
大分県内保育所名簿（令和4年4月1日現在）　※保育所型認定こども園含む。

別府市 30 施設 定員合計 2,324

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人栄光園 青山保育所 本庄　智宏 874-0904 別府市南荘園町２組 平成16.03.30 90 0977-21-9822 0977-21-9837

社会福祉法人天神福祉会 あけぼの保育園 青木　賢佳 874-0929 別府市南的ヶ浜町4-11 平成21.03.30 50 0977-22-0843 0977-75-8180

社会福祉法人朝見神社白鳩福祉会 朝見保育園 神　禮子 874-0812 別府市朝見2-9-29 昭和46.04.01 70 0977-24-1684 0977-23-6274

社会福祉法人徳丸福祉会 石垣保育園 彌田　俊文 874-0910 別府市石垣西3-2-13 昭和50.04.01 80 0977-21-8577 0977-21-8579

別府市 内竈保育所 田中　幸恵 874-0015 別府市国立第二 昭和46.04.01 60 0977-66-5466 0977-66-8195

社会福祉法人亀川保育園 亀川保育園 高橋　洸音 874-0021 別府市亀川中央町5-8 昭和31.01.01 50 0977-66-0615 0977-66-0613

社会福祉法人徳樹会 鉄輪保育園 池田　慶宗 874-0845 別府市北中６組 昭和33.03.30 250 0977-66-1111 0977-67-1944

社会福祉法人こばと保育園 こばと保育園 藤野　知典 874-0849 別府市扇山町16組 昭和46.10.01 100 0977-23-3586 0977-23-3586

学校法人別府大学 境川保育園 小林　育子 874-0910 別府市石垣西2-3-15 平成16.03.30 70 0977-24-1674 0977-24-1675

社会福祉法人別府永生会 さくらんぼ保育園 永見　ひとみ 874-0932 別府市野口中町14-3 昭和27.06.01 65 0977-26-2356 0977-21-5221

社会福祉法人聖人宝珠会 聖人保育園 浅尾　夏江 874-0034 別府市上人仲町3-25 昭和28.02.20 60 0977-66-2919 0977-66-1506

別府市 中央保育所 箕田　亜希 874-0939 別府市立田町4-30 昭和26.05.31 90 0977-23-1759 0977-23-1759

別府市 鶴見保育所 吉田　絵理子 874-0838 別府市荘園６組－５ 昭和48.04.01 90 0977-24-7588 0977-24-7598

社会福祉法人別府永生会 ナーサリーみにふう 永見　由紀子 874-0931 別府市西野口町8-30 平成15.03.31 80 0977-26-2301 0977-27-5534

社会福祉法人栄光園 野口保育所 工藤　直子 874-0905 別府市上野口町27-45 平成19.03.30 60 0977-22-5015 0977-22-5077

学校法人別府大学 春木保育園 酒井　恵利子 874-0913 別府市春木１組 平成19.03.30 70 0977-23-6239 0977-23-6239

社会福祉法人別府光の園 光の園子どもの広場 工家  幸子 874-0838 別府市荘園８組 昭和43.09.01 70 0977-23-6463 0977-23-6487

学校法人溝部学園 ひらた保育園 吉岩　健 874-0036 別府市上平田町５組 平成21.03.30 60 0977-66-5531 0977-66-5531

社会福祉法人別府隣保館 別府隣保館保育園 首藤　淳子 874-0933 別府市野口元町10-23 昭和23.06.30 80 0977-23-1058 0977-23-2395

社会福祉法人天神福祉会 弁天保育園 伊藤　祐貴 874-0024 別府市平田町16-1 昭和54.04.01 80 0977-67-7009 0977-67-2072

社会福祉法人末広会 南須賀保育園 三ヶ尻　裕己 874-0910 別府市石垣西10-2-42 昭和52.03.30 70 0977-25-1277 0977-25-1727

社会福祉法人徳丸福祉会 餅ヶ浜保育園 彌田　万平 874-0924 別府市餅ヶ浜町2-6 昭和47.04.01 140 0977-24-5178 0977-24-5179

社会福祉法人ソシネット 山の手保育園 安東　信幸 874-0902 別府市青山町10-49 平成16.03.30 80 0977-23-2525 0977-22-1503

