～18:30
(18:30～8:00)

21

院内

熱海市 南あたみ第一病院保育所

413-0102 熱海市下多賀413-9

055-768-2218 (医)陽光会南あたみ第一病院

8:00～17:30

8:00～17:30

22

一般

三島市 ICEモンテッソーリこどものいえ三島

411-0033 三島市文教町1-9-11 Ｚ会文教町ビル1階

055-957-2200 (株)エー・アンド・アイ

-

-

090-2757-3523 森 沙織

-

鈴伝ビル103

熱海市小嵐町11-58
熱海山王ハイツ１Ｆ

080-4305-2759

NPO法人子育て応援ネット
ワークドレミ

地域枠

有無

1

-

証明書交付
企業主導型

9:00～17:00(水曜休)
10:00～15:00
(15:00～16:00)

7:30～18:30
(18:30～19:30)

8:00～18:00
(18:00～18:20)

7:30～18:30
(18:30～19:30)

○

○

○

○

○

R3.12.9

○

○

○

R1.11.22

7:00～20:00

○

○

7:00～20:00

○

○

○

R1.9.12

8:00～17:30
(17:30～8:00)

○

R2.1.23

8:00～18:30
(18:30～8:00)

○

R1.12.5

○

R3.6.3

番号 施設区分 所在市町

23

一般

24

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

050-5375-3016 whybes(屋号)

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

9:00～18:00
(18:00～9:00)

希望がある場合

希望がある場合

三島市 託児所MUKU

411-0043 三島市沢地98-3

ベビホ

三島市 ペンギン保育室(病児保育室）

411-0029 三島市光ヶ丘2-19

25

ベビホ

三島市

26

ベビホ

三島市 本町子育て支援センター

411-0855 三島市本町3-29 本町タワービル4階

055－991-6100 三島市

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

27

ベビホ

三島市 ヴィーナス美容室「託児室みゅうみゅう」

411-0837 三島市南田町7-17

055-972-7458 （株）ヴィーナス

9:00～15:00

9:00～15:00

9:00～15:00

28

居宅訪
問

三島市 キッズライン(佐藤 香代子)

-

-

-

佐藤香代子

9:00～21:00

9:00～21:00

9:00～18:00

29

居宅訪
問

三島市 キズナシッター(古澤 優子)

-

-

-

古澤優子

5:00～22:00
(22:00～23:45)

5:00～22:00
(22:00～23:45)

5:00～22:00
(22:00～23:45)

30

院内

三島市 託児所バンビ

411-0824

7:30～20:00

7:30～20:00

7:30～20:00

31

院内

三島市 志仁会保育所

411-0848 三島市緑町2-25

32

事業所
内

三島市 ぷてぃふる

411-0822

33

事業所
内

三島市 ほいくルームぽっけ

411-0847 三島市西本町3の28

055-950-3110 ㈱すいみー保育園

34

事業所
内

三島市 わくわく保育所

411-0822 三島市松本292-6

055-957-2777 (福)ウェルネスケア

35

事業所
内

三島市 三島ひなた保育園

411-0857 三島市芝本町12-5 鈴木ビル1F

055-975-5060 (医)こどもクリニック中山医院

36

一般

富士宮市 乳幼児保育施設

418-0041 富士宮市淀川町８-２

37

一般

富士宮市 認定こども園

38

院内

39

SBSマイホームセンター三島展示場 託児ルー
411-0822 三島市松本２７－１
ム

三島市長伏85-5コーポラス杉山フィーア102号室

三島市松本291-1
マ・メゾン三島エスプリーブル3F

055-987-2200 (医)真理会

055-973-1911 (医）社団志仁会

055-939-8010 (株)フイユ

8:00～18:00

8:00～18:00

8:00～18:00

（7:00～8:00、18:00～20:00)

（7:00～8:00、18:00～20:00)

（7:00～8:00、18:00～20:00)

8:00～19:00

8:00～19:00

8:00～19:00

(7:00～8:00、19:00～20:00)

(7:00～8:00、19:00～20:00)

(7:00～8:00、19:00～20:00)

7:00～20:00
7:00～18:30

7:00～18:30

(18:30～19:30)

(18:30～19:30)

7:30～18:30

7:30～18:30
(7:00～7:30、18:30～19:30)

0544-22-0623 ㈲エム・ダブリュー

8:30～18:00
(18:00～18:30)

8:30～14:00
(14:00～14:30)

418-0005 富士宮市宮原480-2

0544-23-0500 (宗)法華寺

7:30～18:30
(18:30～19:00)

富士宮
富士ソフィア保育所
市

418-0005 富士宮市宮原337-4

0544-28-3900 (医社団仁信会 南富士病院

8:30～17:45

8:30～17:45

院内

富士宮
脳研キッズ
市

418-0021 富士宮市杉田270-12

0544-23-6508

(一財) 富士脳障害研究所
理事長 齋藤 勇

7:30～19:00

7:30～19:00

40

院内

富士宮
富士宮市立病院保育所
市

418-0076 富士宮市錦町5－25

0544-27-3404 富士宮市

7:30～19:00

7:30～19:00

41

事業所
内

富士宮
小田急西富士ゴルフ倶楽部保育所
市

418-0104 富士宮市内野1291-1

0544-54-2000 ㈱小田急スポーツサービス

42

事業所
内

富士宮
ヤクルト小泉保育所
市

420-0913 富士宮市小泉272-1

0544-23-7519 中央静岡ヤクルト販売㈱

8:30～16:00

43

事業所
内

富士宮
ヤクルト富士宮保育所
市

418-0041 富士宮市淀川町34-14

0544-24-3360 中央静岡ヤクルト販売㈱

8:30～16:00

44

事業所
富士宮市 ふじさん保育園
内

418-0051 富士宮市淀師1117-6

0544-22-3215 (株)S&A

45

事業所
内

418-0066 富士宮市大宮町29-6

0544-66-3700 (株)フルサポート

宮原学園

富士宮
ナーサリー OHANA大宮
市

有無

交付日

○

R2.5.21

○

R2.2.3

○

R2.3.4

○

R1.12.18

○

R1.11.19

○

R1.12.17

○

R2.1.10

10:00～16:00

(7:00～7:30、18:30～19:30)

むつみ園

地域枠

8:30～17:30

055-977-3930 ＳＢＳマイホームセンター（株）

090-2613-0996 山田由紀

証明書交付
企業主導型

7:00～17:00

○

○

○

○

○

○

○

○

7:30～19:00

7:00～17:00

7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

7:00～18:00

7:00～18:00

7:00～18:00

○

○

○

R2.1.31

○

○

○

R1.12.18

番号 施設区分 所在市町

46

事業所
内

47

48

認可外保育施設

富士宮
ナーサリー OHANA 万野
市

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

418-0001 富士宮市万野原新田3208-9

0544-66-3411 (株)フルサポート

事業所
富士宮市 ちびっこハウスあいあい
内

418-0011 富士宮粟倉420-１

0544-66-3399 (福)恩心会

事業所
富士宮市 よつば保育園
内

418-0013 富士宮市大岩507-59

0544-66-3217 ﾍﾞｽﾀｽﾞｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ(株)

