
認可保育所【公立】一覧
区 施設名称 住所 電話番号 定員

植水保育園 〒331-0064 西区佐知川306 048（623）6698 100

指扇保育園 〒331-0071 西区高木567-3 048（623）5065 100

馬宮保育園 〒331-0061 西区西遊馬119 048（623）4014 106

三橋西保育園 〒331-0052 西区三橋6-381-1 048（622）1350 80

日進保育園 〒331-0823 北区日進町2-632 048（663）2791 90

東大成保育園 〒331-0814 北区東大成町2-103 048（664）6582 100

宮原保育園 〒331-0812 北区宮原町2-83-2 048（663）4120 90

大砂土保育園 〒331-0804 北区土呂町1-51-8 048（663）7233 100

日進西保育園 〒331-0823 北区日進町1-800-1 048（663）0063 80

奈良保育園 〒331-0822 北区奈良町125-6 048（651）7172 106

泰平保育園 〒331-0801 北区今羽町596 048（667）1847 100

大宮保育園 〒330-0843 大宮区吉敷町1-132-3 048（641）1497 100

三橋保育園 〒330-0856 大宮区三橋2-929 048（643）3145 100

天沼保育園 〒330-0834 大宮区天沼町2-438-1 048（642）4240 80

上小保育園 〒330-0855 大宮区上小町845-4 048（643）4436 90

大成保育園 〒330-0852 大宮区大成町3-655-1 048（667）2559 100

寿能保育園 〒330-0805 大宮区寿能町2-140 048（644）0470 100

桜木保育園 〒330-0854 大宮区桜木町1-185-2 のびのびプラザ大宮4階 048（641）1229 165

大和田保育園 〒337-0053 見沼区大和田町1-1230-92 048（683）2536 80

七里保育園 〒337-0014 見沼区大谷1985 048（685）2717 100

片柳保育園 〒337-0033 見沼区御蔵796 048（685）4611 80

東大宮保育園 〒337-0007 見沼区丸ヶ崎町13-13 048（685）0601 106

七里東保育園 〒337-0013 見沼区新堤40 048（683）3969 100

春野保育園 〒337-0002 見沼区春野1-7-1 048（686）6756 100

上落合保育園 〒338-0001 中央区上落合2-9-10 048（852）1587 90

与野本町保育園 〒338-0003 中央区本町東7-4-19 048（851）9057 30

大戸保育園 〒338-0012 中央区大戸2-7-19 048（853）2410 90

下落合団地保育園 〒338-0002 中央区下落合3-8-2 048（832）9167 80

鈴谷西保育園 〒338-0013 中央区鈴谷7-3-31 048（853）7755 80

鈴谷東保育園 〒338-0013 中央区鈴谷6-6-5 048（855）1034 80

八王子保育園 〒338-0006 中央区八王子5-12-17 048（855）4700 90

大久保保育園 〒338-0826 桜区大久保領家373-1 048（854）8818 110

田島保育園 〒338-0837 桜区田島2-16-7 048（862）3425 190

白鍬保育園 〒338-0811 桜区白鍬511 048（854）5539 90

西堀保育園 〒338-0833 桜区桜田3-9-12 048（865）0271 120

上大久保保育園 〒338-0824 桜区上大久保940-3 048（855）4801 130

岸町保育園 〒330-0064 浦和区岸町6-5-12 048（822）3010 150

本太保育園 〒330-0052 浦和区本太4-3-15 048（882）3561 140

領家保育園 〒330-0072 浦和区領家7-14-16 048（831）4378 110

駒場保育園 〒330-0051 浦和区駒場1-27-7 048（886）9200 110

浦和中央保育園 〒330-0062 浦和区仲町2-13-7 048（822）2067 95

常盤保育園 〒330-0061 浦和区常盤9-3-16 048（833）8730 70

常盤北保育園 〒330-0075 浦和区針ヶ谷4-1-1 048（833）8728 120

東仲町保育園 〒330-0056 浦和区東仲町28-16 048（885）9101 80

針ヶ谷保育園　 〒330-0075 浦和区針ヶ谷1-4-3 048（824）3746 135

大東保育園 〒330-0043 浦和区大東2-18-7 048（887）6168 130

南浦和保育園 〒336-0024 南区根岸2-19-3 048（861）6954 110

文蔵保育園 〒336-0025 南区文蔵3-7-14 048（863）1037 110

白幡保育園 〒336-0022 南区白幡3-1-2 048（863）8105 140

大谷場保育園 〒336-0017 南区南浦和3-36-11 048（885）8992 110

辻保育園 〒336-0026 南区辻3-10-15 048（864）3385 135

曲本保育園　 〒336-0033 南区曲本4-5-7 048（864）3384 130

大谷口保育園 〒336-0042 南区大谷口1089-1 048（887）4989 130

武蔵浦和保育園 〒336-0031 南区鹿手袋4-1-12 048（837）3411 165

尾間木保育園 〒336-0932 緑区中尾1432-5 048（873）1103 110

原山保育園 〒336-0931 緑区原山1-7-2 048（885）7403 90

三室保育園 〒336-0911 緑区三室1629-6 048（873）7877 140

西町保育園 〒339-0067 岩槻区西町3-1-24 048（756）4632 90

岩槻本町保育園 〒339-0057 岩槻区本町2-5-5 048（756）7565 60

諏訪保育園 〒339-0007 岩槻区諏訪2-5-1 048（794）1620 130

美幸保育園 〒339-0063 岩槻区美幸町3-18 048（757）8450 90

西

北

大

宮

見

沼

中

央

桜

浦

和

南

緑

岩

槻

7



認可保育所【私立】一覧
区 施設名称 住所 電話番号 定員

明日香保育園 〒331-0053 西区植田谷本316 048（622）5586 110

まみ保育園 〒331-0045 西区内野本郷383-8 048（673）0330 50

おうぎの森保育園 〒331-0071 西区高木598 048（625）7272 110

あおぞら西保育園 〒331-0046 西区宮前町695-2 048（783）3755 90

西遊馬保育園 〒331-0061 西区西遊馬771-11 048（620）7879 90

未来ほしの子保育園 〒331-0052 西区三橋5-35 048（625）2222 120

西大宮どんぐり保育園 〒331-0078 西区西大宮1-1-3 048（783）3361 90

野の花すみれ保育園 〒331-0052 西区三橋5-641-3 048（782）4386 40

西大宮青藍保育園 〒331-0078 西区西大宮3-25-5 048（729）6726 80

めいあい保育園 〒331-0078 西区西大宮1‐46‐12 048（729）7833 100

アカツキ保育園 〒331-0078 西区西大宮4-1-4 048（657）8148 70

えがお三橋保育園 〒331-0052 西区三橋6-654-2 048（783）2480 100

くれよん保育園虹 〒331-0046 西区宮前町1238 048（778）9752 71

西大宮はばたき保育園 〒331-0078 西区西大宮3-9-3 048（621）4350 80

明日香西大宮保育園 〒331-0078 西区西大宮3-19-6 048（729）8456 60

西大宮まりーな保育園 〒331-0078 西区西大宮3-61-7 048（621）3050 96

指扇はっぴー保育園 〒331-0047 西区指扇1377-1 048（623）0881 80

リトル百音保育園 〒331-0074 西区宝来2196-8 048（620）3351 75

西大宮はっぴー保育園 〒331-0078 西区西大宮3-9-2 048（622）1881 80

大宮さくら保育園 〒331-0821 北区別所町98-6 048（664）5054 60

本郷保育園 〒331-0802 北区本郷町1328-1 048（652）3440 110

大宮つぼみ保育園 〒331-0804 北区土呂町2-9-19 048（668）5203 60

ハーモニー保育園 〒331-0812 北区宮原町2-39-16 048（667）8655 45

今羽保育園 〒331-0811 北区吉野町1-19-1 048（661）6011 60

にじいろ保育園 〒331-0812 北区宮原町1-475-7 048（652）5400 90