社会福祉法人平安会 友愛保育園 石田　安貴子 874-0841 別府市竹の内８組 昭和56.04.01 60 0977-24-3838 0977-21-4848

有限会社　日興商事 やまなみ保育園 日高　清志 874-0841 別府市竹の内10組 平成27.04.01 60 0977-25-1610 0977-25-1636

株式会社　TOMORROW　COMPANY ナーサリー　プーアプー 岡本　裕子 874-0910 別府市石垣西7丁目2123番地 平成27.04.01 85 0977-27-3939 0977-27-3939

一般社団法人　リトルメイト リトルメイト 鹿嶋　美矢子 874-0910 別府市石垣西7丁目8-17 平成28.03.24 20 0977-25-8371 0977-25-8371

一般社団法人　秋葉 くすのき保育園 川崎　礼子 874-0943 別府市楠町1-5 平成28.03.24 30 0977-25-2244 0977-25-2244

株式会社　愛夢 別府あいむ保育園 金丸　佐智子 874-0919
別府市石垣東10丁目1-20
サンバリーアネックス５F 平成28.05.01 24 0977-22-1625 0977-22-1625

株式会社　TOMORROW　COMPANY やまびこ保育園 岡本　陽子 874-0910 別府市石垣西3丁目7-30 平成29.04.01 130 0977-25-3939 0977-25-3939



大分県内保育所名簿（令和4年4月1日現在）　※保育所型認定こども園含む。

中津市 26 施設 定員合計 2,000

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人愛光会 愛光こども園 重松　彩子 871-0065 中津市蛭子町三丁目５６番地 昭和27.12.01 80 0979-25-0991 0979-25-0363 ○

社会福祉法人大幡福祉会 大幡こども園 池永　孝生 871-0153 中津市大字大貞389-3 昭和23.06.30 130 0979-32-4100 0979-32-4412 ○

社会福祉法人小楠福祉会 おぐすこども園 酒井　直樹 871-0014 中津市大字一ツ松1番1号 昭和44.04.01 90 0979-26-0211 0979-53-8454 ○

社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団 グレース保育園 廣安　愼太郎 871-0008 中津市大字大塚199 昭和49.10.01 120 0979-23-2668 0979-23-2683

社会福祉法人だいひ福祉会 だいひ保育園 大山　龍秀 879-0103 中津市大字植野302-1 昭和53.10.01 80 0979-32-1761 0979-32-1098

社会福祉法人鶴居福祉会 鶴居保育園 是石　めぐみ 871-0025 中津市大字万田492-2 昭和47.04.01 100 0979-22-8205 0979-22-8205

社会福祉法人東山福祉会 豊田保育園 東山　光枝 871-0058 中津市大字島田457-1 平成22.03.30 130 0979-22-2484 0979-22-2484

中津市 中津市立第二保育所 富来　栄子 871-0027 中津市大字上宮永335 昭和48.04.01 90 0979-23-1210 0979-23-1210

中津市 中津市立第三保育所 稲月　正幸 879-0111 中津市大字伊藤田2941 昭和52.04.01 90 0979-32-6713 0979-32-6713

中津市 中津市立第五保育所 中村　智恵美 871-0026 中津市大字高瀬1053-1 昭和54.01.01 60 0979-25-1943 0979-25-1943

社会福祉法人なのみ福祉会 なのみこども園 黒川　太 871-0151 中津市大字大悟法453-5 昭和52.04.01 130 0979-32-6623 0979-32-6649 ○

社会福祉法人拓瑞会 ひいらぎ保育園 守谷　浩 871-0025 中津市大字万田659-3 平成28.04.01 100 0979-22-9483 0979-26-0596

社会福祉法人ひかり福祉会 光保育園 伊達　友美 871-0078 中津市字小祝525-290 昭和26.04.01 90 0979-24-0945 0979-24-1134

合同会社ひまわり保育園 ひまわり保育園 後藤　淳子 871-0024 中津市中央町二丁目3-32 平成28.04.01 90 0979-23-6558 0979-31-0064