49

一般

伊東市 静岡県川奈臨海学園 りんかい保育室(病児)

414-0044 伊東市川奈510-7

0557-45-0509

50

一般

伊東市 野間自由幼稚園

414-0027 伊東市竹の内一丁目3-57

0557-37-4503 (一財)野間文化財団

51

院内

伊東市 伊東市民病院 たんぽぽ保育所

414-0055 伊東市岡196-1

0557-37-2626 伊東市民病院

52

事業所
内

伊東市 たんぽぽ園

414-0052 伊東市十足字新山620-25

0557-44-5222 ミラーコーポレーション(株)

53

事業所
内

伊東市 夢きらら保育園

414-0045 伊東市久須美元和田716-179

0557-52-3113 (有)夢anクリーンネイト

54

一般

島田市 託児所キューピット

427-0019 島田市道悦2-9-16

0547-35-7217 河守 房代

55

一般

島田市 島田ほのす保育園

427-0006 島田市阿知ヶ谷148-3 ほのすビル２Ｆ

0547-39-7870 (株)のんのん英育舎

56

ベビホ

島田市 島田市こども館 児童一時託児所

427-0022 島田市本通3-3-3おび・りあ4F

0547-34-3341 島田市

57

居宅訪
問

島田市 キッズライン（藤本恭江）

58

居宅訪
問

島田市 親子サポートLapis

59

居宅訪
問

島田市 キッズライン（大手理瑛）

60

院内

61

-

-

427-0034 島田市伊太1301-14

-

-

-

(福)恩賜財団済生会支部静岡県済生会

藤本 恭江

090-1622-0566 久保田 はるみ

-

大手 理瑛

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

企業主導型

地域枠

7:00～18:00

7:00～18:00

7:00～18:00

○

7:00～18:00

7:00～18:00

7:00～18:00

(6:30～7:00、18:00～21:30)

(6:30～7:00、18:00～21:30)

(6:30～7:00、18:00～21:30)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:30～17:30

7:30～17:30

有無

交付日

○

○

R1.8.23

○

○

○

R2.1.31

○

○

○

R3.5.7

○

○

○

R2.1.30

○

R2.3.6

○

R1.12.16

○

R3.2.26

8:30～14:00
(14:00～18:00)
7:00～19:00

7:00～19:00

7:00～19:00

9:00～14:30
(14:30～16:00)

8:30～14:30
(14:30～16:00)

8:30～14:30
(14:30～16:00)

8:30～17:30

8:30～17:30

8:30～17:30

8:00～18:30
(18:30～21:00)

8:00～18:30
(18:30～21:00)

7:15～18:45

8:30～17:30

10:00～19:00

10:00～19:00

夜間開所日あり

9:00～18:00

10:00～19:00

9:00～18:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～21:00
(7:00～9:00)

9:00～21:00
(7:00～9:00)

9:00～21:00
(7:00～9:00)

7:00～18:00

島田市 市立島田市民病院 院内保育所さくらんぼ園 427-0007 島田市野田1101－1

0547-34-2855 島田市

7:00～18:00
(18:00～21:00)

事業所
内

島田市 ヤクルト島田中央センター保育所

427-0018 島田市旭町1-11-1

0547-35-6346 西静岡ヤクルト販売（株）

8:30～15:30
(15:30～16:30)

62

事業所
内

島田市 プティ島田園

427-0033 島田市南2-3-26

0547-54-5277 (株)ペッツ

7:30～18:30

7:30～17:30

7:30～17:30

63

一般

富士市 もこちゃんハウス

417-0801 富士市大渕2833－5

0545-35-3735 佐野大介

7:30～18:30

-

-

64

一般

富士市 さんめい保育園

417-0057 富士市瓜島町99

0545-30-6110 (株)さんめい

8:00～16:30

8:30～12:00

-

65

一般

富士市

0545-32-6672 GOOD SHEPHERD SERVICES(株)

8:00～16:00
(16:00～19:00)

-

-

66

一般

富士市 いまここえん

419-0202 富士市久沢1566-6

0545-88-1550 小長井幸恵

9:00～14:30
(14:30～16:00)

-

-

67

一般

富士市 さくら保育園

417-0001 富士市今泉2220番地

0545-55-1118 (福)芙蓉会

7:00～18:00

7:00～18:00

7:00～18:00

68

ベビホ

富士市 ひよこクラブ

417-0026 富士市南町1-3

0545-53-1150 (社)富士市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

9:00～16:00

-

-

GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL SCHOOL OF
417-0041 富士市御幸町11-29
FUJI

証明書交付

保育時間
(平日)

番号 施設区分 所在市町

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

69

ベビホ

富士市

ＳＢＳマイホームセンター富士展示場 託児
ルーム

70

ベビホ

富士市

トータルファミリーケア北西医院病児保育室
416-0906 富士市本市場148-1
おんぷ

71

ベビホ

富士市 キッズランドひまわり

416-0921 富士市富士町１３-１６

72

ベビホ

富士市 夜間キッズ笑子（にこ）

416-0921 富士市水戸島1-5-16 新飯田ビル1F

73

居宅訪
問

富士市 キズナシッター（阿部直美）

-

-

-

74

居宅訪
問

富士市 キッズライン(中島奈緒)

-

-

75

居宅訪
問

富士市 キッズライン（相澤優希）

-

76

居宅訪
問

富士市 キッズライン（戸髙早貴）

77

居宅訪
問

富士市 Smile tiny Seed

78

院内

富士市 新富士病院保育所

417-0801 富士市大渕3900

0545-36-2211 (医)社団喜生会

79

院内

富士市 富士第一クリニック託児所

417-0661 富士市伝法560

0545-23-1100 (医)社団道仁会

80

院内

富士市 湖山リハビリテーション病院保育室ぽっぽ

417-0801 富士市大渕405-25

81

院内

富士市 共立蒲原総合病院組合保育所

82

院内

83

417-0846 富士市今井348-4

0545-31-0160 SBSマイホームセンター㈱

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

-

-

10:00～16:00

証明書交付
企業主導型

地域枠

有無

交付日

0545-61-0119 北西 史直

8:30～17:45
(17:45～18:00)

0545-65-7722 (株）Advent

24時間

24時間

24時間

18:00～3:00
(3:00～6:00)

18:00～3:00
(3:00～6:00)

18:00～3:00
(3:00～6:00)

阿部 直美

5:00～23:45

5:00～23:45

5:00～23:45

-

中島 奈緒

8:00～20:00

-

-

相澤 優希

8:00～16:00
(16:00～23:00)

8:00～16:00
(16:00～23:00)

8:00～16:00
(16:00～23:00)

-

-

-

戸髙 早貴

10:00～24:00

-

-

-

倉地 美穂

7:00～19:00

9:00～16:00
(7:45～9:00、16:00～
17:30)

