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ので、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

認可外保育施設

郵便番号

所在地

電話番号

設置者

保育時間の()内は時間外開所時間。

保育時間
(平日)

保育時間
(土日)

保育時間
(日・祝日)

1

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

-

-

2

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

-

3

一般

富士市

0545-32-6672 GOOD SHEPHERD SERVICES(株)

8:00～16:00
(16:00～19:00)

-

-

4

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)

-

-

5

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

6

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

-

-

7

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

417-0846 富士市今井348-4

0545-31-0160 SBSマイホームセンター㈱

-

-

10:00～16:00

8

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

9

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

10

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

11

居宅訪問

富士市 キズナシッター（阿部直美）

-

-

-

12

居宅訪問

富士市 キッズライン(中島奈緒)

-

-

13

居宅訪問

富士市 キッズライン（相澤優希）

-

14

居宅訪問

富士市 キッズライン（戸髙早貴）

15

居宅訪問

富士市 Smile tiny Seed

16

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

17

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

18

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

19

院内

富士市 共立蒲原総合病院組合保育所

20

院内

21

22

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

証明書交付
企業主導型

地域枠

有無

交付日

○

R3.2.26

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

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

090-4198-0889 杉山 英子

8:00～18:00
(7:00～8:00、18:00～19:00)

7:30～19:00

○

○

○

R2.1.10

○

×

○

R2.1.10

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)

証明書交付
企業主導型

地域枠

有無

交付日

23

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㈱

8:30～16:30

○

R2.7.27

24

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

0545-53-3586 中央静岡ヤクルト販売㈱

8:30～16:30

○

R2.7.27

25

事業所内

富士市 ヤクルト富士保育所

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

26

事業所内

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

27

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)

28

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

29

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

30

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

31

事業所内

富士市 蓼原ひよこ保育園

416-0931 富士市蓼原85-3

32

事業所内

富士市 きらきらみなみ保育所

416-0921

33

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

○

R3.11.8

34

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

35

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)

36

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)

○

R3.12.21

37

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

38

事業所内

富士市 愛と希望の保育園

417-0862 富士市石坂550-119

0545-21-0011 (学)国際教育機構

ソフィアビル1F

○

○

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)

○

○

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

○

○

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

○

○

7:30～20:30

7:30～20:30

7:30～20:30

○

○

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

7:00～18:00
(18:00～19:00)

○

○

○

○

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

7:30～20:30

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)

○

7:00～18:00
(18:00～21:00)

7:00～18:00
(18:00～21:00)

7:00～18:00
(18:00～21:00)

○