社会福祉法人みどり福祉会 みどりこども園 原　啓貴 879-0123 中津市大字田尻529 昭和24.10.01 150 0979-32-5818 0979-32-7818 ○

学校法人明佳学園 双葉中央こども園 土居　恵美 871-0024 中津市中央町１－４５５－１ 平成27.04.01 70 0979-24-2006 0979-24-2652 ○

一般社団法人中津菜の花保育園 菜の花保育園 稲田 信子 871-0001 中津市大字大新田８９９－１ 平成27.04.01 50 0979-25-3807 0979-25-3823

中津市 中津市立真坂保育所 松村　慎太郎 871-0112 中津市三光臼木456 昭和25.04.01 60 0979-43-2101 0979-43-2101

中津市 中津市立深秣保育所 清末　健二郎 879-0222 中津市三光西秣1197 昭和33.04.01 60 0979-43-2078 0979-43-2078

中津市 中津市立山口保育所 小倉　真一郎 871-0102 中津市三光成恒437-1 昭和32.04.01 60 0979-43-2069 0979-43-2069

中津市（社会福祉法人慈光会） 中津市立八千代保育園 井上　敦子 871-0201 中津市本耶馬渓町樋田82-1 昭和35.03.01 60 0979-52-2125 0979-52-2125

社会福祉法人瑞信山福祉会 柿坂保育園 清原　慎一郎 871-0405 中津市耶馬溪町大字柿坂570 昭和28.03.10 20 0979-54-2549 0979-54-2549

社会福祉法人西浄寺福祉会 三慧保育園 新田　慎一朗 871-0401 中津市耶馬溪町大字平田1004-5 昭和26.03.31 20 0979-54-2482 0979-54-2482

中津市 中津市立下郷保育所 村上　豊成 871-0434 中津市耶馬溪町大字樋山路3-1 昭和26.04.01 30 0979-56-2313 0979-56-2313

社会福祉法人円照寺八葉会 みさと保育園 矢幡　一乗 871-0715 中津市山国町宇曽579 昭和26.03.31 20 0979-62-2000 0979-62-2065

中津市 中津市立溝部保育所 大田　恭司 871-0704 中津市立山国町吉野324-1 昭和28.05.27 20 0979-62-2271 0979-62-2271



大分県内保育所名簿（令和4年4月1日現在）　※保育所型認定こども園含む。

日田市 14 施設 定員合計 800

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

日田市(社会福祉法人　捧華福祉会) 朝日こども園 小田　松美 877-0085 日田市朝日町941-1 昭和47.04.01 50 0973-23-3834 0973-23-4192 ○

社会福祉法人　小野保育園 小野保育園 梶原　美保 877-1242 日田市殿町3837-1 昭和36.08.10 20 0973-29-2235 0973-29-2235

日田市 高瀬こども園 木村  潤一郎 877-0052 日田市銭渕町243-1 昭和53.05.01 80 0973-24-5005 0973-24-5041 ○

日田市 光岡こども園 上田  貞人 877-0078 日田市北友田3丁目2531-57 昭和55.04.01 45 0973-24-3608 0973-24-3812 ○

日田市（社会福祉法人　地の塩会） 日隈こども園 壁村　仁子 877-0073 日田市日ノ隈町183-2 昭和44.02.01 115 0973-22-7505 0973-22-7565 ○

社会福祉法人　白蓮保育園 白蓮保育園 森部　陽子 877-1352 日田市石松町2876-2 昭和40.01.11 70 0973-22-6602 0973-23-5635

社会福祉法人　みそら会 丸の内こども園 池永　大信 877-0007 日田市丸の内町7-25 昭和23.06.30 90 0973-22-2740 0973-22-2793 ○

社会福祉法人　明円寺会 夜明にこにこ保育園 渡邉  祐子 877-1112 日田市夜明中町1623-1 昭和26.12.01 50 0973-27-2770 0973-27-2774

社会福祉法人　三芳福祉会 三芳昭和園 西田　加奈子 877-0038 日田市刃連町585 昭和23.06.30 90 0973-22-4723 0973-27-6387 ○

日田市 すぎっ子こども園 川村  利幸 877-0311 日田市上津江町川原2443-3 昭和48.04.01 20 0973-55-2505 0973-55-2505 ○