9:00～16:00
(7:45～9:00、16:00～
17:30)

9:00～16:00
(7:45～9:00、16:00～
17:30)

0545-36-2000 (医)財団百葉の会

7:30～18:30
(18:30～20:30)

7:30～18:30
(18:30～20:30)

7:30～18:30
(18:30～20:30)

421-3306 富士市中之郷2500－1

0545-81-2213 富士市

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

○

R1.12.5

富士市 富士市立中央病院保育所

417-0048 富士市高島町20

0545-51-0205 富士市

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

○

R1.12.5

院内

富士市 ひなた保育園

417-0057 富士市瓜島町104-３

（医）
0545-51-1033 社団こどもクリニック中山医
院

8:00～19:00

8:00～12:00

84

院内

富士市 すくすく保育園

417-0026 富士市南町1-32

0545-86-1116 (一財)恵愛会

7:30～19:00
(19:00～7:30)

7:30～19:00

85

事業所
内

富士市 ヤクルト鷹岡保育所

419-0201 富士市厚原695-6

0545-71-9052 中央静岡ヤクルト販売㈱

86

事業所
内

富士市 ヤクルト吉原保育所

417-0052 富士市中央町1-5-6

87

事業所
内

富士市 ヤクルト富士保育所

88

事業所
内

89

090-4198-0889 杉山 英子

8:00～18:00
(7:00～8:00、18:00～19:00)

○

○

○

R2.1.10

○

×

○

R2.1.10

8:30～16:30

○

R2.7.27

0545-53-3586 中央静岡ヤクルト販売㈱

8:30～16:30

○

R2.7.27

416-0921 富士市水戸島311-7

0545-64-5753 中央静岡ヤクルト販売㈱

8:30～16:30

○

R2.7.27

富士市 ひまわり保育園

417-0001 富士市今泉1-8-5ｻﾝﾛｰｽﾞﾋﾞﾙ1F

0545-88-0014 ライトオブホープ(株)

7:30～20:30

7:30～20:30

事業所
内

富士市 あおば保育園

416-0952 富士市青葉町507

0545-30-9790 ﾍﾞｽﾀｽﾞｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ(株)

7：00～18：00
(18:00～19:00)

90

事業所
内

富士市 むく保育園

417-0801 富士市大渕3800-9

0545-32-7103 ひかり(株)

○

R1.8.5

91

事業所
内

富士市 すまいる にじ保育園

417-0807 富士市神戸441-5

0545-21-4000 NPO法人はっぴぃ

7:30～19:00

7:30～20:30

○

○

7：00～18：00
(18:00～19:00)

○

○

7:00～18:00

7:00～18:00

○

○

7:30～18:30
(18:30～19:00)

7:30～18:30
(18:30～19:00)

○

○

番号 施設区分 所在市町

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

証明書交付

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

企業主導型

地域枠

92

事業所
内

富士市 本市場ひよこ保育園

416-0954 富士市本市場町734

0545-50-1171 (株)グローバルソリューション

7:30～20:30

7:30～20:30

7:30～20:30

○

○

93

事業所
内

富士市 蓼原ひよこ保育園

416-0931 富士市蓼原85-3

0545-50-1172 (株)グローバルソリューション

7:30～20:30

7:30～20:30

7:30～20:30

○

○

94

事業所
内

富士市 きらきらみなみ保育所

416-0921

7:30～20:30

7:30～20:30

7:30～20:30

○

○

95

事業所
内

富士市 ヴィラージュ保育園

419-0201 富士市厚原359番地8

0545-73-2100 (福)秀生会

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

○

○

96

事業所
内

富士市 ふじさんBu-Bu保育園

416-0908 富士市柚木181-6

0545-38-9777

○

○

97

事業所
内

富士市 よつのは保育園

417-0851 富士市富士見台6-2-2

0545-21-2200 OOSHISHI(株)

98

事業所
内

富士市 イオンゆめみらい保育園富士南

416-0934 富士市鮫島118-10

0545-60-2600 イオンタウン(株)

99

事業所
内

富士市 BABY-BEAR nursery school 厚原園

419-0201 富士市厚原1938-1

0545-88-0800 (株)YOLO

100

事業所
内

富士市 愛と希望の保育園

417-0862 富士市石坂550-119

101

一般

磐田市 バディ幼稚舎

102

一般

103

ソフィアビル1F

富士市水戸島300-1 ダイシンビル
0545-67-4731 Gratitude(株)
１F

(株)キャリアドライブ
静岡県富士自動車学校

7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

6:00～19:00

6:00～19:00

6:00～19:00

○

○

7:00～20:00
(20:00～22:00)

7:00～20:00
(20:00～22:00)

7:00～20:00
(20:00～22:00)

○

○

7:30～20:30
(6:30～7:30、20:30～
21:30)

7:30～20:30
(6:30～7:30、20:30～
21:30)

7:30～20:30
(6:30～7:30、20:30～
21:30)

○

0545-21-0011 (学)国際教育機構

7:00～18:00
(18:00～21:00)

7:00～18:00
(18:00～21:00)

7:00～18:00
(18:00～21:00)

○

438-0086 磐田市見付2179－1

0538-38-5854 西尾 和孝

8:00～17:00
(17:00～18:00)

8:00～12:00

磐田市 チア ホーザ

438-0811 磐田市一言3592

0538-36-3225 知念 ヨシオ

7:30～20:30

7:30～18:00

一般

磐田市 DEUS NO COMANDO(デウスノコマンド)

438-0031 磐田市稗原403-1

090-9264-3026 TOMIZAKI CARLOS ROBERTO

104

一般

磐田市 ハレルヤ託児所

438-0035 磐田市東新屋67

090-2265-5746 ンワリ亜矢乃

105

一般

磐田市 シ・イ・ソヒゾ・デ・クリアンサ磐田校

438-0041 磐田市西之島76-4

0538-74-8376

106

一般

磐田市 オベルジーヌ保育園

438-0201 磐田市竜洋中島98-1

0538-66-0555 (株)ニコカ

107

一般

磐田市 ハッピーアカデミー

438-0088 磐田市富士見台4-6 2F

108

一般

磐田市 ベビー＆キッズシッターままもこ

438-0086 磐田市見付4772-12

109

居宅訪
問

8:00～17:00
7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～19:30)

(7:00～7:30、18:30～19:30)

0538-24-8084 (株)ピース

8:30～17:30

8:30～17:30

8:30～17:30

090-4868-0552 黒澤美香子

9:00～19:00
(19:00～9:00)

9:00～19:00
(19:00～9:00)

9:00～19:00
(19:00～9:00)

○

7:00～18:00

7:00～18:00

7:00～18:00

110 居宅訪問 磐田市 キッズライン(黒澤美香子)

-

-

-

黒澤美香子

9:00～19:00
(19:00～9:00)

9:00～19:00
(19:00～9:00)

9:00～19:00
(19:00～9:00)

111 居宅訪問 磐田市 キッズライン(山賀蓮菜)