けやきの森保育園 〒331-0823 北区日進町2-1519-1 048（661）6525 90

くすのき保育園 〒331-0823 北区日進町3-543-3 048（796）4901 60

遊美保育園 〒331-0802 北区本郷町106 048（654）8714 80

大宮むさしの保育園 〒331-0812 北区宮原町1-430 048（664）6659 90

うぃず日進駅前保育園 〒331-0823 北区日進町2-1859-1 048（871）8457 110

ゆうりん保育園 〒331-0804 北区土呂町1-28-1 048（699）0180 86

にじの星保育園 〒331-0812 北区宮原町3-209-2 048（871）6687 60

えがお保育園 〒331-0812 北区宮原町4-83-5 048（782）5500 90

大宮日進さくらんぼ保育園 〒331-0823 北区日進町2-1914-7 048（788）2820 90

あい音保育園 〒331-0812 北区宮原町4-3-9 048（729）5831 90

大宮たんぽぽ保育園 〒331-0804 北区土呂町1-46-1 048（729）8788 90

ゆうりん保育園分園 〒331-0804 北区土呂町1-7-8 048（699）2202 30

東大成ひなた保育園 〒331-0814 北区東大成町1-656-1 048（729）6308 60

うぐす保育園日進 〒331-0823 北区日進町2-1746-3 048（661）0880 60

大宮みちのこ保育園 〒331-0813 北区植竹町2-69-6 048（788）1878 80

まーぶる保育園 〒331-0812 北区宮原町1‐533‐3 048（778）8360 80

まーぶるゆうゆう保育園 〒331-0812 北区宮原町4-94-3 048（729）8730 90

こんばの森保育園 〒331-0801 北区今羽町650-3 048（782）7156 90

みずほ保育園大宮大成 〒331-0815 北区大成町4-453-2 048（652）3240 50

宮原西口クマさん保育所 〒331-0823 北区日進町3-150 048（662）8585 90

とろポポロ保育園 〒331-0804 北区土呂町2-9-10 048（669）5210 45

土呂クマさん保育所 〒331-0805 北区盆栽町380-1 048（662）0288 90

白菊保育園 〒330-0834 大宮区天沼町1-148-1 048（643）0880 120

もとの木保育園 〒330-0804 大宮区堀の内町3-236-2 048（650）0202 60

桜花保育園 〒330-0854 大宮区桜木町4-554-1 048（782）8286 100

らそ保育園 〒330-0851 大宮区櫛引町1-574 048（666）4149 80

あおぞらウィンクルム保育園 〒330-0854 大宮区桜木町1-185-2 のびのびプラザ大宮2階 048（782）8716 90

太陽の子堀の内保育園 〒330-0804 大宮区堀の内町1-178-1 048（650）6611 70

大成たいよう保育園 〒330-0852 大宮区大成町2-161-1 048（778）8615 80

みずほ保育園大宮天沼 〒330-0834 大宮区天沼町1-505-2 048（658）3240 60

大宮すこやか保育園 〒330-0843 大宮区吉敷町4-197-2 048（640）1171 80

新都心ひなた保育園 〒330-0835 大宮区北袋町2-343 048（871）5881 90

桜花第二保育園 〒330-0854 大宮区桜木町4-570-1 048（782）5963 90

保育園ミルキーウェイ大成園 〒330-0852 大宮区大成町3-280 048（667）2340 60

大宮西口ひなた保育園 〒330-0854 大宮区桜木町4-928-1 048（644）9227 90

大宮ひなた保育園 〒330-0855 大宮区上小町1146-2 048（643）8004 120

ゆりかご保育園 〒330-0841 大宮区東町1-222-1 048（782）7420 69

みずほ保育園天沼第2 〒330-0834 大宮区天沼町1-504-3 048（643）3240 90

レインボーkids新都心 〒330-0835 大宮区北袋町1-124-2 048（825）3301 64

保育園ハニーガーデンさいたま新都心 〒330-0843 大宮区吉敷町2-51-1 048（641）4113 47

あおぞらウィンクルム保育園第２ 〒330-0854 大宮区桜木町1-185-2 のびのびプラザ大宮1階 048（871）6177 40

memorytree大宮保育園 〒330-0843 大宮区吉敷町3-156 048（650）5055 50
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区 施設名称 住所 電話番号 定員

あすなろ保育園 〒337-0042 見沼区南中野582 048（684）6132 110

やまばと保育園 〒337-0026 見沼区染谷2-203-1 048（685）0846 60

ふたば保育園 〒337-0051 見沼区東大宮5-26-11 048（685）7431 60

見沼あかね保育園 〒337-0053 見沼区大和田町2-1218-9 048（688）1110 60

ルミエール保育園 〒337-0041 見沼区南中丸939-5 048（683）1216 60

アーバンみらい東大宮プライムキッズガーデン保育所 〒337-0002 見沼区春野2-5-1 048（682）7700 120

アスク東大宮保育園 〒337-0051 見沼区東大宮2-23-3 048（661）5218 90

まきば保育園 〒337-0053 見沼区大和田町1-1343-1 048（682）0002 60

風渡野保育園 〒337-0017 見沼区風渡野1-10-7 048（682）2550 90

ふたば夢保育園 〒337-0051 見沼区東大宮7-70-11 048（812）4126 90

きらめき保育園 〒337-0042 見沼区南中野689-1 048（682）5507 100

大宮みぬま保育園 〒337-0053 見沼区大和田町2-1633-1 048（684）6568 100

蓮沼保育園 〒337-0015 見沼区蓮沼100-1 048（699）1641 90

あすなろ若葉保育園 〒337-0042 見沼区南中野605 048（680）5335 90

きらら園 〒337-0051 見沼区東大宮7-7-9 048（682）0120 50

見沼あかね保育園分園 〒337-0053 見沼区大和田町2-1219-1 048（688）2220 40

こどものしろ保育園 〒337-0051 見沼区東大宮4-9-8 048（767）7672 60

はすぬま第二保育園 〒337-0015 見沼区蓮沼1786‐1 048（715）1187 90

保育園ハニーガーデン 〒337-0041 見沼区南中丸760 048（793）4113 60

七里めぐみ保育園 〒337-0014 見沼区大谷1201 048（796）7698 80

保育園ミルキーウェイ東大宮園 〒337-0051 見沼区東大宮5‐40‐1 048（884）9624 90

大和田とちのき保育園 〒337-0053 見沼区大和田町1-2022 048（684）5422 90

きゃんばす東大宮保育園 〒337-0051 見沼区東大宮5-26-1 048（792）0142 90

のぞみ保育園 〒337-0017 見沼区風渡野633-3 048（688）6716 50

きらら西口園 〒337-0051 見沼区東大宮2-22-13 048（788）2856 36

島こどものしろ保育園 〒337-0006 見沼区島町552-1 048（812）8915 90

与野ひなどり保育園 〒338-0004 中央区本町西2-1-11 048（852）4202 90

あおぞら保育園 〒338-0001 中央区上落合8-11-20 048（857）8841 90

まどか保育園 〒338-0007 中央区円阿弥7-10-9 048（855）3331 70

与野本町駅前保育所 〒338-0013 中央区鈴谷9-5-18 048（840）1151 72

ChaCha Children Suzuya 〒338-0013 中央区鈴谷5-6-11 048（857）7101 90

ゆめいろ保育園 〒338-0003 中央区本町東4-1-5 048（840）5850 90

そらいろ保育園 〒338-0001 中央区上落合5-20-20 048（853）9000 45

南よの虹保育園 〒338-0013 中央区鈴谷1-18-6 048（858）1900 120

さいたまちとせ保育園 〒338-0001 中央区上落合6-17-21 048（857）1115 70

リトルやまゆり保育園 〒338-0001 中央区上落合9-16-3 048（858）2500 100

Gakkenほいくえんさいたま新都心 〒330-0081 中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル1階 048（762）9242 60