日田市（社会福祉法人日田市社会福祉協議会） おおやまこども園 高倉　明美 877-0201 日田市大山町西大山3501-１ 昭和41.04.01 50 0973-26-2266 0973-26-2256 ○

社会福祉法人　捧華福祉会 五馬保育園 小田　善乗 877-0111 日田市天瀬町五馬市2039 昭和55.04.01 20 0973-57-3658 0973-57-3648

社会福祉法人　三州福祉会 さかえ保育園 梶原　勝徳 879-4123 日田市天瀬町女子畑1775-1 昭和57.04.01 70 0973-57-2630 0973-57-2678

社会福祉法人　新緑会 るりいろ保育園 小野　千恵子 877-0014 日田市本町8-20 平成27.04.01 30 0973-22-2727 0973-22-2602



大分県内保育所名簿（令和4年4月1日現在）　※保育所型認定こども園含む。

佐伯市 16 施設 定員合計 1,110

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

佐伯市 つるおか保育所 風戸　将之 876-0835 佐伯市鶴岡町二丁目3番8号 昭和56.04.01 120 0972-20-3050 0972-20-3050

社会福祉法人佐伯民生福祉会 佐伯保育園 小野　正司 876-0804 佐伯市蟹田7番12号 平成20.03.31 90 0972-22-0644 0972-28-7338

社会福祉法人大日寺福祉会 大日保育園 山本　隆信 876-0013 佐伯市若宮町1-32 昭和43.04.01 90 0972-22-2430 0972-22-2424

社会福祉法人佐伯民生福祉会 長島保育園 村上　秀雄 876-0813 佐伯市長島町２丁目27-1 平成20.03.31 60 0972-24-0522 0972-24-1103

社会福祉法人佐伯民生福祉会 みなと保育園 三輪　芳嗣 876-0803 佐伯市鶴谷町1-5-15 昭和46.04.01 90 0972-22-5399 0972-22-5336

社会福祉法人佐伯民生福祉会 みなみ保育園 後藤　裕司 876-0843 佐伯市中の島2-19-36 昭和50.04.01 110 0972-23-0567 0972-23-0569

社会福祉法人佐伯民生福祉会 八幡保育園 坪矢　一義 876-1106 佐伯市大字戸穴7番地の2 昭和49.04.01 30 0972-27-7661 0972-27-7670

社会福祉法人子ども未来ネット弥生 にじいろこども園 谷川　加代子 876-0101 佐伯市弥生大字大坂本1065-1 平成27.02.01 40 0972-46-1441 0972-46-1442 ○

佐伯市 ほんじょうこども園 五十川　一弥 876-0202 佐伯市本匠大字笠掛1381番地１ 昭和51.04.01 60 0972-56-5033 0972-56-5033 ○

佐伯市 うめこども園 井上　俊二 879-3205 佐伯市宇目大字千束2137番地2 昭和40.05.01 41 0972-52-1013 0972-52-1013 ○

佐伯市 なおかわこども園 高司　昌彦 879-3102 佐伯市直川大字上直見577番地 昭和42.04.01 36 0972-58-2146 0972-58-2147 ○

社会福祉法人大日寺福祉会 松浦保育園 山本　隆弘 876-1203 佐伯市鶴見大字沖松浦745-1 平成21.03.30 41 0972-33-0096 0972-33-0115

佐伯市 かまえこども園 塩月　哲郎 876-2401 佐伯市蒲江大字蒲江浦404番地1 昭和25.12.11 120 0972-42-5500 0972-42-5511 ○

佐伯市 畑野浦保育所 甲斐　一生 876-2201 佐伯市蒲江大字畑野浦596番地23 昭和26.04.01 32 0972-45-0038 0972-45-0038

社会福祉法人はばたき ふれあい保育園 佐藤　良祐 876-0824 佐伯市字女島6930番地 平成28.04.01 70 0972-22-9933 0972-22-9935

社会福祉法人長陽会 さくら保育園 菅　敬子 876-0824 佐伯市字女島6945番地３ 平成30.04.01 80 0972-28-8877 0972-28-8878