-

-

-

山賀蓮菜

112 居宅訪問 磐田市 ベビー＆キッズシッターままもこ

-

-

-

黒澤美香子

9:00～19:00
(19:00～9:00)

9:00～19:00
(19:00～9:00)

113 居宅訪問 磐田市 ケアファインダーTaina

-

-

-

Nishi Itibara Taina Ayako

7:45～19:45
(19:45～7:45)

7:45～19:45
(19:45～7:45)

0538-38-5038 磐田市立総合病院

○

R3.12.21

○

H31.1.8

○

R2.1.20

○

R3.11.25

8:00～17:00

阿部 順子

438-0002 磐田市大久保419－9

R3.11.8

7:30～18:00

-

磐田市 磐田市立総合病院こすもす保育園

○

(6:30～7:30、18:00～19:00)

-

院内

交付日

8:00～18:00
(18:00～19:30)

-

114

磐田市 キッズライン（阿部順子）

ルビオ・ダ・ロシャ・マルシ
ア

7:30～20:30

有無

6:00～18:00
9:00～19:00
(19:00～9:00)
9:00～21:00
7:45～19:45
(19:45～7:45)

○

番号 施設区分 所在市町

磐田市

認可外保育施設
白梅富岡病院 うめの子保育室
(R4.4.11より休止予定)

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

保育時間
(平日)

115

院内

116

事業所
内

磐田市 日本たばこ産業(株)東海工場保育所

117

事業所
内

磐田市

118

事業所
内

磐田市 ベアキッズらんど

119

事業所
内

磐田市

120

事業所
内

磐田市 ヤクルト磐田南センター保育所

438-0823 磐田市下本郷2001-3

0538-37-4951 西静岡ヤクルト販売（株）

121

事業所
内

磐田市 しんせつハウス 託児ルーム

438-0078 磐田市中泉2443-1

0538-24-8728 しんせつハウス(株)

9:00～15:00

122

事業所
内

磐田市

0538-32-1128 ヤマハ発動機(株）

123

事業所
内

磐田市 あいきゅーぶ保育園

438-0231 磐田市立野2003-４

124

事業所
内

磐田市 ＪＡ遠州中央 ときめき保育園

125

事業所
内

126

保育時間
(日・祝日)

438-0126 磐田市下神増183-1

0539-62-1601 (医)白梅会

9:00～18:00

438-0041 磐田市西之島78－3

0538-35-5111 日本たばこ産業(株) 東海工場

5:35～21:54

5:35～21:54

5:35～21:54

7:30～18:00

7:30～18:00

7:30～18:00

(株）ロック・フィールド静岡ファクトリー風
438-0112 磐田市下野部2280
車の丘保育室

太平工業(株)
「ＣＲＥＣＨＥ ＤＯＮＧＵＲＩ」

保育時間
(土日)

438-0037 磐田市東貝塚1342-2

090-7498-4852 (株）ロック・フィールド

0538-30-6160

NTN(株)
磐田製作所

証明書交付
企業主導型

地域枠

7:30～17:30
(17:30～19:30)

交付日

○

R2.2.21

○

R4.2.9

○

R2.4.22

○

R3.12.24

○

R2.3.4

6:00～16:00

6:00～18:00
(18:00～19:30)

7:15～18:00
(18:00～20:00)

7:15～18:00
(18:00～20:00)

7:15～18:00
(18:00～20:00)

0538-74-2500 (株) i-cube

7:30～18:30

9:00～17:00

○

438-0808 磐田市豊田146-3

0538-35-0101 遠州中央農業協同組合

7:30～18:30

7:30～18:30

○

○

R4.2.15

磐田市 遠鉄グループ保育園いわた

438-0072 磐田市鳥之瀬228-4

0538-37-5811 遠州鉄道(株)

7:00～20:30

7:00～20:30

7:00～20:30

○

○

R3.121.24

事業所
内

磐田市 なないろ保育園

438-0234 磐田市掛塚3172

0538-66-5231 (福) 白寿会

7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:30

○

○

○

R1.12.4

127

事業所
内

磐田市 さんくすピッピ保育園

438-0816 磐田市宮之一色355

0538-24-8885 （株）共立スタッフバンク

7:00～18:00
(18:00～20:00)

7:00～18:00
(18:00～20:00)

○

○

128

事業所
内

磐田市 のびやかWell-Being保育園

438-0818 磐田市下万能711-1

0538-35-3777 合同会社のびやか

○

○

○

R3.5.13

129

一般

焼津市 常緑保育園

425-0071 焼津市三ヶ名1175

○

H30.12.7

130

一般

焼津市 保育所ちびっこランド西焼津園

131

一般

○

R2.2.12

132

○

R2.1.10

○

R2.2.13

438-0016 磐田市岩井1935-2 コーポれんげⅡ1-1･1-2

ヤマハ発動機事業所内託児施設わいわいラン
438-0019 磐田市明ヶ島原13-7
ド

090-8674-4157 池谷悦子

6:00～18:00
(18:00～19:30)

有無

9:00～15:00
(15:00～16:00)

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～20:00)

(7:00～7:30、18:30～20:00)

054-629-4753 久野 隆市

7:30～18:00
(18:00～18:30)

7:30～16:30

425-0074 焼津市柳新屋646-1 B-2

054-626-0132 横田川 美与子

7:30～18:00
(18:00～19:00)

7:30～18:00
(18:00～19:00)

焼津市 保育所ちびっこハウス八楠園

425-0091 焼津市八楠4-8-3

054-626-0225 ㈱寿園

7:30～18:00
(18:00～19:00)

一般

焼津市 CＲＥＣＨＥ ＴＩＡ ＳＵＺＩ

425-0052 焼津市田尻1589

054-629-1766 北田 静子

8:00～18:00

133

一般

焼津市 ハッピーマーガレット

425-0026 焼津市焼津1-8-22

090-9127-0870 有ｹ谷 静子

8:00～18:00

134

一般

焼津市 きっずらんどすまいる

421-0206 焼津市上新田697－7

090-8550-4016 八木 逸仁

135 居宅訪問 焼津市 キッズライン(高橋幸子)

136

居宅訪
問

137

院内

藤枝市 キッズライン（岸彩華）

焼津市 焼津市立総合病院 院内保育所たんぽぽ

-

-

-

高橋 幸子

-

-

-

岸 彩華

425-0045 焼津市祢宜島513－1

054-623-3726 焼津市

○

○

8:00～17:30
(17:30～18:00)
7:30～22:00
15:00～18:00
(18:00～19:00)
7:30～19:30
夜間保育あり

7:30～18:00

番号 施設区分 所在市町

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

8:30～17:45
(17:45～19:00)

8:30～17:45
(17:45～19:00)

8:30～17:45
(17:45～19:00)