みずほ保育園与野新中里 〒338-0011 中央区新中里3-14-6 048（851）3240 90

小鳩保育園南与野 〒338-0013 中央区鈴谷2-537-1 048（799）2831 90

リップル保育園鈴谷 〒338-0013 中央区鈴谷9‐10‐6 048（767）4009 58

保育園ミルキーウェイインターナショナル新都心園 〒338-0002 中央区下落合4‐8‐17 048（853）6900 65

スキップ本町保育園 〒338-0003 中央区本町東6-7-11 048（767）7988 60

保育園ミルキーウェイ与野本町園 〒338-0003 中央区本町東1-14-5 048（851）8828 57

保育所まぁむ大宮園 〒338-0001 中央区上落合8-1-20 048（857）6220 49

南与野たいよう保育園 〒338-0013 中央区鈴谷5-15-8 048（856）0666 90

与野クマさん保育所 〒338-0002 中央区下落合1085-1 048（833）2611 90

彩の調保育園 さいたま新都心西口 〒330-0081 中央区新都心5-2 ポルト小池ビル1階 048（767）8116 51

リコリコ保育園 〒338-0001 中央区上落合1-3-3 048（716）4294 90

つながりほいくえん 〒338-0013 中央区鈴谷2-623-1 048（854）6856 39

浦和ひなどり保育園 〒338-0832 桜区西堀2-6-26 048（861）8311 150

聖徳保育園 〒338-0834 桜区新開2-17-13 048（862）1601 80

わらしべ保育園 〒338-0832 桜区西堀5-5-3 048（862）3123 120

ひまわりDｏ・Dｏ保育園 〒338-0812 桜区神田596-1 048（853）5770 110

菁莪保育園 〒338-0832 桜区西堀1-11-1 048（865）4321 60

若草保育園 〒338-0831 桜区南元宿1-12-20 048（837）2666 30

ひまわりDｏ･Dｏ第2保育園 〒338-0812 桜区神田595-1 048（853）3232 60

ニチイキッズさいたま保育園 〒338-0823 桜区栄和5-15-39 048（851）0715 90

わらしべ第二保育園 〒338-0832 桜区西堀8-3-13 048（711）2885 90

たじま絆保育園 〒338-0837 桜区田島3-13-4 048（711）5697 90

いちご桜保育園 〒338-0837 桜区田島3-6-7 048（839）1717 60

中浦和たいよう保育園 〒338-0832 桜区西堀1-5-26 048（836）1212 90

エンゼル保育園 〒330-0065 浦和区神明2-21-14 048（822）8696 35

ひまわり乳児保育園 〒330-0075 浦和区針ヶ谷2-16-16 048（827）0777 30

椎の実保育園 〒330-0044 浦和区瀬ヶ崎5-21-18 048（887）2112 70

うらわライトハウス保育園 〒330-0074 浦和区北浦和3-8-9 048（834）1711 80

浦和たいよう保育園 〒330-0063 浦和区高砂2-1-12 048（789）7201 60

常盤こころ保育園 〒330-0061 浦和区常盤7-12-8 048（824）5982 120

Gakkenほいくえん浦和 〒330-0063 浦和区高砂1-16-12 048（871）2780 50

スターチャイルド《浦和保育園》 〒330-0055 浦和区東高砂町25-7 048（871）0250 60

北浦和駅前保育園 〒330-0073 浦和区元町2-1-3 ライオンズプラザ浦和元町シティ3階 048（813）1177 100

桜

中

央

浦

和

見

沼
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区 施設名称 住所 電話番号 定員

輝萌の森浦和園 〒330-0062 浦和区仲町3-2-24  048（678）4191 50

Gakkenほいくえん浦和前地 〒330-0053 浦和区前地2-8-17 048（764）9632 70

上木崎保育所 〒330-0071 浦和区上木崎2-6-7 048（823）7051 90

うらわポポロ保育園 〒330-0061 浦和区常盤9-15-19 048（711）5456 80

常盤たいよう保育園 〒330-0061 浦和区常盤10-19-31 048（814）3177 90

うぃず針ヶ谷保育園 〒330-0075 浦和区針ヶ谷1-4-14 048（767）4297 60

浦和いろは保育園 〒330-0061 浦和区常盤8-15-9 048（826）5407 100

リップル保育園与野 〒330-0071 浦和区上木崎1-3-5-1 048（755）9229 69

ながれ星保育園北浦和 〒330-0074 浦和区北浦和1-6-7 048（762）7492 60

ふらっとセントラル保育園 〒330-0063 浦和区高砂3-8‐15 高砂SSビル1、2階 048（755）9877 50

木崎たいよう保育園 〒330-0042 浦和区木崎5‐19‐7 048（813）0009 90

小鳩保育園高砂 〒330-0063 浦和区高砂4‐8‐23 048（710）5810 90

浦和ひなた保育園 〒330-0071 浦和区上木崎7-9-1 048（799）2427 120

保育園ナチュラル浦和園 〒330-0053 浦和区前地3-16-15 048（767）8308 75

元町たいよう保育園 〒330-0073 浦和区元町2-21-9 048（813）0300 95

うぐす保育園浦和元町 〒330-0073 浦和区元町2-23-15 048（885）0880 60

アルタキッズ浦和常盤園 〒330-0061 浦和区常盤2-11-23 048（767）8316 75

第二浦和たいよう保育園 〒330-0064 浦和区岸町4-26-23 048（825）7211 90

浦和バプテスト保育園 〒330-0061 浦和区常盤7-2-14 048（832）9693 63

北浦和ひなた保育園 〒330-0061 浦和区常盤9-21-9 048（833）7777 90

浦和本太はばたき保育園 〒330-0052 浦和区本太5-12-16 048（885）0766 60

うぐす保育園浦和本太 〒330-0052 浦和区本太1-9-6 048（883）0880 90

ピンクライオン保育園 〒330-0056 浦和区東仲町9-6-3 048（887）0666 90

保育園萌夢 〒336-0015 南区太田窪4-17-7 048（885）8489 30

武蔵浦和Ｊキッズステーション 〒336-0022 南区白幡5-11-10 048（710）6681 60

こびとの森保育園 〒336-0022 南区白幡3-4-17 048（861）7368 90

武蔵浦和桑の実保育園 〒336-0022 南区白幡5-11-7 048（838）9803 45

南浦和たいよう保育園 〒336-0017 南区南浦和2-12-17 048（813）6036 60

スターチャイルド《みなみ保育園》 〒336-0021 南区別所6-15-22 048（872）1000 90

いちご保育園 〒336-0026 南区辻4-11-12 048（789）7351 90

ゆめの樹保育園 〒336-0031 南区鹿手袋4-17-22 048（839）8888 90

彩の森保育園 〒336-0031 南区鹿手袋6-22-28 048（866）8165 90

Gakkenほいくえん武蔵浦和 〒336-0021 南区別所6-19-8 048（872）3201 80

向こころ保育園 〒336-0042 南区大谷口5436-3 048（875）1860 90

アスクむさしうらわ保育園 〒336-0021 南区別所7-1-12 048（872）8107 60

アートチャイルドケア南浦和 〒336-0025 南区文蔵2-15-12 048（710）6123 60

いちご南保育園 〒336-0042 南区大谷口717 048（882）1234 135

さいたまたいよう保育園 〒336-0017 南区南浦和1-22-15 048（887）0606 80

太陽の子大谷口保育園 〒336-0042 南区大谷口2319-1 048（712）0600 100

保育園第二萌夢 〒336-0042 南区大谷口1484-3 048（884）7722 66

ゆめの樹第二保育園 〒336-0031 南区鹿手袋4-17-30 048（711）1414 60

ゆめの星保育園 〒336-0017 南区南浦和3-5-16 MDビル2階、3階 048（711）1154 90

小鳩保育園南浦和 〒336-0017 南区南浦和2-42-18 048（871）1610 80

さい桜保育園 〒336-0033 南区曲本4-8-2 048（865）0101 100

チャイルドスクエアむさしうらわ 〒336-0021 南区別所6-4-12 048（872）1717 60

あおば保育園 〒336-0027 南区沼影1-11-2 スカイ&ガーデンA棟1階 048（863）9997 50

小鳩保育園南本町 〒336-0018 南区南本町2-22-2 048（833）5810 90

コスモス保育園 〒336-0031 南区鹿手袋3-1-7 048（837）7999 60

武蔵浦和クマさん保育所 〒336-0031 南区鹿手袋5-4-5 048（836）0011 80

