
【認可保育所・認定こども園・施設型給付幼稚園（教育部分）・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所】
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№ 提供者の名称 施設等の名称 所在地 施設等の種類
電話番号

（市外局番　0965）

令和３年１０月１日現在

八代市（こども未来課） 太田郷ひびき保育園 日置町３０８ 認可保育所（公立） ３２-３３７４

八代市（こども未来課） 高田あけぼの保育園 本野町５２２ 認可保育所（公立） ３２-３９２３

八代市（こども未来課） 宮地さくら保育園 宮地町３３ 認可保育所（公立） ３２-３４７０

八代市（こども未来課） 金剛みどり保育園 高植本町１６０９-２ 認可保育所（公立） ３２-５３８０

八代市（こども未来課） 郡築しおかぜ保育園 郡築六番町８１-３ 認可保育所（公立） ３７-０４２６

八代市（こども未来課） 千丁みどり保育園 千丁町新牟田１３５７-３ 認可保育所（公立） ４６-００８８

八代市（こども未来課） 鏡保育園 鏡町鏡村１９０-４ 認可保育所（公立） ５２-０４５３

八代市（こども未来課） 鏡第二保育園 鏡町芝口１-３ 認可保育所（公立） ５２-１２６７

八代市（こども未来課） 河俣保育園 東陽町河俣２６２０ 認可保育所（公立） ６５-２２６７

八代市（こども未来課） 下岳保育園 泉町下岳１６８７ 認可保育所（公立） ６７-２５２７

八代市（学校教育課） 代陽幼稚園 西松江城町２-４１ 幼稚園（公立） ３２-２４５５

八代市（学校教育課） 太田郷幼稚園 上日置町２１６１ 幼稚園（公立） ３２-２３６１

八代市（学校教育課） 植柳幼稚園 植柳上町３４０ 幼稚園（公立） ３２-３７０９

八代市（学校教育課） 麦島幼稚園 迎町一丁目１６-１ 幼稚園（公立） ３２-３９３７

八代市（学校教育課） 松高幼稚園 永碇町７４１ 幼稚園（公立） ３２-３２５７

八代市（学校教育課） 千丁幼稚園 千丁町新牟田１３４０ 幼稚園（公立） ４６-２１１８

社会福祉法人　慈光福祉会 白鷺保育園 本町二丁目３-４６ 認可保育所（私立） ３５-１８２０

社会福祉法人　昭和福祉会 昭和保育園 昭和明徴町８３４-７ 認可保育所（私立） ３７-２３９３

社会福祉法人　八代市東部福祉会 くおん保育園 上片町１５４９ 認可保育所（私立） ３２-３０５１

社会福祉法人　八代市日奈久北部福祉会 みずほ保育園 日奈久大坪町３６８０-１ 認可保育所（私立） ３８-０４６２

社会福祉法人　二見中央福祉会 二見中央保育園 二見下大野町１３１ 認可保育所（私立） ３８-９４２０

社会福祉法人　八代市高田東部福祉会 高田東部保育園 豊原上町２９２０-２-４ 認可保育所（私立） ３２-４６９０

社会福祉法人　夕葉福祉会 夕葉保育園 若草町３-５ 認可保育所（私立） ３２-７７４６

社会福祉法人　いずみ福祉会 いずみ保育園 植柳元町５９４０ 認可保育所（私立） ３２-６０６７

社会福祉法人　照光福祉会 ゆかり乳児保育園 八幡町１-５１-２ 認可保育所（私立） ３５-３０９３

社会福祉法人　からたち福祉会 からたち保育園 萩原町一丁目７-３６ 認可保育所（私立） ３３-３７２２

社会福祉法人　やすらぎ福祉会 やすらぎ保育園 古城町２２６４-３ 認可保育所（私立） ３３-３５３８

社会福祉法人　郁芳会 キューピー保育園 迎町二丁目１３-７ 認可保育所（私立） ３３-３３９５

社会福祉法人　弥次福祉会 ひので保育園 三江湖町１４２７－１４ 認可保育所（私立） ３５-９５０１

社会福祉法人　たから福祉会 たから保育園 清水町４-７ 認可保育所（私立） ３３-５５０２

社会福祉法人　翠杉会 杉の実保育園 井揚町２２７４ 認可保育所（私立） ３３-５５０３

社会福祉法人　和晃福祉会 和晃保育園 千丁町古閑出２２１１-３ 認可保育所（私立） ４６-２６３８

社会福祉法人　つるまる福祉会 つるまる保育園 横手町１６４８－１ 認可保育所（私立） ３４-１００３