証明書交付
企業主導型

地域枠

有無

交付日

○

R3.12.21

○

R1.12.26

138

院内

焼津市 (医)社団綾和会 駿河西病院 ひよこ保育所

425-0062 焼津市中根新田1315

054-623-5111 (医)社団綾和会

139

院内

焼津市 (医)社団駿甲会甲賀病院 託児所にんにん

425-0088 焼津市大覚寺3-14-5

054-621-2702 社会医療法人甲賀病院

8:00～18:00

8:00～18:00

140

院内

焼津市 岡本石井病院院内保育所 ネイチャーキッズ 425-0036 焼津市西小川5丁目17番17号

054-629-3575 (医)正心会

7:00～18:30

7:00～18:30

○

○

○

R2.1.10

141

事業所
内

焼津市 ヤクルト焼津中央センター保育所

425-0036 焼津市西小川3-4-1

054-629-3261 西静岡ヤクルト販売（株）

142

事業所
内

焼津市 ＪＡおおいがわ茶果菜保育園とよだ

425-0086 焼津市小土1070-2

054-626-1010 大井川農業協同組合

7:00～18:00

7:00～18:00

○

○

○

H30.10.5

143

事業所
内

焼津市 にしやいづ保育所

426-0023 焼津市小柳津624

054-625-8270 (株)田子重

6:30～19:00
(19:00～20:00)

6:30～19:00
(19:00～20:00)

○

×

○

R3.11.26

144

事業所
内

焼津市 保育園 たぁそびさん

421-0218 焼津市下江留1398-1

054-664-3101 (株)権兵衛

○

○

○

R1.12.19

145

事業所
内

焼津市 ガジュマル保育園

425-0073 焼津市小柳津638-4

054-625-9810 (有)池ちゃん家・ドリームケア

146

事業所
内

焼津市 プティ焼津園

425-0055 焼津市道原29-5

054-686-2388 (株)ペッツ

147

一般

掛川市 掛川にじいろ保育園

436-0022 掛川市上張925-8掛川プラザビル２Ｆ

0537-21-0265 ㈲オーテック

148

一般

袋井市

Yah Bilingual School(ヤー バイリンガル スクー
436-0224 掛川市富部250-10
ル)

149

ベビホ

掛川市

SBSマイホームセンター内託児所（掛川展示
場）

150

居宅訪
問

掛川市 キッズライン（石川和見）

-

-

-

石川

151

居宅訪
問

掛川市 キッズライン (吉田菜由)

-

-

-

吉田 菜由

152

院内

掛川市 ことり保育園（中東遠総合医療センター内） 436-8555 掛川市菖蒲ヶ池1-1

0537-29-5552 掛川市・袋井市病院企業団

153

院内

掛川市 掛川東病院 さくら保育所

436-0030 掛川市杉谷南1-1-1

154

院内

掛川市 掛川北病院保育所

155

事業所
内

156

436-0085 掛川市成滝600-1

080-6908-5453 PEREIRA DA COSTA DANIELE

8:45～14:45
(14:45～15:45)

7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～20:00)

(7:00～7:30、18:30～20:00)

(7:00～7:30、18:30～20:00)

7:30～18:30
(18:30～20:00)

7:30～18:30

○

○

○

R1.11.22

7:30～18:30

7:30～17:30

○

○

○

R3.12.21

7:30～18:00
(18:00～18:30)

7:30～18:00

○

R3.11.25

8:00～17:00

0537-24-3113 SBSﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ㈱

10:00～16:00

7:00～21:00

7:00～21:00

7:30～18:30
(18:30～19:30)

7:30～18:30

○

R2.1.27

0537-23-7115 (医)綾和会

8:30～18:00

8:30～18:00

○

R3.3.4

436-0022 掛川市下垂木3349番地1

0537-22-6210 (医)綾和会

8:00～18:00

8:00～18:00

○

R3.3.4

掛川市 ヤクルト掛川中央センター保育所

436-0051 掛川市柳町70

0537-23-3925 西静岡ヤクルト販売（株）

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

事業所
内

掛川市 ヤクルト大東センター保育所

437-1405 掛川市中968-4

0537-74-1878 西静岡ヤクルト販売（株）

9：00～14：45
(14:45～15:45)

9：00～14：45
(14:45～15:45)

9：00～14：45
(14:45～15:45)

157

事業所
内

掛川市 ＱＴＰメロンハウス保育園

437-1432 掛川市上土方工業団地29-28

0537-29-7525

クオリティックファーマ㈱
静岡工場

7:45～18:45
(18:45～20:00)

158

事業所
内

掛川市 カンガルーム掛川

436-0025 掛川市下俣762-1

159

事業所
内

掛川市 アトリエアンサンブル保育園

436-0086 掛川市宮脇1-1-4 GS宮脇ビル1・2階 0573-29-8188 (株)彩光堂

160

事業所
内

掛川市 かけがわ竹の子保育園

436-0028 掛川市亀の甲1-6-22

クオリティックファーマ(株)静岡県工場

和見

6:30～19:00
(19:00～20:00)

0537-61-2022 (株)資生堂

0537-28-7701 (株)KTSホスピタリティ

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～20:00)

(7:00～7:30、18:30～20:00)

7:30～18:30
(18:30～19:00)

7:30～18:30
(18:30～19:00)

7:00～20:00

7:00～20:00

7:00～21:00

7:00～20:00

○

○

○

R2.2.18

○

○

○

R2.3.2

○

○

○

R1.7.23

○

○

○

R3.12.14

番号 施設区分 所在市町

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

161

事業所
内

掛川市 かがやきのもり

436-0084 掛川市逆川245-4

0537-28-7111

162

一般

藤枝市 たんぽぽ保育園

426-0078 藤枝市南駿河台3－3－15

054-643-9944 黒田 幸子

163

一般

藤枝市 うしおシュタイナー子ども園

426-0007 藤枝市潮495-1

164

ベビホ

藤枝市 ベビーフレンドハウス

426-0034 藤枝市駅前1-20-12

054-644-4317 太田 千明

165

ベビホ

藤枝市 マーガレットキッズ

426-0067 藤枝市前島3-9-2

054-634-0020 鈴木 あゆみ

166

ベビホ

藤枝市

426-0015 藤枝市五十海3-12-2

054-646-6601

167

居宅訪
問

藤枝市 キッズライン（石上奈那）

-

-

-

石上 奈那

168

居宅訪
問

藤枝市 キッズライン(川村夏子)

-

-

-

川村 夏子

169

居宅訪
問

藤枝市 キッズライン(藤田綾)

-

-

-

藤田 綾

170

院内

藤枝市 藤枝市立総合病院 つぼみ保育園

426-0077 藤枝市駿河台4－1－11

054-646-1156 藤枝市

171

院内

藤枝市 せいりょう保育園

426-0133 藤枝市宮原676-1

054-639-0195 (医)聖稜会

172

院内

藤枝市 平成会ひまわり保育所

426-0072 藤枝市南新屋448-17

055-644-4711 (医)社団平成会

173

事業所
内

藤枝市 ヤクルト藤枝中央センター保育所

426-0087 藤枝市音羽町3-1-3

174

事業所
内

藤枝市 ヤクルト藤枝南センター保育所

175

事業所
内

176

ＳＢＳマイホームセンター藤枝展示場 託児
ルーム

080-3640-1894

ヤマハモーターパワー
プロダクツ(株)