臼杵市 6 施設 定員合計 460

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

特定非営利活動法人市浜こども未来応援 市浜こども園 安藤　隆伸 875-0052 臼杵市大字市浜361 昭和26.01.13 90 0972-62-3229 0972-62-8005 ○

社会福祉法人瑞祥福祉会 うすきこども園 加藤　めぐみ 875-0053 臼杵市大字福良1775-5 昭和58.12.10 100 0972-62-5663 0972-62-5663 ○

社会福祉法人宝蓮福祉会 かいぞえこども園 佐藤　淳子 875-0042 臼杵市大字海添93 昭和25.04.01 60 0972-63-0129 0972-63-0149 ○

臼杵市（臼杵市社会福祉協議会） 下南こども園 松田　陽子 875-0065 臼杵市大字家野1496番地 昭和34.05.01 70 0972-62-3630 0972-83-5650 ○

社会福祉法人海辺福祉会 臼杵中央こども園 薬師寺　良子 875-0041 臼杵市大字臼杵2-107-245 昭和26.12.01 90 0972-62-3629 0972-62-4318 ○

社会福祉法人野津福祉会 野津南保育園 後藤　敦子 875-0201 臼杵市野津町野津市字津留563-1 昭和45.04.01 50 0974-32-2283 0974-32-2252



大分県内保育所名簿（令和4年4月1日現在）　※保育所型認定こども園含む。

津久見市 3 施設 定員合計 256

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人橘福祉会 向洋保育園 古谷　和足 879-2452 津久見市中町5-36 昭和25.04.01 130 0972-82-3943 0972-82-3626 ○

社会福祉法人こどもの未来を創る会 白梅保育園 迫村　豊美 879-2473 津久見市徳浦宮町5-14 平成19.03.23 50 0972-82-2780 0972-83-5101

社会福祉法人こどもの未来を創る会 明光保育園 薬師寺　裕子 879-2436 津久見市上宮本町19-7 平成20.03.31 76 0972-82-2442 0972-82-2446

竹田市 6 施設 定員合計 300

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人小羊保育園 小羊保育園 尾崎　明 878-0013 竹田市大字竹田2625-2 昭和46.04.01 60 0974-63-2345 0974-64-0076

竹田市 竹田市立竹田保育所 阿南　明美 878-0011 竹田市大字会々1637-8 昭和41.04.01 60 0974-63-1080 0974-63-1060

社会福祉法人法栄会 玉来保育園 鷲司　慶亮 878-0024 竹田市大字玉来974 平成22.04.01 60 0974-63-0378 0974-63-0510

竹田市（社会福祉法人竹田市社会福祉協議会） 竹田市立久住保育所 白石　由子 878-0201 竹田市久住町大字久住6509 昭和30.04.01 40 0974-76-0057 0974-76-0057

竹田市 竹田市立白丹保育所 山井　眞由美 878-0205 竹田市久住町大字白丹4676 昭和35.04.01 30 0974-76-0051 0974-76-0051

竹田市（社会福祉法人愛の園福祉会） 竹田市立都野保育所 工藤　智子 878-0204 竹田市久住町大字栢木6131-1 昭和34.04.01 50 0974-77-2201 0974-77-2211

豊後高田市 7 施設 定員合計 560

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人法音会 河内保育園 北畠　法文 879-0612 豊後高田市佐野2043 平成21.03.30 100 0978-24-1428 0978-24-1416

社会福祉法人真玉福祉会 城台保育園 木下　秀孝 879-0606 豊後高田市玉津464 平成21.03.30 130 0978-22-2447 0978-25-7638

社会福祉法人慈育会 封戸保育園 東陽  妙香 879-0616 豊後高田市水崎1273 昭和25.08.01 70 0978-22-3677 0978-22-3851

社会福祉法人興隆会 和光保育園 護城　孝道 879-0607 豊後高田市新栄1220-2 昭和49.04.01 120 0978-24-0160 0978-23-1477

社会福祉法人真玉福祉会 真玉保育園 木下　節子 872-1105 豊後高田市西真玉2093 昭和55.04.01 80 0978-53-5095 0978-53-5107