ゆめの駅保育園 〒336-0031 南区鹿手袋3-15-2 048（711）2245 90

中浦和まりーな保育園 〒336-0021 南区別所5-10-17 048（836）0001 80

武蔵浦和ひなた保育園 〒336-0022 南区白幡6-5-8 048（767）3114 120

いちごの里保育園 〒336-0033 南区曲本5-10-6 048（711）7120 50

保育園ミルキーウェイ武蔵浦和園 〒336-0027 南区沼影1‐36‐30 048（839）6355 60

はれぞら保育園 〒336-0015 南区太田窪3170 048（767）7132 80

いちごの花保育園 〒336-0031 南区鹿手袋3‐15‐13 048（767）6116 60

南浦和ひなた保育園 〒336-0017 南区南浦和1-29-14 048（762）7037 60

浦和メープル保育園 〒336-0042 南区大谷口764-1 048（711）8391 90

南浦和クローバー保育園 〒336-0017 南区南浦和2-25-1-2階 048（767）7513 48

保育園ミルキーウェイラムザ園 〒336-0027 南区沼影1-10-1 ラムザタワー1階 048（865）3468 60

武蔵浦和さくら保育園 〒336-0031 南区鹿手袋4-14-14 048（767）8641 70

輝萌の森南浦和根岸園 〒336-0024 南区根岸4-4-17 048（838）4191 60

南浦和おおぞら保育園 〒336-0017 南区南浦和2-10-11 048（885）3300 90

彩の調保育園南浦和 〒336-0017 南区南浦和3-15-10 048（767）8116 80

さつき保育園 〒336-0027 南区沼影2-9-8 048（838）7774 60

武蔵浦和たいよう保育園 〒336-0031 南区鹿手袋5-12-4 048（838）0300 63

まなびの森保育園南浦和 〒336-0025 南区文蔵3-20-17 042（571）4536 60

いちごの森保育園 〒336-0021 南区別所6-15-16 048（837）5935 60

エンゼル乳幼児園 〒336-0932 緑区中尾217 048（873）6395 92

こぐま保育園 〒336-0916 緑区宮本2-7-18 048（873）0558 78
緑

浦

和

南
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区 施設名称 住所 電話番号 定員

東浦和みどり保育園 〒336-0926 緑区東浦和4-30-1 048（874）1719 150

松木保育園 〒336-0918 緑区松木1-19-21 048（810）5237 60

めだか保育園 〒336-0923 緑区大間木3-10-10 048（795）8011 60

あいう園美園浦和美園駅前保育園 〒336-0967 緑区美園5-51-2 048（878）7733 90

みう保育園 〒336-0967 緑区美園4-5-27 048（878）1888 60

けやきの森保育園芝原園 〒336-0917 緑区芝原1-12-2 048（810）5505 80

東浦和たいよう保育園 〒336-0926 緑区東浦和4-14-1 048（873）2222 80

あいう園浦和美園ウイングシティ保育園 〒336-0967 緑区美園5-49-13 048（812）6755 80

保育園ナチュラル 〒336-0911 緑区三室1964-4 048（829）7793 110

第２東浦和みどり保育園 〒336-0926 緑区東浦和7-20-11 048（826）5358 70

るい保育園 〒336-0907 緑区道祖土3-13-3 048（767）3839 90

ふらっと保育園 〒336-0931 緑区原山2-3-26 048（789）6655 110

ブライト保育園浦和美園 〒336-0962 緑区下野田509 048（812）0190 90

きらり遊愛保育園 〒336-0967 緑区美園3-8-3 048（762）6712 60

美園にじのこ保育園 〒336-0962 緑区下野田450 048（799）3535 60

みらい保育園 〒336-0923 緑区大間木2-25-26 048（873）3363 100

浦和みその保育園 〒336-0967 緑区美園4-16-1 048（767）4465 120

くまの子倶楽部三室保育園本館 〒336-0911 緑区三室496-1 048（875）6067 90

きらりつばさ保育園 〒336-0967 緑区美園3-29-6 048（711）1808 90

遍照浦和美園保育園 〒336-0967 緑区美園3-10-16 048（812）2244 60

保育園大きなぞうさん 〒336-0967 緑区美園6-7-18 048（753）9883 90

ステラさいたま大門保育園 〒336-0963 緑区大門1223-1 048（762）8282 90

つばき保育園 〒336-0926 緑区東浦和1‐13‐5 048（873）8882 90

アルタキッズ美園駅前園 〒336-0962 緑区下野田8 048（711）3152 87

チャイルドルーム 〒336-0923 緑区大間木2-13-5(地番) 048（875）4130 60

ブルーエレファント保育園 〒336-0923 緑区大間木785 048（712）4777 90

保育園大きなぞうさん浦和中尾 〒336-0932 緑区中尾3725 048（810）6688 80

マロカル保育園 〒336-0926 緑区東浦和5-27-4 048（762）6682 78

アルタキッズ美園東園 〒336-0967 緑区美園3-17-6 048（755）9479 87

小鳩保育園美園 〒336-0967 緑区美園5-48-1 048（878）0600 78

あけみ保育園 〒336-0967 緑区美園2-16-7 048（767）7770 90

たちばな保育園 〒339-0052 岩槻区太田1-10-19 048（756）1275 60

岩槻保育園 〒339-0065 岩槻区宮町2-10-3 048（756）3350 110

東武保育園 〒339-0031 岩槻区飯塚624 048（798）5632 90

岩槻さくら保育園 〒339-0008 岩槻区表慈恩寺725-2 048（794）6888 120

東岩槻保育園 〒339-0005 岩槻区東岩槻2-4-6 048（794）7452 60

東武第二保育園 〒339-0042 岩槻区府内2-27-48 048（798）4450 80

かわいデイナースリー保育園 〒339-0076 岩槻区平林寺487 048（757）2777 120

リズム保育園 〒339-0025 岩槻区釣上新田1425-3 048（798）3535 45

きらり保育園 〒339-0025 岩槻区釣上新田1428 048（812）4850 60

美園リズム保育園 〒339-0025 岩槻区釣上新田695 048（797）2966 120

おひさま保育園岩槻 〒339-0067 岩槻区西町2-5-12 048（797）8807 60

きらり白妙保育園 〒339-0028 岩槻区美園東1‐6‐11 048（872）7050 60

浦和美園まりーな保育園 〒339-0028 岩槻区美園東1-12-5 048（791）3255 70

緑

岩

槻

区 施設名称 住所 電話番号 定員

認定こども園愛徳幼稚園 〒331-0063 西区プラザ36-11、西区佐知川1585 048（729）4600 140

認定こども園聖愛幼稚園 〒330-0854 大宮区桜木町2-172 048（643）3410 48

認定こども園大成幼稚園 〒330-0852 大宮区大成町2-182-2、2-194 048（663）2892 90

七里ふたばこども園 〒337-0012 見沼区東宮下480 048（689）3852 90

認定こども園与野あいし幼稚園 〒338-0002 中央区下落合1030 048（831）6847 75

認定こども園おおとり幼稚園 〒338-0814 桜区宿144 048（854）7801 136

認定こども園ひなどり幼稚園 〒338-0832 桜区西堀2-6-18 048（861）4708 30

認定こども園さかわ幼稚園 〒338-0823 桜区栄和6-18-1 048（854）6856 9

認定こども園母の会 〒330-0052 浦和区本太1-20-10、浦和区本太1-24-16 048（882）9262 80

ひかり認定こども園 〒330-0072 浦和区領家7-2-14 048（831）2652 60

認定こども園桜美林幼稚園 〒336-0917 緑区芝原3-24-5 048（873）4845 25

認定こども園 岩槻ひかり 〒339-0057 岩槻区本町1-3-3 吉田ビル2階･4階 048（790）1166 30

認定こども園岩槻ひまわり幼稚園 〒339-0031 岩槻区飯塚233 048（798）1404 80

認定こども園恵泉幼稚園 〒339-0045 岩槻区仲町1-12-10 048（756）0427 30

認定こども園白菊幼稚園 〒339-0057 岩槻区本町5-11-37 048（756）2402 37

西

認定こども園一覧

大宮

見沼

桜

緑

浦和

中央
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小規模保育事業所
区 類型 施設名称 住所 電話番号 定員