静岡シュタイナー幼児教育の
会

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

証明書交付
企業主導型

地域枠

○

○

有無

交付日

7:30～18:00

○

R1.12.17

9:00～14:00

○

H31.2.28

7:00～20:00

24時間

24時間

8:00～17:00

8:00～17:00

ＳＢＳマイホームセンター
(株）

24時間

10:00～16:00
9:00～0:00
(0:00～9:00)

9:00～0:00
(0:00～9:00)

9:00～0:00
(0:00～9:00)

9:00～19:00

9:00～19:00

9:00～19:00

(6:00～9:00、19:00～24:00)

(6:00～9:00、19:00～24:00)

(6:00～9:00、19:00～24:00)

9:00～14:00

9:00～17:00

9:00～17:00

7:30～18:30
(18:30～7:30)

24時間

24時間

○

R2.3.6

8:00～18:00
(18:00～18:30)

8:00～17:30

8:00～17:30

○

R2.1.27

7:30～18:30
(18:30～7:30)

7:30～18:30

7:30～18:30

054-644-7181 西静岡ヤクルト販売(株)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

426-0043 藤枝市大新島749-1

054-635-8966 西静岡ヤクルト販売(株)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

藤枝市 たごじゅう保育所

426-0223 藤枝市清里１-２-１

054-648-1203 ㈱田子重

7:30～18:30
(18:30～20:00)

7:30～18:30
(18:30～20:00)

7:30～18:30
(18:30～20:00)

○

R2.3.6

事業所
内

藤枝市 ヤクルト藤枝岡部センター保育所

426-0018 藤枝市潮64-2

054-631-6353 西静岡ヤクルト販売(株)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

177

事業所
内

藤枝市 まつの実

426-0003 藤枝市下当間647-2

054-631-5621 松葉倉庫(株)

○

R1.11.22

178

一般

御殿場
こどもの家はしもと
市

412-0042 御殿場市萩原125

0550-83-9038 橋本忠良

179

ベビホ

180

居宅訪
御殿場市 ナースの助け舟
問

-

-

-

巣瀬 恵子

181

居宅訪
御殿場市 ケアファインダーYuki
問

-

-

-

182

居宅訪
御殿場市 はぐっと
問

-

-

-

183

院内

御殿場 ＳＢＳマイホームセンター御殿場展示場託児
412-0026 御殿場市東田中1884
市
ルーム

御殿場
社団法人有隣厚生会富士病院保育所
市

7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

8:00～17:00
(17:00～18:00)

800～17:00
(17:00～18:00)

800～17:00
(17:00～18:00)

祖納 夕貴

21:00～24:00

9:00～21:00

9:00～18:00

道永 真弓

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

0550-84-3211 SBSマイホームセンター㈱

412-0043 御殿場市新橋1626-1花霧居ビル201号 090-4164-0220 (社)有隣厚生会

7:00～18:00
(18:00～19:00)
10:00～16:00

8:00～18:00

8:00～18:00

8:00～18:00

(18:00～お迎えがあるまで)

(18:00～お迎えがあるまで)

(18:00～お迎えがあるまで)

○

○

番号 施設区分 所在市町

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

184

院内

御殿場
御殿場石川病院託児所
市

412-0023 御殿場市深沢1285-2

0550-83-2424 (医)社団駿栄会

185

院内

御殿場
国立駿河療養所保育所
市

412-8512 御殿場市神山1915

0550-87-1711 国

186

院内

御殿場
御殿場かいせい病院保育室
市

412-0034 御殿場市大坂57-8

0550-87-3737 (医）社団千鳥会

412-0023 御殿場市深沢1312

187

事業所
御殿場市 御殿場プレミアム・アウトレット保育園
内

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

8:30～17:00

8:30～17:00

8:30～17:00

(8:00～8:30、17:00～18:00)

(8:00～8:30、17:00～18:00)

(8:00～8:30、17:00～18:00)

7:45～17:30

7:45～17:30

8:45～17:45
(17:45～8:45)

8:45～17:45
(17:45～8:45)

0550-75-7878 三菱地所・サイモン(株)

8:00～19:00

8:00～19:00

188

一般

袋井市 ひよこ幼児園

437-0056 袋井市小山196-5

0538-42-4390 ㈱愛英

7:30～18:30

189

一般

袋井市 ひだまり保育園

437-0126 袋井市月見町6-1

0538-48-7112 (医)やまなし

7:30～18:30

8:00～17:00

190

一般

袋井市

PRIMEIROS PASSOS CENTRO EDUCATIONAL
INFANTIL(プリメイロス パソス)

7:00～17:00
(17:00～18:00)

7:00～17:00

191

ベビホ

袋井市

SBSマイホームセンター袋井展示場 託児ルー
437-0123 袋井市下山梨1961-1
ム

192

居宅訪
問

袋井市 キッズライン（鈴木映美）

193

院内

194

437-1115 袋井市湊73-1

-

090-8076-5182

-

保育時間
(日・祝日)

ARASHIRO ANDOREA MARQUES
SANTANA

0538-86-4003 ＳＢＳマイホームセンター㈱

-

鈴木 映美

袋井市 聖隷袋井市民病院院内保育所 ふくろうのもり437-0061 袋井市久能2370-１ 101号室

0538-84-9002 (福)聖隷福祉事業団

事業所
内

袋井市 ヤクルト遠州東センター保育所

437-1312 袋井市岡崎3339-2

195

事業所
内

袋井市 ヤクルト袋井中央センター保育所

196

事業所
内

197

事業所
内

198

院内

199

証明書交付
企業主導型

地域枠

8:45～17:45
(17:45～8:45)
○

○

有無

交付日

○

R1.11.22

○

R1.12.20

○

R2.1.9

○

R3.12.24

○

R3.12.17

○

R1.12.4

○

R3.12.17

○

R2.1.16

○

R1.12.11

10:00～16:00

0:00～24:00

7:30～19:00

7:30～19:00

0538-23-1535 西静岡ヤクルト販売(株)

8:45～14:45
(14:45～15:45)

8:45～14:45
(14:45～15:45)

8:45～14:45
(14:45～15:45)

437-0022 袋井市堀越5-20-13

0538-42-8520 西静岡ヤクルト販売(株)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

袋井市 愛ノ宮保育園

437-0039 袋井市愛野東1-6-4、1-6-5

0538-31-3322 (株)愛ノ宮

7:15～20:15

7:15～20:15

7:15～20:15

袋井市 はまゆう保育園

437-8550 袋井市豊沢2228-1

0538-44-3181 トッパン・フォームズ東海(株)

8:00～19:00

下田市 下田メディカルセンターきんめ保育所

415-0026 下田市6-4-43

(医)静岡メディカルアライアン
0558-25-2525 ス
下田メディカルセンター

8:00～17:00
（17:00～8:00)

