
大分県内地域型保育事業者名簿（令和3年4月1日現在）
42 施設 定員合計 693

市町村 事業類型 設置経営主体 施設名 施設長名 郵便番号 所在地 開始年月日 利用定員 電話番号 ＦＡＸ番号

小規模Ａ 個人 ゆめっこ保育園 阿部　敦子 870-0856 大分市畑中１丁目１１番３号 平成２７年４月１日 18 097-545-7045 097-545-7045

小規模Ａ 有限会社存心会 遊々舎 河野　恵美 870-1132 大分市大字光吉１５０７－３　CAIビル101号 平成２７年４月１日 12 097-574-7904 097-574-7903

小規模Ａ NPO法人スマイスセレソン ゆめのほし保育園 永松　和寿 870-0022 大分市大手町１－１－３４－２F 平成２８年４月１日 19 097-574－5263 097-529-7246

小規模Ａ にこにこ高城園合同会社 たかじょうえん。 柏木　大輔 870-0911 大分市新貝７番３１号 平成２８年４月１日 18 097-558-8873 097-558-8873

小規模Ａ 株式会社キッズクラブ 中島西保育園 林　修三 870-0047 大分市中島西１丁目８番３４号 平成２９年４月１日 19 097-529-8022 097-532-6629

小規模Ａ 合同会社夢の根 ゆめのね保育園 藤高　珠樹 870-0251 大分市大在中央２丁目８番３号 平成２９年４月１日 18 097-579-6455 097-579-6455

家庭的 個人 　０12保育室 阿部　勝子 870-0856 大分市畑中４丁目１１番１４号 平成２７年４月１日 3 097-554-5021 097-554-5021

家庭的 個人 まるも保育室 椎原　美智子 870-0844 大分市大字古国府525-2　サントノーレ古国府804号 平成２７年４月１日 3 097-546-6768

家庭的 個人 マミー保育室 広瀬　政子 870-0822 大分市大道町5丁目8の11　衛藤ビル203号 平成２７年４月１日 3 090-7453-9976 097-546-4624

家庭的 個人 青空保育室 山村　むつ代 870-0145 大分市乙津町12-9 平成２７年４月１日 3 097-527-6088 097-527-6088

家庭的 個人 なないろ保育室 伊藤　悦子 870-0026 大分市金池町2-9-19-509 平成２７年４月１日 5 090-7927-2257 097-594-3758

家庭的 個人 なかよし保育室 橋詰　杉子 870-0128 大分市森300-22 平成２７年４月１日 5 097-523-5812 097-523-5812

家庭的 個人 ちゅうりっぷ保育室 村上　桂子 870-0026 大分市金池町4丁目9-21　カルフール金池301 平成２７年４月１日 5 070-4696-8792

事業所内 新日鐵住金㈱大分製鉄所 大分どんぐりのもり保育園 高瀬　桜子 870-0912 大分市原新町１７－２６ 平成２８年４月１日 30 097-503-1363 097-503-1364

事業所内 医療法人善昭会 オアシスにじいろ保育園 三浦　恭子 870-0103 大分市東鶴崎２丁目５番11号 平成２９年４月１日 19 097-527-3020 097-527-3020

小規模Ａ 株式会社　コープキッズおおいた 中春日保育園 中島　智美 870-0039 大分市中春日町14番13号 平成３０年４月１日 18 097-529-5356 097-529-5357

小規模Ａ 株式会社　ニチイ学館 ニチイキッズ西大分保育園 坂本　美香 870-0008 大分市王子西町13-12プロスパービル1階 平成３０年４月１日 19 097-554-4381 097-554-4382

小規模Ａ 学校法人　大津学園 みどり第二保育所 嶋﨑　義和 870-0128 大分市大字森字浦門268番 平成３０年４月１日 19 097-535-8661 097-535-8662

小規模Ａ 学校法人　道徳学園 わくわくの森保育園 安東　美香 870-0868 大分市大字野田323番地の5 平成３０年４月１日 19 097-586-0909 097-586-0910

事業所内 社会福祉法人　新樹会 湯屋すくすく館 池邉　英治 870-1173 大分市大字横瀬1050番地 平成３０年４月１日 30 097-548-7761 097-542-6139

小規模Ａ 社会福祉法人　藤本愛育会 キッドワールドサード保育園遠藤　靖子 870-0943 大分市大字片島字下津留４３９番地の１ 平成３１年４月１日 18 097-554-8500 097-554-8505