バンビっこ保育園 〒331-0061 西区西遊馬426-1 048（788）2747 19

あそびのてんさい指扇保育園 〒331-0047 西区指扇2637‐1 048（782）9780 19

バンビっこ西大宮保育園 〒331-0052 西区三橋6-1647-18,19 048（708）2749 19

あそびのてんさい西大宮保育園 〒331-0047 西区指扇3615 エムウッドグラーツィアビル101号 048（621）3111 19

あそびのてんさい西大宮第2保育園 〒331-0047 西区指扇3615 エムウッドグラーツィアビル102号 048（621）3112 19

KIZZ保育室 〒331-0812 北区宮原町3-587 048（653）4911 16

くれよん保育園２号園 〒331-0825 北区櫛引町2-441-3 渋谷第2ビル1階 048（783）4104 15

宮原クマさん保育所 〒331-0812 北区宮原町1-183 サンクエクラ102号 048（652）0288 19

保育所まぁむ日進園 〒331-0823 北区日進町2-605 日進プラスビル１階 048（668）1101 19

保育所まぁむ日進園２ 〒331-0823 北区日進町2-605 日進プラスビル１階 048（668）1101 11

かたつむり保育園土呂 〒331-0804 北区土呂町1-50-5 ナカウエビル1階 048（668）1194 19

まーぶる保育園にじルーム 〒331-0812 北区宮原町2-108-11 MONA-C １階 048（778）8576 12

北大宮クマさん保育所 〒331-0814 北区東大成町1-591 048（729）5781 19

sora保育園 〒331-0823 北区日進町2-764-2 ホワイトパレス大宮1階-A 048（795）8825 19

保育室アカツキ 〒331-0823 北区日進町2-1059-1 フードガーデン日進店2階 048（729）5565 19

まーぶる保育園ほしルーム 〒331-0812 北区宮原町2-108-11 MONA-C  2、3階 048（778）9547 19

保育園NATURAL HOUSE 日進園 〒331-0823 北区日進町2-1616-5 リーポス日進1階 048（654）7393 19

リトルパンダ保育園 〒331-0823 北区日進町2-813 第2関根ビル 048（788）1433 19

さいたまエンゼルホーム 〒331-0812 北区宮原町1-856-3 ガーデンアクシス1階 048（652）8485 19

KIRR保育室 〒331-0812 北区宮原町3-587 048（788）2232 17

すずらん保育園 〒331-0812 北区宮原町3-167 桜井ビル1階 048（658）9210 19

シルフィー保育園 〒331-0804 北区土呂町1-25-4 048（877）8186 12

ねいろ保育園 〒331-0812 北区宮原町1-302-4 ニューシャトル加茂宮駅前 048（662）9840 19

ハッピーなのはな保育園 〒331-0804 北区土呂町2-10-2 048（729）6033 19

SSマザーリング保育園 〒331-0812 北区宮原町2-19-1 048（668）6280 19

なでしこキッズルーム大宮園 〒330-0802 大宮区宮町2-147 大宮KSAビル2階 048（871）6301 19

ころぼっくる保育園 〒330-0856 大宮区三橋3-203-1 048（783）3096 19

はぐはあとひまわり保育園 〒330-0804 大宮区堀の内町1-451-1 ティアラマンション102 048（640）2717 19

ゆりかご第二保育園 〒330-0841 大宮区東町1-28-3 048（643）5514 12

くまの子倶楽部保育室 〒330-0854 大宮区桜木町4-702-1 秀宝ビル1階 048（640）7373 19

ハローキッズひまわり保育園 〒330-0854 大宮区桜木町1-9-22 シャルムビル2階 048（648）1234 19

ハローキッズさくら保育園 〒330-0854 大宮区桜木町1-9-22 シャルムビル3階 048（648）2345 19

アルタベビー三橋園 〒330-0856 大宮区三橋2-519 樹峰ビル１階 048（778）9964 19

新ゆりかご保育園 〒330-0841 大宮区東町1-21-3 048（788）1266 12

ひなたぼっこ保育園 〒330-0841 大宮区東町2-251 048（641）0800 19

うぐす保育園大成 〒330-0852 大宮区大成町1-189-1 ADO大成ビル1階 048（654）3793 19

小学館アカデミー大宮だっこ保育園 〒330-0844 大宮区下町3-7-1 グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー2階 048（658）1257 19

ゆりかご第一保育園 〒330-0841 大宮区東町1-28-3 048（642）6855 12

ソーレピッコロ保育園 〒330-0842 大宮区浅間町1-117 048（649）5797 15

ソーレ保育園 〒330-0846 大宮区大門町3-118-1 048（783）2114 19

みずたま保育園 〒330-0835 大宮区北袋町1-328-1 アベニール1F 048（676）4570 19

スクルドエンジェル保育園大宮園 〒330-0804 大宮区堀の内町1-305-1 榎本ビル1階 048（782）6844 19

保育所ちびっこランドななさと園 〒337-0016 見沼区東門前92 エムエムビル1階 048（687）8459 19

保育園ハニーハウス本館 〒337-0051 見沼区東大宮5-37-5 048（699）0782 19

はぐくみ保育所 〒337-0003 見沼区深作1-6-26 048（687）4410 9

あい保育（大和田） 〒337-0053 見沼区大和田町2-1184-1 048（683）7888 19

こどものしろ保育園ベビー 〒337-0051 見沼区東大宮4-9-8 048（782）5021 19

保育室まんまる 〒337-0005 見沼区小深作400-85 048（686）8280 12

保育園ハニーハウス東大宮園 〒337-0051 見沼区東大宮5-9-13 ムトウビル1階 048（683）5442 17

リトルキッズ保育園 〒337-0053 見沼区大和田町1-956-9 048（689）3044 19

こどものしろ保育園東口園 〒337-0051 見沼区東大宮5-35-6 エスト・レザンⅡ1階 048（796）5720 19

保育ルームkanon melody 〒338-0002 中央区下落合1065-9 オクトス1階 048（677）7006 19

親愛北与野保育室 〒338-0001 中央区上落合2-4-4 ノースピア4号棟 2階 048（711）7403 19

ながれ星保育園与野本町 〒338-0002 中央区下落合6-7-6 048（711）8202 19

Happy Room 〒338-0002 中央区下落合1002-6 048（825）3301 19

親愛与野駅前保育室 〒338-0002 中央区下落合1711 シティーマークタワー21-110 048（829）9555 19

保育園ミルキーウェイ北与野園 〒338-0001 中央区上落合2-4-3 048（857）8378 19

シェトワ保育園 〒338-0002 中央区下落合1711 シティーマークタワー21-1階 048（832）0030 19

保育園ミルキーウェイ与野本町ベビー 〒338-0003 中央区本町東1-14-27 048（853）4140 19

保育所まぁむ与野園 〒338-0002 中央区下落合2-6-5 048（833）9451 19

保育ルームKanon rhythm 〒338-0002 中央区下落合1077 FSマンション1階 048（607）2200 19

はるか保育園　与野 〒338-0002 中央区下落合1051-3 048（767）7300 19

下落合はっぴー８保育園 〒338-0002 中央区下落合1655-33 048（824）0881 19

きりん保育ルーム 〒338-0835 桜区道場2-16-7 ドリーミーハウス1階 048（826）5715 19

さくら保育園西浦和ルーム 〒338-0837 桜区田島5-13-2 048（863）0201 19

こびとの森乳幼児園 〒338-0832 桜区西堀7-17-28 048（762）8671 19

ベル保育園 〒338-0837 桜区田島2-17-11 ブリサマナール101 048（845）1234 12

地域型保育事業所一覧

西

北

A型

B型

A型

中

央

桜

見

沼
A型

A型

A型

大

宮

A型

B型
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小規模保育事業所
区 類型 施設名称 住所 電話番号 定員