8:00～17:00

8:00～17:00

事業所
内

下田市 どんぐり園

415-0012 下田市白浜2532-2

9:00～14:30
(14:30～16:00)

9:00～14:30
(14:30～16:00)

200

事業所
内

下田市 みくら保育園

415-0028 下田市吉佐美1077-16

0558-36-3030 (社)梓友会

7:00～20:00

7:00～20:00

7:00～20:00

201

院内

裾野市 東名裾野病院こひつじ保育園

410-1107 裾野市御宿字六反1618-3

055-997-0775 (医)社団榮紀会

8:00～18:00
17:30～8:30

8:00～18:00
17:30～8:30

8:00～18:00
17:30～8:30

202

事業所
内

裾野市 矢崎グループ裾野保育園

410-1194 裾野市御宿1500

055-965-3038 矢崎総業(株)

7:30～18:15

○

R4.3.16

203

院内

湖西市 湖西市立総合病院内保育所

431-0431 湖西市鷲津2259-1

053-576-1231 湖西市

7:45～17:30
(16:00～8:45)

○

R2.3.11

204

院内

湖西市 浜名病院ひよこ保育所

431-0423 湖西市新所岡崎梅田入会地字藤ヶ池15-70

053-577-6282 (医)宝美会

8:00～18:30

8:00～18:30

○

R1.12.5

205

事業所
内

湖西市 きらきら保育園

431-0421 湖西市新所岡崎梅田入会地嵩山深山1-765

053-482-8019 ㈱デンソー湖西製作所

7:00～20:30

7:00～20:30

7:00～20:30

○

R1.12.5

206

事業所
内

湖西市 ヤクルト浜名センター保育所

431-0442 湖西市古見1137-1

053-575-2133 西静岡ヤクルト販売（株）

8:30～14:30
(14:30～15:30)

8:30～14:30
(14:30～15:30)

8:30～14:30
(14:30～15:30)

090-6083-5274 ミラーコーポレーション㈱

○

○

○

○

○

番号 施設区分 所在市町

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

207

事業所
内

湖西市 ＰＥＶＥ モリの子保育園

431-0422 湖西市岡崎字大森398番地

053-555-7900

208

院内

伊豆市 伊豆赤十字病院院内保育所

410-2123 伊豆市小立野77-1

0558-72-2148 伊豆赤十字病院

209

院内

伊豆市

410-2502 伊豆市上白岩1000

210

院内

伊豆市 農協共済中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ託児所

410-2507 伊豆市冷川1523-108

211

院内

伊豆市 病児保育室うりぼう

410-2413 伊豆市小立野36-1ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ1F B号室 0558-72-9864 伊豆市

212

一般

御前崎
託児所ミライ
市

439-0019 御前崎市池新田3909-1

213

院内

御前崎
御前崎市立総合病院ひまわり保育園
市

437-1696 御前崎市池新田2060

214

事業所
内

御前崎
ヤクルト御前崎センター保育所
市

215

事業所
内

216

JA静岡厚生連リハビリテーション
中伊豆温泉病院保育所

プライムアースＥＶエナジー
(株)

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

企業主導型

7:00～18:00
(18:00～19:00)

○

8:30～17:00

8:30～17:00

8:30～17:00

(17:00～お迎え可能時刻まで)

(17:00～お迎え可能時刻まで)

(17:00～お迎え可能時刻まで)

0558-83-3333 静岡県厚生農業協同組合連合会

8:00～17:30

8:00～13:00

0558-83-2111

8:00～17:30

(福)農協共済中伊豆リハビリセンター

8:00～12:00

7:00～17:00
(17:00～19:00)

0537-86-8139 御前崎市

7:45～19:00
(19:00～20:00)

7:45～19:00
(19:00～20:00)

7:45～19:00
(19:00～20:00)

437-1602 御前崎市比木1977-1

0537-28-8455 西静岡ヤクルト販売(株)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

御前崎
うみがめ保育所
市

437-1612 御前崎市池新田460-12

0537-77-9394 (福)浜岡厚生会

一般

菊川市 コレジオ･ニッポ･ブラジレイロ

437-1514 菊川市下平川1265-1

0537-73-1264

217

一般

菊川市 シ・イ・ソヒゾ・デ・クリアンサ

437-1507 菊川市赤土479-1

0537-73-6847 ルビオダ ロシャ マルシア

218

一般

菊川市 託児所ミライ

439-0019 菊川市半済1117

0537-29-7301 (特非)ミライ

219

一般

菊川市 生活支援施設 かすみ草

439-0031 菊川市加茂4709

0537-35-8530 (特非)生活支援施設かすみ草

220

一般

菊川市

国際報徳社 こどもの文化センター
Escola Brasileira Sol Nascente

221

院内

菊川市

菊川市立総合病院院内保育所 さくらんぼ保育
439-0022 菊川市東横地1632
室

222

事業所
内

菊川市 ヤクルト菊川中央センター保育所

439-0031 菊川市加茂4764

0537-36-2881 西静岡ヤクルト販売（株）

223

ベビホ

伊豆の
ちびっこエンジェル
国市

420-2201 伊豆の国市古奈351-1 ホテルアクアサンタ2F

224

院内

伊豆の
順天堂大学医学部付属静岡病院託児所
国市

225

院内

伊豆の
託児所たんぽぽ
国市

226

居宅訪
問

牧之原
子育て応援し隊 まきのはらパピー
市

-

-

-

227

居宅訪
問

牧之原
キズナシッター(山村一恵)
市

-

-

-

228

院内

229

事業所
内

437-1505 菊川市高橋3695-18

ｴﾝﾌﾟﾚｴﾝｼﾞﾒﾝﾄｽﾆｯﾎﾟﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾛ
㈲

080-3616-6603 松下 壽男

地域枠

有無

交付日

○

R1.6.21

○

R1.12.20

○

R1.12.20

○

R1.12.6

○

R3.12.17

○

R2.3.3

8:30～18:00
7:00～17:00
(17:00～19:00)

090-8457-1489 (特非)ミライ

証明書交付

保育時間
(日・祝日)

7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

(7:00～7:30、18:30～19:00)

8:00～12:00

7:00～17:00
(17:00～19:00)

7:30～18:00

7:00～18:00
7:00～17:00
(17:00～19:00)
7:30～18:00

7:00～17:30
7:30～20:00
(20:00～7:30)

7:30～19:00

8:45～14:45
(14:45～15:45)

8:45～14:45
(14:45～15:45)

8:45～14:45
(14:45～15:45)

055-948-0949 白井洋子

7:00～22:00

7:00～22:00

7:00～22:00

○

R3.12.10

410-2202 伊豆の国市61-2

055-948-3111 (学)順天堂

7:20～19:20

7:20～14:20

7:20～18:00

○

R3.12.10

410-2315 伊豆の国市田京270－1

0558-77-0131 (財)伊豆保健医療センター

8:00～18:00
(18:00～19:00)