小規模Ａ 株式会社　TOMORROW　COMPANY ナーサリー　ロペ 古中　志保 870-0954 大分市下郡中央３丁目８番２４号 令和２年４月１日 18 097-560-5088 097-560-5089

小規模Ａ 社会福祉法人　萌葱の郷 へつぎ保育園 斎藤　鈴代 879-7765 大分市中戸次５６２０番地 令和２年４月１日 18 097-574-8673 097-574-8674

小規模Ａ 学校法人　三信学園 やまばと夢保育園 藤内　茜 870-1112 大分市大字下判田字馬場原３５０５番３ 令和２年４月１日 19 080-5790-5396

小規模Ａ 医療法人　秀敬会 シャインキッズ 高取　郁子 870-0252 大分市大在浜１丁目８番３２号 令和２年４月１日 19 097-578-7830 097-578-7860

小規模Ａ 一般社団法人　夢のくに保育園 夢のくに保育園 甲斐　加代 870-0321 大分市王ノ瀬２丁目２番３号 令和２年４月１日 19 097-529-7593 097-529-7463

事業所内 株式会社ライフステージ大分 大道にじいろ保育園 中村　洋美 870-0822 大分市大道町３丁目２番８号 令和３年４月１日 18 097-511-3302

中津市 小規模Ａ 一般社団法人がじゅまる保育園 がじゅまる保育園 中井　絹代 871-0025 中津市大字万田691番地7 平成29年9月1日 19 0979-24-7699 0979-24-7699

小規模Ａ 社会福祉法人　新玉福祉会 つぼみ保育園 岡部　裕美子 877-0071 日田市大字十二町660－20 平成30年11月1日 19 0973-28-6269 0973-28-6269

小規模Ａ 日田市 なかつえ保育園 早川  千恵美 877-0301 日田市中津江村栃野2311-2 平成27年4月1日 19 0973-54-3044 0973-54-3044

小規模Ａ 日田市（社会福祉法人日田市社会福祉協議会） まえつえ保育園 佐藤　明美 877-0212 日田市前津江町大野2188 平成27年4月1日 19 0973-53-2409 0973-53-2421

事業所内 医療法人咸宜会 日田中央病院たんぽぽ保育所 梶原　真里子 877-0012 日田市淡窓２丁目771-3 平成30年4月1日 12 0973-28-5568 0973-28-5568

事業所内 社会福祉法人長陽会 事業所内託児所　愛 御手洗　吉生 876-1511 佐伯市大字長良4953番地 平成27年7月1日 20 0972-28-3322 0972-28-3323

事業所内 社会医療法人　長門莫記念会 ながと保育園 長門　仁 876-0835 佐伯市鶴岡町１丁目2151番地１ 令和2年11月1日 30 0972-20-3399 0972-23-6680

事業所内 社会福祉法人　双樹会 花みずき保育園 長門　仁 876-0025 佐伯市大字池田２２５６番地７ 令和2年11月1日 12 0972-23-1155 0972-23-0330

杵築市 小規模Ｂ 宗教法人日本基督教団杵築教会 しらゆりこひつじルーム 山本　克三 873-0001 杵築市大字杵築296番地 平成29年4月1日 12 0978-63-3300 0978-63-3370

事業所内 医療法人ニコニコ診療所 にこにこ保育園 神田　研吾 879-7104 豊後大野市三重町小坂4165-1 平成27年4月1日 40 0974-22-3988 0974-22-7724

事業所内 医療法人帰巖会 さくら保育園 山田　達也 879-7111 豊後大野市三重町赤嶺1250-1 平成27年4月1日 19 0974-22-0660 0974-22-0660

事業所内 社会福祉法人　偕生会 ひかり保育舎 山村　裕美 879-6441 豊後大野市大野町田中700-2 平成30年11月1日 7 0974-34-3881

由布市 小規模Ａ 個人 こどものにわ楓 林 悦子 879-5501 由布市挾間町鬼崎2640番地2 平成29年4月1日 12 097-583-3371 097-583-3371

国東市 事業所内 社会福祉法人　安岐の郷 すこやかクラブ　鈴鳴荘 髙橋　とし子 873-0222 国東市安岐町下山口58番地 平成31年4月1日 20 0978-67-2626 0978-67-2626

玖珠町 小規模Ａ 個人 こすもす 谷本 津代子 879-4413 玖珠町大字塚脇428-1 平成27年4月1日 19 0973-77-2323 0973-77-2272
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