さくら保育園浦和東口ルーム 〒330-0056 浦和区東仲町19-20 第2メゾンクレール東仲町1階 048（753）9674 19

保育園キッズ・マリーナ浦和園 〒330-0063 浦和区高砂4-6-3 ヴィラ鹿島台102 048（711）2266 19

保育所まぁむ北浦和駅前園 〒330-0061 浦和区常盤9-19-9 048（824）5762 19

浦和ひかり保育園 〒330-0064 浦和区岸町7-3-10 岸町コーポ1階 048（832）6668 19

なかよしハッピー保育室 〒330-0052 浦和区本太4-10-2 048（887）5581 19

なでしこキッズルーム北浦和 〒330-0061 浦和区常盤9-33-7 ピアカーサ1階 048（711）2433 19

正光寺保育園北浦和園 〒330-0061 浦和区常盤10-2-4 048（711）8392 19

きりん保育ルーム 常盤園 〒330-0061 浦和区常盤3-1-13-2階 048（822）1185 15

Ｖキッズレアレア保育園 〒330-0071 浦和区上木崎4-2-21 048（716）4294 19

保育園フェアリーテイルにじ 〒330-0056 浦和区東仲町7-11 048（883）2345 19

正光寺保育園浦和園 〒330-0056 浦和区東仲町11-13 ドゥベルメゾン浦和1階 048（762）3823 19

まーぶる保育園浦和園 〒330-0062 浦和区仲町3-7-5 ベルジュ浦和仲町101 048（767）3105 19

浦和みゆき保育園 〒330-0061 浦和区常盤9-5-6 NAビルⅡ1階 048（815）4800 19

はっぴー保育園浦和園 〒330-0064 浦和区岸町7-12-1 048（872）0881 19

保育園かまちBambini 〒330-0064 浦和区岸町5-10-19 048（711）4125 19

ぞうさんのおうち 〒330-0075 浦和区針ヶ谷2-2-10 048（832）5164 19

みずほ保育園浦和北口 〒330-0056 浦和区東仲町9-5 KUMAビル2階 048（811）3240 19

みずほ保育園東仲町 〒330-0056 浦和区東仲町9-5 KUMAビル2階 048（871）3240 19

アルタベビー浦和園 〒330-0056 浦和区東仲町17-11 サンハウス1階 048（767）4646 19

ステラ保育園 〒330-0062 浦和区仲町3-11-2 KYJビル1階 048（832）3800 19

保育園ミルキーウェイ上木崎園 〒330-0071 浦和区上木崎2-7-13 メディカルモール新都心1階 048（835）4152 19

保育園ミルキーウェイ与野園 〒330-0071 浦和区上木崎4-1-16 グリーンハイツ1階 048（762）6575 19

森のおうちひよこルーム 〒330-0061 浦和区常盤9-30-16 政紙ビル2階 048（832）6540 19

リップル保育園浦和 〒330-0062 浦和区仲町1-11-18 ユーネックハイム1階 048（711）9307 19

はちみつ保育園 〒330-0074 浦和区北浦和5-5-20 シャテロ北浦和1階 048（826）2050 19

保育所まぁむイオン北浦和園 〒330-0061 浦和区常盤10‐20‐29 048（831）9501 19

うぐす保育園北浦和 〒330-0073 浦和区元町2-23-15 048（813）0880 19

フェアリーテイルほし 〒330-0061 浦和区常盤9-19-4 P'sスクエア常盤1階 048（824）0565 19

アルタベビー浦和常盤園 〒330-0061 浦和区常盤2-11-22 リバシイー浦和常盤1階 048（789）7793 19

保育園プ・アン 〒330-0063 浦和区高砂2-11-14 文教堂ビル3階 048（835）6770 19

ルアナ保育園浦和 〒330-0062 浦和区仲町2-16-5-1階 048（767）8306 15

彩の調保育園浦和高砂 〒330-0063 浦和区高砂2-10-1 グローバル高砂2階 048（767）7916 19

与野はっぴー保育園 〒330-0075 浦和区針ヶ谷3-6-4 048（834）0881 17

イエローペンギン保育園 〒330-0063 浦和区高砂2-5-5 KIビル2階 048（711）2944 19

浦和センター保育園 〒330-0063 浦和区高砂2-6-3 ファーストセンタービル3階 048（767）8833 19

プレキンダーひかり 〒330-0062 浦和区仲町1-10-17 048（753）9190 15

保育ルームOhana 〒330-0064 浦和区岸町6-1-7-1階 048（816）5483 19

なかよし保育室 〒330-0044 浦和区瀬ヶ崎2-16-5 048（881）8996 19

さくら保育園第２駒場ルーム 〒330-0051 浦和区駒場2-7-3 カーザ・ディ・ルーチェ1階 048（887）8878 19

ココス・キッズワールド保育室 〒336-0021 南区別所3-13-22 ライオンズマンション浦和県庁前102 048（865）5799 15

輝萌の森南浦和園 〒336-0018 南区南本町1-14-5 第3小池ビル103 048（705）4191 19

ゆめの樹ベビー保育園 〒336-0031 南区鹿手袋5-5-12 048（711）4445 19

保育園ミルクハウス 〒336-0025 南区文蔵1-3-6 もりビルⅠ 1階 048（866）9819 19

保育園キッズ・マリーナ 〒336-0022 南区白幡4-14-22 ウェルトップ1階 048（764）9803 19

辻さくら保育園 〒336-0026 南区辻8-21-16 048（799）3331 19

小鳩スマート保育所南浦和 〒336-0017 南区南浦和3-16-18 048（799）2214 19

保育ルームOhana武蔵浦和園 〒336-0032 南区四谷1-5-1-205 048（799）3774 19

保育所まぁむ南浦和園 〒336-0017 南区南浦和3-31-18 048（881）8851 19

小鳩家庭保育室 〒336-0017 南区南浦和3-33-6 048（711）1823 19

いちご武蔵浦和駅前保育園 〒336-0027 南区沼影1-13-1 プラウドタワー武蔵浦和ナリアテラス202 048（838）0070 19

ちゅうりっぷ保育園 〒336-0042 南区大谷口972-2 シャンブル・ドゥ・ミヤザキⅠ105 048（884）1382 9

保育ルーム スター☆キッズ武蔵浦和園 〒336-0021 南区別所7-14-46 048（837）1250 19

保育園ハニーハウス武蔵浦和園 〒336-0022 南区白幡5-8-10 カウニスコティ1号室 048（699）7437 19

正光寺保育園南浦和園 〒336-0025 南区文蔵3-29-12 048（829）7891 19

保育園ミルクハウス・ポケット 〒336-0017 南区南浦和2-45-1 グランジュール南浦和201 048（882）9887 17

ちゅうりっぷ第２保育園 〒336-0042 南区大谷口972-2 シャンブル・ドゥ・ミヤザキⅠ101 048（884）1382 9

こもれび保育園大谷口 〒336-0042 南区大谷口2161-1 048（767）4865 19

みらいステップ南浦和園 〒336-0018 南区南本町1-17-14 048（872）3355 19

保育園NATURAL HOUSE武蔵浦和園 〒336-0033 南区曲本5-8-3-103 048（762）8817 19

シュタイナー浦和保育園 〒336-0021 南区別所3-14-3 048（844）3022 9

森のなかま保育園武蔵浦和ルーム 〒336-0031 南区鹿手袋4-31-17 048（844）1711 19

南浦和ファーストスター保育園 〒336-0024 南区根岸3-1-15 第三コーポミナミ1階 048（839）3000 19

あい保育園 〒336-0018 南区南本町1-14-5 第3小池ビル102 048（705）4191 19

彩の調保育園南本町 〒336-0018 南区南本町2-21-9 ホワイトキャッスル202号室 048（711）5974 19

南浦和はっぴー保育園 〒336-0018 南区南本町2-12-3 南浦和メディカルセンタービル1階 048（832）0881 19

武蔵浦和はっぴー保育園 〒336-0021 南区別所1-24-15 048（865）0881 19

きりん保育ルーム中浦和園 〒336-0038 南区関1-6-3-1階 048（862）2225 17

はるか保育園 〒336-0031 南区鹿手袋4-4-6 048（826）6808 19

浦

和

A型

B型

南 A型
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事業所内保育事業所
区 類型 施設名称 住所 電話番号 定員

おうぎの森第二保育園 〒331-0071 西区高木602-1 048（625）7864 7

コスモス保育園大宮奈良町園 〒331-0822 北区奈良町39-6 048（654）0023 6

コスモス保育園大宮別所園 〒331-0821 北区別所町1122-3 フェリシテ1F 048（662）9370 13

タムロンキッズ保育園 〒337-0015 見沼区蓮沼1379-1 048（812）8811 5

たまご保育所 〒338-0004 中央区本町西5-4-1 048（859）8031 6

イオンモール与野ルピナス保育園 〒338-0004 中央区本町西5-2-9 イオンモール与野1階 048（851）0009 11

コバトン保育園 〒330-0063 浦和区高砂3-14-21 埼玉県職員会館1階 048（835）3201 4

つくしナーサリー 〒336-0026 南区辻4-9-7 048（837）1188 16

けやきホームズ保育園 〒336-0031 南区鹿手袋7-13-34 048（866）1566 8

コスモス保育園浦和山崎園 〒336-0903 緑区山崎1-10-20 7

コスモス保育園浦和山崎園第Ⅱ 〒336-0903 緑区山崎1-10-20 鈴やビル2階 202 9
048（711）1527

家庭的保育事業所
区 施設名称 住所 電話番号 定員

おむすび保育室 〒330-0834 大宮区天沼町2-154-13 048（708）5454 5

聖香保育室 〒337-0005 見沼区小深作176 048（687）1297 5

大宮

見沼

緑

西

北

見沼

浦和

中央

南

A型

A型

A型

A型

A型

B型

A型

A型

※「A型」・・・ 要保育従事者数の全員が有資格者である施設です。 ※ 事業所内保育事業所の定員は、地域枠の定員となります。
・・・ 要保育従事者数のうち、1/2が有資格者である施設です。「B型」