社会福祉法人　しらぬい会 しらぬい保育園 高小原町１５０７-１ 認可保育所（私立） ３４-１００２

社会福祉法人　八代白梅福祉会 八代白梅保育園 千反町一丁目３-３ 認可保育所（私立） ３４-４５０１

社会福祉法人　双葉福祉会 八代双葉保育園 松崎町４５３-４ 認可保育所（私立） ３２-３２７９

社会福祉法人　八代つくし福祉会 八代つくし保育園 高下西町２２８３ 認可保育所（私立） ３４-５３０８

社会福祉法人　太田郷福祉会 八代ひまわり保育園 井上町３３０ 認可保育所（私立） ３４-７００８

社会福祉法人　敬信会 天真保育園 日奈久上西町３７２-４ 認可保育所（私立） ３８-０５０５

社会福祉法人　若宮会 わかみや保育園 古閑中町１３５６ 認可保育所（私立） ３５-３１１５

社会福祉法人　西宮福祉会 バンビ保育園 西宮町１４５２ 認可保育所（私立） ３４-３５１４

社会福祉法人　光嶺福祉会 光嶺保育園 二見本町９８２ 認可保育所（私立） ３８-９０３２

社会福祉法人　江南福祉会 海士江保育園 海士江町３４２８ 認可保育所（私立） ３３-０３４３

社会福祉法人　築添福祉会 パール保育園 築添町１６２５-１ 認可保育所（私立） ３５-５７８２

社会福祉法人　八代北部福祉会 わらび保育園 田中西町１４-１０ 認可保育所（私立） ３５-６３８８
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社会福祉法人　権現福祉会 あげまち保育園 揚町３５-２ 認可保育所（私立） ３５-６６６６

社会福祉法人　八代ひかり福祉会 ひかり夜間保育園 新地町１-１８ 認可保育所（私立） ３３-５３９０

社会福祉法人　同朋福祉会 あさひ森の保育園 坂本町鶴喰２２０７-２ 認可保育所（私立） ４５-８７３６

社会福祉法人　真愛福祉会 真愛保育園 坂本町百済来上２７１８-１ 認可保育所（私立） ４５-８８０９

社会福祉法人　川岳福祉会 川岳保育園 野崎２１７－１ 認可保育所（私立） ４５-８３０５

社会福祉法人　わかあゆ福祉会 わかあゆ保育園 坂本町西部ろ２４３-１０ 認可保育所（私立） ４５-３１１７

社会福祉法人　若葉保育園 若葉保育園 鏡町下有佐２５２ 認可保育所（私立） ５２-１３９８

社会福祉法人　文政福祉会 文政保育園 鏡町両出６５-２ 認可保育所（私立） ５２-１０５５

社会福祉法人　鏡寿会 鏡しらぬい保育園 鏡町内田７４２－１２ 認可保育所（私立） ５３-９３０４

社会福祉法人　しらぬい会 白鳥ぎんが保育園 郡築二番町１１０－３ 認可保育所（公立） ３７-０２０２

社会福祉法人　創和会 有佐保育園 鏡町中島１３４４ 認可保育所（私立） ５２-０５０８

社会福祉法人　文政福祉会 文政第二保育園 鏡町両出６５－２ 認可保育所（私立） ５３-９４５４

社会福祉法人　千秋福祉会 北新地海音保育園 鏡町北新地７０９-３ 認可保育所（私立） ５３-９４２６

社会福祉法人　太陽保育園 太陽保育園 東陽町南３１００-１ 認可保育所（私立） ６５-２２１４

社会福祉法人　八千把福祉会 八千把こども園 上野町１２６８-２ 認定こども園 ３５-７７２５

社会福祉法人　八代ひかり福祉会 八代ひかり保育園 新地町１-１８ 認定こども園 ３３-５３９１

学校法人　八代聖愛学園 聖愛幼稚園 袋町５-１ 認定こども園 ３２-３３０３

学校法人 松寿学園 松寿幼稚園 郡築八番町４５-４ 幼稚園（私立） ３７-０３０３

社会福祉法人　あけぼの保育園 あけぼの保育園 千丁町新牟田１４１－１ 認定こども園 ４６－０１２６

田邊　洋之 リス託児所（小規模保育A) 郡築八番町４５-４ 地域型保育事業所 ３７-０３０３

ＮＰＯ法人　とら太の会 ありんこ園（小規模保育A) 妙見町２３７７-３ 地域型保育事業所 ３０-０７０１

医療法人　カジオ会
八代病院　プチとまと
（事業所内保育）

郡築一番町１７９ 地域型保育事業所 ３７-０３１７

松本　一喜
（株式会社 松本経営事務所）

あすなろ保育園 田中西町１４-２ 企業主導型保育事業所 ６２-９１２３