8:00～18:00
(18:00～19:00)

○

R1.12.17

紅林 美江

8:00～17:00

8:00～17:00

8:00～17:00

○

R4.1.24

山村 一恵

5:00～22:00
(22:00～23:45)

5:00～22:00
(22:00～23:45)

5:00～22:00
(22:00～23:45)

0537-35-8561 菊川市

牧之原
榛原総合病院 おおぞら保育所
市

421-0421 牧之原市細江2880-1

0548-22-1131 牧之原市

牧之原
ヤクルト空港南センター保育所
市

421-0422 牧之原市静波2040-3

0548-22-6374 西静岡ヤクルト販売（株）

8:00～18:00
(18:00～8:00)
9:00～15:00
(8:30～9:00、15:00～16:00)

番号 施設区分 所在市町

230

事業所
内

231

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)
7:30～18:30

牧之原
みのりナーサリー
市

421-0421 牧之原市細江1000-1

0548-23-3331 (学)みのり学園

7:30～18:30

一般

東伊豆
三宝保育園
町

413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取833-1-1

0557-95-1132 加藤淳香

7:30～18:00

232

院内

東伊豆
熱川温泉病院保育所
町

413-0304 賀茂郡東伊豆町白田424

0557-23-0843 (医)健育会

233

一般

松崎町 しんわランド松崎

410-3624 松崎町江奈574-3

0558-43-0626 ㈱しんわ

234

院内

西伊豆
西伊豆健育会病院保育室
町

410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科138－2

0558-52-2366 (医)健育会

235

居宅訪
問

函南町 キッズライン(久保美佳)

236

ベビホ

函南町 函南ペンギン保育室(病時保育室）

419-0124 函南町塚本９５２－２４

055-978-1366 (医)社団真理会

237

院内

函南町 伊豆平和病院 はあと保育室

419-0107 函南町平井1690-13

055-974-1355 医療法人 新光会

238

一般

清水町 南州伏見園

411-0907 清水町伏見596-8

055-981-8585

239

ベビホ

清水町 清水町子育て総合支援センター

411-0902 駿東郡清水町玉川24－1

055-972-2712 清水町

240

一般

清水町 レインボー

411-0907 清水町伏見570-1 ロイヤルプラザ後藤102 080-3600-0787 (合)ヴィレッジサポート

241

居宅訪
問

242

院内

清水町 えくぼ保育園

411-0904 駿東郡清水町柿田660

243

院内

清水町 かるがも保育所

244

事業所
内

245

事業所
内

246

247

-

-

-

久保 美佳

一般社団法人 南州幼児・児童能力研究所

7:25～18:30
(18:30～7:25)

7:25～18:30
(18:30～7:25)

8:15～17:15
7:00～20:00
(20:00～7:00)

7:00～20:00
(20:00～7:00)

保育時間
(日・祝日)

証明書交付
企業主導型

地域枠

有無

交付日

7:25～18:30
(18:30～7:25)

○

R2.2.27

8:15～17:15

○

H31.1.23

7:00～20:00
(20:00～7:00)

○

R1.11.7

○

8:00～20:00

8:30～17:30
8:30～17:30
(17:30～19:30)

8:30～17:30
(17:30～19:30)

7:30～19:00

10:00～17:00

10:00～17:00

24時間

24時間

24時間

○

R4.2.4

055-983-3434 (独)国立病院機構静岡医療センター

6:45～20:00

6:45～20:00

6:45～20:00

○

R2.3.26

411-0905 駿東郡清水町長沢260-3

055-991-1125 (医)社団宏和会

8:00～18:00

8:00～18:00

清水町 夢咲き保育園

411-0912 駿東郡清水町卸団地126

055-939-9788 アルムシンシア(株)

7:00～20:00

7:00～20:00

清水町 託児所 ハピネスランド

411-0905 駿東郡清水町長沢181-1

055-943-5275 ㈱ビッグハピネス

一般

長泉町 キッズガーデン ぴゅーまんま

411-0945 長泉町本宿320-3

055-900-8586 (有)エヌ・ケイ・プロジェクト

一般

長泉町 森のようちえん みっけ

411-0943 長泉町下土狩484-11

清水町 babysitter KOTORI

-

-

-

１F

少林孝枝

090-5827-7622 瀬尾 恭子

10:00～17:00

9:00～16:00

7:00～20:00

○

○

○

H31.4.23

○

○

○

R1.8.1

7:30～18:00

○

H30.6.19

9:00～14:00

○

R4.3.16

○

R2.10.19

7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:30

(7:00～7:30、18:30～22:00)

(7:00～7:30、18:30～22:00)

(7:00～7:30、18:30～22:00)

248 居宅訪問 長泉町 永井 里奈

-

-

-

永井 里奈

9:00～21:00
(21:00～21:30)

249 居宅訪問 長泉町 キズナシッター・キッズライン(俵 美喜)

-

-

-

俵 美喜

5:00～22:00
(22:00～23:45)

5:00～22:00
(22:00～23:45)

5:00～22:00
(22:00～23:45)

7:00～20:30
(20:30～7:00)

7:00～20:30
(20:30～7:00)

7:00～20:30
(20:30～7:00)
6:30～19:30

250

院内

長泉町 静岡がんセンター保育所

411-8777 駿東郡長泉町下長窪1007

055-988-7533 静岡県立がんセンター

251

事業所
内

長泉町 ひより保育園

411-0933 駿東郡長泉町納米里405-9

055-960-8888 (株)カームライフ

6:30～19:30

6:30～19:30

252

ベビホ

小山町 わかば歯科医院保育園

410-1325 駿東郡小山町一色331-1

0550-78-0579 小野義晃

9:00～19:30

9:00～13:30

○

○

番号 施設区分 所在市町

253

院内

254

ベビホ

吉田町

255

院内

256

257

認可外保育施設

小山町 富士小山病院託児所

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

410-1325 駿東郡小山町棚頭966－1

0550-78-0910 小野義晃

ＳＢＳマイホームセンター榛南展示場
託児ルーム

421-0304 榛原郡吉田町神戸80-1

0548-32-8560

森町

公立森町病院かわせみ保育園

437-0212 周智郡森町向天方1263-23

0538-85-1566 森町

事業所
内

森町

葛城託児所

437-0213 周智郡森町睦実2759

0538-85-0733 ㈱ヤマハリゾート

事業所
内

森町

ヤクルト遠州森センター保育所

437-0215 周智郡森町森2116-2

0538-85-0914 西静岡ヤクルト販売(株)

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

証明書交付
企業主導型

地域枠

有無

交付日

○

R2.1.24

9:00～19:30

ＳＢＳマイホームセンター
(株）

10:00～16:00
8:00～17:30

8:00～17:30

8:00～17:30

(7:30～8:00、17:30～18:00)

(7:30～8:00、17:30～18:00)

(7:30～8:00、17:30～18:00)

7:00～18:00

7:00～18:00

7:00～18:00

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

9:00～15:00
(15:00～16:00)