社会福祉法人真玉福祉会 香々地保育園 丸林　寛尚 872-1207 豊後高田市見目705-13 平成28.04.01 40 0978-54-2069 0978-54-2069

社会福祉法人法音会
河内保育園田染分園
あすなろほいくえん

北畠　法文 879-0843 豊後高田市田染相原33番地２ 令和2.04.01 20 0978-25-8170 0978-25-8170

杵築市 2 施設 定員合計 130

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人松栄福祉会 松栄保育園 諸富　聡志 873-0033 杵築市大字守江3570番地 昭和09.04.01 100 0978-62-2461 0978-62-3898

社会福祉法人山香民生福祉会 東こども園 木下 了子 879-1306 杵築市山香町大字広瀬349-1 昭和51.04.01 30 0977-75-2308 0977-75-0384 ○



大分県内保育所名簿（令和4年4月1日現在）　※保育所型認定こども園含む。

宇佐市 16 施設 定員合計 805

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人恵光福祉会 阿香月保育園 川谷　堅正 879-0472 宇佐市大字上元重697 昭和40.10.01 30 0978-32-1014 0978-32-1253

社会福祉法人豊雅会 粟島愛児園 元永　公之 872-0001 宇佐市大字長洲3746 昭和24.07.31 20 0978-38-0394 0978-38-0655

社会福祉法人ないおん福祉会 教徳保育園 平田　崇明 879-0311 宇佐市大字森山216 平成22.03.25 70 0978-32-2500 0978-32-2500

社会福祉法人アソカの園 けいあい保育園 紫雲　弘祐 879-0233 宇佐市大字赤尾4520-1 昭和31.01.01 50 0978-32-1095 0978-32-4283

社会福祉法人寶水福祉会 光華保育園 江口　宏道 872-0015 宇佐市大字松崎1874 平成25.03.21 40 0978-38-0405 0978-38-6034

社会福祉法人常照会 慈光保育園 川島　和恵 879-0471 宇佐市大字四日市1410 昭和25.04.01 100 0978-32-7381 0978-32-5896

特定非営利活動法人正光保育園 正光保育園 長岡　孝宣 872-0032 宇佐市大字江須賀2921-1 昭和27.04.01 50 0978-38-4100 0978-38-4203

社会福祉法人高森保育園 高森保育園 前田　顕城 872-0101 宇佐市大字高森1052-1 昭和27.06.01 60 0978-37-2775 0978-37-2786

社会福祉法人高家の郷福祉会 高家保育園 尼子　芳淳 879-0309 宇佐市大字東高家899-1 昭和31.01.01 60 0978-32-6969 0978-32-6963

社会福祉法人加茂の葵福祉 長洲葵保育園 森園　淳代 872-0001 宇佐市大字長洲147 平成25.11.1 70 0978-38-0450 0978-38-6675

宇佐市 封戸保育園 熊埜御堂　千代美 879-1136 宇佐市大字西木82-1 昭和27.04.01 40 0978-37-0269 0978-37-0269

宇佐市 みどり保育園 向　英子 872-0102 宇佐市大字南宇佐1402-1 昭和50.05.01 45 0978-37-0630 0978-37-0630

社会福祉法人大許福祉会 明和保育園 藤懸　峯生 872-0111 宇佐市大字下矢部1522-1 平成25.03.29 40 0978-33-3630 0978-33-3649

社会福祉法人朋寿会 若葉保育園 寄村　勝智 879-0161 宇佐市大字下敷田439-2 平成25.11.29 40 0978-33-4100 0978-33-4044

宇佐市 竜東保育園 帯刀　寛次 872-0318 宇佐市院内町副1312-1 昭和36.04.01 60 0978-42-5046 0978-42-5199

社会福祉法人円照寺福祉会 佐田保育園 872-0651 宇佐市安心院町佐田774-2 昭和36.10.01 休園

社会福祉法人めぐみ福祉会 しろばと保育園 872-0842 宇佐市安心院町下内河野219 昭和33.04.01 休園

一般社団法人　すばる保育園 すばる保育園 梶原　美智代 879-0474 宇佐市大字山下1194 平成27.03.25 30 0978-32-4527 0978-32-4527