小規模保育事業所
区 類型 施設名称 住所 電話番号 定員

まあれ愛恵保育園 〒336-0926 緑区東浦和1-3-10 篠原ビル2階 048（810）4606 19

野の花保育園 〒336-0926 緑区東浦和4-24-10 048（874）0160 19

なでしこキッズルーム東浦和 〒336-0926 緑区東浦和4-1-21 大東ビル1階 048（712）8302 19

くまの子倶楽部三室保育園 〒336-0911 緑区三室867-4 048（678）7272 19

浦和美園駅ひまわり保育室 〒336-0967 緑区美園4-12 （浦和美園駅東口側1階） 048（798）1404 11

のびっこ保育園ひよこルーム 〒336-0926 緑区東浦和2-65-2-101 048（764）8619 12

のびっこ保育園うさぎルーム 〒336-0926 緑区東浦和2-65-2-102 048（762）8619 19

ぴよぴよ第２保育園 〒336-0926 緑区東浦和5-18-3 048（767）4800 18

アルタベビー美園駅前園 〒336-0962 緑区下野田527 べレッツァ1階A号室 048（767）7483 19

フォーマミー浦和美園保育園 〒336-0967 緑区美園4‐11‐4 グレースタウンミソノビル1階 048（711）5133 19

アルタベビー美園東園 〒336-0967 緑区美園4-11-8 048（829）7527 19

浦和美園駅西口ひまわり保育室 〒336-0973 緑区南部領辻字円城寺4160 048（798）1404 18

きらら・キッズ　みその 〒336-0962 緑区下野田123-2 050（3631）6111 18

すてっぷ保育園　浦和美園 〒336-0967 緑区美園3-9-16 エース美園第1ビル A 048（711）5880 19

保育ルーム　ぞうさんのいえ浦和美園 〒336-0967 緑区美園5-45-12 1F 048（711）6135 19

ひだまり園 〒336-0911 緑区三室1621-13 048（873）9391 11

どんぐり保育園 〒336-0963 緑区大門2755-28 048（878）3433 11

保育ルームぞうさんのいえ本館 〒336-0926 緑区東浦和2-48-3-1階 048（876）1008 19

保育ルームぞうさんのいえ新館 〒336-0926 緑区東浦和2-48-3-1階 048（874）7800 19

鹿室めぐみ保育園 〒339-0001 岩槻区鹿室925-1 048（797）5370 19

ふるーる保育園岩槻駅前 〒339-0066 岩槻区愛宕町4-21 048（872）6428 16

B型

緑

A型

A型

市認定保育施設一覧
ナーサリールーム

区 施設名称 住所 電話番号 定員

キッズ＆ベビー保育園 〒331-0812 北区宮原町1-363 048（652）6812 54

保育園KidsKids 〒331-0812 北区宮原町3-587 048（653）3611 44

NATURAL NURSERY 日進園 〒331-0823 北区日進町2-1616-5-2 リーポス日進1階 048（654）7393 20

ナーサリールームマザーリング 〒331-0812 北区宮原町4-3-12 048（652）0634 39

ナーサリールーム西舘保育園 〒330-0851 大宮区櫛引町1-568-1 048（652）3027 38

リトル保育園宮町 〒330-0802 大宮区宮町1-36 見留ビル2階 048（644）6070 70

三橋の森保育園 〒330-0856 大宮区三橋1-1331 048（641）1555 32

キッズ＆ベビー保育園大和田園 〒337-0053 見沼区大和田町1-939 048（685）6444 26

リトル保育園大宮西口 〒338-0001 中央区上落合9-17-1 048（852）1278 86

はなまる保育所 〒338-0011 中央区新中里3-18-33 048（833）0622 38

保育ルームKanon 〒338-0002 中央区下落合1077 FSマンション1階 048（607）2233 33

マーガレット保育園 〒338-0001 中央区上落合3-2-6 048（678）1222 30

そよかぜ保育室 〒338-0825 桜区下大久保635 048（857）9619 32

都市型保育園ポポラー埼玉さくら園 〒338-0835 桜区道場2-1-1 サクラディアアミューズコート1階 048（851）0020 57

ナーサリールーム森のおうち 〒330-0061 浦和区常盤9-31-17 2階 048（832）6540 35

保育所まぁむイオン北浦和園2 〒330-0061 浦和区常盤10-20-29 048（831）9501 39

都市型保育園ポポラー埼玉南浦和園 〒330-0053 浦和区前地1-16-8 プラウドシティ浦和センターハウス内 048（811）4040 31

北

大
宮

中

央

見沼

桜

浦
和

岩槻
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家庭保育室
区 施設名称 住所 電話番号 定員

ちゃいるどるーむきりんのおやこ 〒331-0823 北区日進町2-754-9 グェンビル１階 048（653）4009 10

フレンドリー保育園 〒330-0854 大宮区桜木町1-281 048（641）4710 10

松本家庭保育室 〒330-0844 大宮区下町2-47 048（642）6076 11

すみれ保育室 〒337-0041 見沼区南中丸306-10 048（685）0282 17

保育室エンゼル 〒337-0014 見沼区大谷1510-6 048（686）1892 12

保育室みどりの風 〒337-0043 見沼区中川207-6 048（671）0714 12

お日さまベビー保育室 〒330-0044 浦和区瀬ヶ崎1-26-9 048（886）0642 14

かまち保育室 〒330-0065 浦和区神明2-23-4 048（822）1052 10

あんふぁん保育室 〒336-0024 南区根岸4-17-9 048（844）3011 7

インフィニティ保育園東浦和園 〒336-0926 緑区東浦和1-14-7 048（753）9411 19

見

沼

北

南

緑

区 種別 施設名称 住所 電話番号 定員

バンビ保育園 〒331-0061 西区西遊馬426-1　 048（788）2144 30

保育園ホワイトきゃんばす 〒331-0052 西区三橋6-607-13 イオン大宮西店3階 048（625）0411 40

☆ With ねがいのいえ すくすく保育園 〒331-0061 西区西遊馬2021-25 048（778）7272 19

☆ With ねがいのいえ のびのび保育園 〒331-0078 西区西大宮2-33-10 048（782）5482 19

☆ さくらナースリー 〒331-0061 西区西遊馬1320-1 048（788）1885 19

That! English Preschool 〒331-0823 北区日進町2-500-1　 048（782）9979 10

International Preschool Blue Dolphins大宮校 〒331-0814 北区東大成町1-624-1 ベルデ大宮1F 048（662）2810 44

☆ りとるうぃず日進保育園 〒331-0823 北区日進町2-605　 048（782）8749 19

☆ プリスクールマザーリング 〒331-0812 北区宮原町3-475-2 048（871）9239 19

☆ キッズ倶楽部小麦 〒331-0811 北区吉野町1-335-7 048（778）8611 19

☆ 都市型保育園ポポラー埼玉ステラタウン園 〒331-0812 北区宮原町1-854-1 ステラタウン薬局棟1階 048（661）6030 34

ベ キッズランド大宮 〒330-0845 大宮区仲町1-111　 048（782）7792 30

Omiya English Kindergarten 〒330-0854 大宮区桜木町4-321-1 048（783）4682 32

ABC International Preschool 〒330-0843 大宮区吉敷町4-17-3 菱友ビル 048（643）7770 59

グアムインターナショナルスクール 〒330-0855 大宮区上小町848-2 048（641）1056 41

ABC International Preschool新都心校 FA教室 〒330-0843 大宮区吉敷町4-262-5 K・Jビル 048（871）9303 25