豊後大野市 3 施設 定員合計 180

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人野の花会 扇田保育園 神田　まり子 879-7125 豊後大野市三重町内田2717-1 昭和45.04.01 70 0974-22-0570 0974-22-8487

社会福祉法人野の花会 双葉保育園 佐藤　クニ子 879-7131 豊後大野市三重町市場1160 昭和23.06.30 80 0974-22-0562 0974-22-2949

社会福祉法人和光会 千歳保育園 田原　史記 879-7404 豊後大野市千歳町長峰730 昭和34.10.01 30 0974-37-2073 0974-37-2083

※17施設＋休園2



大分県内保育所名簿（令和4年4月1日現在）　※保育所型認定こども園含む。

由布市 6 施設 定員合計 540

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人産土会 宮田保育園 佐藤　成己 879-5518 由布市挾間町北方602-1 昭和50.04.01 160 097-583-1544 097-583-3532

社会福祉法人護念福祉会 由布川保育園 岸　秀谷 879-5511 由布市挾間町古野104-1 昭和54.07.01 130 097-583-3453 097-583-1770

社会福祉法人産土会 みずほ保育園 今井　康子 879-5506 由布市挾間町挾間135-10 平成31.04.01 60 097-583-8008 097-583-8007

社会福祉法人庄内厚生館 あなみ保育園 仲宗根　京子 879-5405 由布市庄内町東長宝596-1 昭和28.05.01 60 097-582-1221 097-582-3789

社会福祉法人すみれ会 西庄内保育所 森　智恵美 879-5434 由布市庄内町庄内原366-4 平成21.04.01 30 097-582-0137 097-582-0137

社会福祉法人聖愛保育園 聖愛こども園 黒田　恭介 879-5102 由布市湯布院町川上2990-14 令和3.02.18 100 0977-84-2317 0977-84-2003 ○

国東市 7 施設 定員合計 355

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人教円会 伊美保育園 伊美　善宏 872-1401 国東市国見町伊美2457-1 昭和28.06.30 20 0978-82-0085 0978-82-0085

国東市 国東市立熊毛保育所 宇佐元　麻衣子 872-1613 国東市国見町小熊毛62-2 昭和30.03.01 30 0978-83-0459 0978-83-0459

国東市 国東市立竹田津保育所 小俣　宰 872-1321 国東市国見町竹田津3610-1 昭和33.04.01 30 0978-84-0628 0978-84-0628

社会福祉法人南部清流福祉会 南部こども園 馬場　典子 873-0511 国東市国東町小原119-1 昭和46.04.01 80 0978-72-0609 0978-72-0985 ○

社会福祉法人望周会 来浦保育園 872-1651 国東市国東町浜1353 昭和43.11.01 休園

社会福祉法人海雲福祉会 富来こども園 清水　未那 873-0643 国東市国東町富来浦1549 昭和23.06.30 30 0978-74-0200 0978-74-1120 ○

国東市 国東市立武渓保育所 金當　直子 873-0405 国東市武蔵町麻田57-1 昭和33.04.01 45 0978-69-0432 0978-69-0801

国東市 国東市立安岐保育所 森　茂樹 873-0231 国東市安岐町下原1273-1 昭和42.05.01 120 0978-67-0362 0978-67-0362

姫島村 1 施設 定員合計 40

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

姫島村 姫島村保育所 大海　美希子 872-1501 東国東郡姫島村2065-1 昭和36.04.01 40 0978-87-2049 0978-87-3629

日出町 3 施設 定員合計 260

設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 施設認可年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号 保育所型

社会福祉法人英芳福祉会 大神保育園 石木　宏典 879-1504 速見郡日出町大字大神282-2 昭和52.04.01 90 0977-72-0327 0977-72-0408

社会福祉法人豊岡保育園 豊岡保育園 渡邉　美奈 879-1507 速見郡日出町大字豊岡1169-1 昭和42.02.01 80 0977-72-2000 0977-72-9891

社会福祉法人蓮華福祉会 暘谷保育園 中道　宥清 879-1506 速見郡日出町2806-2 昭和36.07.01 90 0977-72-4744 0977-72-4592

※７施設＋休園1