ウィズダムアカデミーさいたま新都心校 〒330-0835 大宮区北袋町1-601-1 SHINTO CITY 1-D 048（778）8971 40

一時 ママズスマイル大宮東口店 〒330-0845 大宮区仲町2-85 アクシスコア3階 048（717）5177 12

☆ ひだまり保育園　大宮 〒330-0854 大宮区桜木町1-182-1 村田ビル1階 070（3357）5345 11

☆ コクーン保育園 〒330-0843 大宮区吉敷町4-263-20 コクーンシティパークサイドビル2階 048（782）6245 30

☆ はぐはあとひまわり保育園クローバー 〒330-0804 大宮区堀の内町1-419 048（650）2040 40

☆ 自分未来Smile大宮駅前保育園 〒330-0854 大宮区桜木町1-9-22 シャルムビル1階 048（644）2525 30

☆ 保育庵のはら 〒330-0852 大宮区大成町3-267 048（783）3223 12

つくし保育園 〒337-0051 見沼区東大宮1-84-18　 048（685）2176 23

メープルランド インターナショナル 〒337-0051 見沼区東大宮4-64-12 マツモトマンション1F 048（651）3375 36

ビーンズ インターナショナル プリスクール 東大宮校 〒337-0051 見沼区東大宮5-32-10 2階・3階 048（797）6061 64

一時 保育ルーム　Amica 〒337-0002 見沼区春野2-4-3-106 070（8554）4823 2

☆ パピーキッズ 〒337-0053 見沼区大和田町2-441-8　 048（884）9960 12

☆ じぶんみらい保育園　東大宮 〒337-0051 見沼区東大宮4-1-4 トライフォース1-A 048（664）0755 41

キッズ大陸さいたま与野園 〒338-0011 中央区新中里5-14-19　 048（823）7111 300

ちびっこランド北与野園 〒338-0001 中央区上落合3-7-13 北与野ハイツアクア1階 048（851）5500 33

家庭保育室ちゅーりっぷ 〒338-0003 中央区本町東2-10-20 ローズハイツ201 048（711）9288 3

☆ ニチイキッズおおみや上落合保育園 〒338-0001 中央区上落合8-3-32 ホームズさいたま中央店 2階 048（840）0720 36

☆ 保育所ちびっこランド上落合園 〒338-0001 中央区上落合8-14-18 1階 048（816）3918 29　

ふぁみりぃＫ保育室 〒338-0836 桜区町谷1-9-8 Ⅰ-102 048（857）8805 15

☆ 保育園いつもいっしょ 〒338-0837 桜区田島4-9-8　 048（740）7202 12

☆ むうみんさくら保育園 〒338-0836 桜区町谷3-9-7　 048（789）6151 50

☆ 中島保育園 〒338-0822 桜区中島3-3-3　 048（762）3090 12

☆ もりなか保育園 〒338-0812 桜区神田236-1 048（628）4545 10

大
宮

見

沼

中

央

桜

北

西

その他の保育施設一覧

ナーサリールーム
区 施設名称 住所 電話番号 定員

ナーサリールームほりい保育園 〒336-0043 南区円正寺59-3 048（887）3796 68

保育園クレヨンハウス 〒336-0015 南区太田窪4-17-16 048（881）5070 80

小鳩ナーサリースクール 〒336-0017 南区南浦和2-42-18 048（887）2956 81

けやき保育室南浦和1号園 〒336-0017 南区南浦和2-39-2 第一大雄ビル2階 048（884）1855 48

こびとの森幼保園 〒336-0022 南区白幡3-4-23 048（836）2588 40

NATURAL NURSERY 武蔵浦和園 〒336-0033 南区曲本5-8-3-103 048（762）8817 20

あい保育園アネックス 〒336-0018 南区南本町2-11-2 リトルレイク南浦和1階 048（706）4191 53

のびっこ保育園 〒336-0926 緑区東浦和2-65-2 2階 048（873）4524 36

ぴよぴよ保育園 〒336-0926 緑区東浦和5-18-3 048（876）1000 24

南

緑

浦和

大宮
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区 種別 施設名称 住所 電話番号 定員

キッズカサイ 〒330-0075 浦和区針ヶ谷2-14-3 048（833）7775 12

保育ルームKanon waltz 〒330-0071 浦和区上木崎1-9-1 YNビル201 080（5944）3322 25

保育園オレンジプラネット 〒330-0063 浦和区高砂2-4-6 市民文化センタービル2階 048（814）1017 64

一時 ママズスマイル北浦和店 〒330-0074 浦和区北浦和1-1-7 048（886）1811 15

なかよしチャイルドルーム 〒330-0044 浦和区瀬ヶ崎2-16-5　 048（789）7176 5

ひまり元町保育園 〒330-0073 浦和区元町2-5-13 ニューハイツ北浦和102 048（767）4445 36

一時 みんなの居場所 〒330-0056 浦和区東仲町8-19 048（882）2766 5

オレンジプラネット　ソレイユ 〒330-0063 浦和区高砂2-1-19 ワシントンホテル1階 048（762）7446 72

Saitama English Academy 〒330-0064 浦和区岸町6-1-2 2階 048（714）0234 40

International Preschool Blue Dolphins浦和校 〒330-0063 浦和区高砂1-2-1 エイペックスタワー2-209 048（833）1149 26

Nursery Room はっぴぃきゃすけっと 〒330-0061 浦和区常盤3-10-6 048（731）9616 12

アメリカンプリスクール　サイタマ 〒330-0074 浦和区北浦和1-19-10 048（884）5608 18

JOYKU LAND 〒330-0061 浦和区常盤7-3-18 サニーコートトキワ1F 048（606）3720 27

★ 埼玉ヤクルト保育園　大東もぐもぐ保育ルーム 〒330-0043 浦和区大東3-25-10 080（4143）7962 23

★ ハンサム♡令和♡保育室 〒330-0061 浦和区常盤9-16-13 048（834）0788 14

☆ La Ohana 浦和駅前園 〒330-0055 浦和区東高砂町3-3 1階 048（749）1608 15

☆ 彩の調こども園北浦和校 〒330-0061 浦和区常盤3-23-7 大黒屋レヂデンスⅡ102 048（717）8884 26

☆ みらいステップ浦和園 〒330-0052 浦和区本太1-9-5 日清マンション102号室 048（813）0011 19

☆ 保育所ちびっこランド瀬ヶ崎園 〒330-0044 浦和区瀬ヶ崎3-9-12 ESビル1階 048（816）3814 28

☆ りとるうぃず北浦和駅前保育園 〒330-0061 浦和区常盤9-12-4 048（816）3681 49

☆ 浦和母の会みんなの家 〒330-0052 浦和区本太1-24-8 048（816）5529 12

☆ アルページュ保育園 〒330-0064 浦和区仲町2-11-12 1F 048（767）8675 12

☆ つぼみ保育園 〒330-0072 浦和区領家4-25-3 048（628）2115 12

☆ ニチイキッズ与野駅前保育園 〒330-0071 浦和区上木崎1-2-5 東栄アネックス1F 048（825）1125 19

☆ りとるうぃず針ヶ谷保育園 〒330-0075 浦和区針ヶ谷1-4-12 048（789）7255 19

☆ みらいステップ浦和駅前園 〒330-0064 浦和区岸町4-26-23 1階 048（825）8580 19

きっずあいらんど 〒336-0017 南区南浦和2-24-19　 048（753）9948 18

ココス・キッズワールド英語保育室 〒336-0021 南区別所3-18-25 MSビル1階 048（844）6070 18

ICEモンテッソーリこどものいえ武蔵浦和 〒336-0021 南区別所7-21-1 プラウドタワーマークス武蔵浦和207 048（711）7385 20

ココス・キッズワールドEnglish CCC 〒336-0017 南区別所3-17-24 岡安ビル2階 048（767）4333 45

グリーンベアインターナショナル 〒336-0021 南区別所6-5-1 048（844）6363 160

ズー・フォニックス・アカデミー南浦和校 〒336-0018 南区南本町1-14-5 第3小池ビル3階 048（710）5171 30

Kids Duo International 武蔵浦和 〒336-0022 南区白幡5-3-21 048（861）0007 452

★ 埼玉ヤクルト保育園　別所もぐもぐ保育ルーム 〒336-0021 南区別所2-37-17　 080（4143）8163 35

☆ 彩の調こども園 〒336-0018 南区南本町1-14-8 エスポワール南浦和102 048（877）5363 46

☆ 都市型保育園ポポラー埼玉武蔵浦和園 〒336-0027 南区沼影2-6-19 048（816）4404 45

☆ 保育ルームぽけっと 〒336-0031 南区鹿手袋7-10-14 048（837）3561 18

☆ みらいステップさいたま辻園 〒336-0026 南区辻8-24-10 ガーデンシティ北戸田2階 048（767）3457 19

Karugamo English School 三室校 〒336-0911 緑区三室987-7　 048（873）8558 80

たけうち保育室 〒336-0963 緑区大門2755-28　 048（878）3433 7

一時 みらいがっこうDavinciBox 〒336-0936 緑区太田窪1-26-13 パークヒル浦和101　 048（711）8808 3

くまの子ナーサリールーム 〒336-0911 緑区三室498-1 048（678）7272 14

☆ コスモス保育園　浦和けやき園 〒336-0903 緑区山崎1-10-20　 048（711）1527 18

☆ うらわの森保育園genius 〒336-0936 緑区太田窪3-3-5　 048（708）2622 12

☆ フォーマミー浦和美園駅前保育園 〒336-0967 緑区美園4-11-4 グレースタウンミソノ1階　 048（711）5133 19

若葉チャイルド保育室 〒339-0075 岩槻区金重45　 048（756）6308 60

岩槻バンビ保育園 〒339-0012 岩槻区増長112　 048（799）1150 64

Blooming International School 〒339-0005 岩槻区東岩槻2-4-11 田口ビル1階 048（796）3722 30

☆ 春風保育園 〒339-0028 岩槻区美園東1-8-1 ルメート101号 048（797）7570 19

南

緑

岩

槻

浦

和

・・・ 一時預かり専門「一時」・・・ ベビーホテル「べ」
・・・ 企業主導型（地域枠あり）「☆」 ・・・ 事業所内保育施設（地域枠あり）「★」

区 施設名称 住所 電話番号

聖学院みどり幼稚園 〒331-0045 西区内野本郷820 048（622）3864

のはら幼稚園 〒331-0046 西区宮前町1080-1 048（624）9922

大宮みどりが丘幼稚園 〒331-0057 西区中野林436-1 048（624）4141

せいか幼稚園 〒331-0048 西区清河寺1235-1 048（624）6222

さしおうぎ幼稚園 〒331-0074 西区宝来1175-1 048（623）4321

みはし幼稚園 〒331-0052 西区三橋5-628-1 048（624）5147

さつき幼稚園 〒331-0071 西区高木30 048（624）7583

日進幼稚園 〒331-0825 北区櫛引町2-415 048（663）6350

植竹幼稚園 〒331-0805 北区盆栽町463 048（663）7048

宮原幼稚園 〒331-0812 北区宮原町2-102-7 048（664）1923

銀鈴幼稚園 〒331-0811 北区吉野町2-21-2 048（664）4440

明和幼稚園 〒331-0825 北区櫛引町2-54 048（666）2126

清美幼稚園 〒331-0811 北区吉野町1-352-1 048（665）7599

西

北

幼稚園一覧

16



区 施設名称 住所 電話番号

さくらアート幼稚園 〒331-0823 北区日進町3-193 048（664）1785

大宮白百合幼稚園 〒331-0812 北区宮原町1-406 048（667）5707

日進まこと幼稚園 〒331-0823 北区日進町2-1048 048（663）0990

大宮愛仕幼稚園 〒330-0803 大宮区高鼻町1-110-1 048（641）2856

大宮幼稚園 〒330-0845 大宮区仲町3-92 048（641）1591

麗愛幼稚園 〒330-0842 大宮区浅間町2-17 048（641）1284

普門院幼稚園 〒330-0852 大宮区大成町2-402 048（663）3231

神戸幼稚園 〒330-0801 大宮区土手町3-22 048（641）0485

むつみ幼稚園 〒330-0835 大宮区北袋町1-149 048（644）1771

かみこ幼稚園 〒330-0855 大宮区上小町310 048（644）3889

大宮なみき幼稚園 〒330-0856 大宮区三橋1-664 048（667）0305

カトリックみどり幼稚園 〒330-0803 大宮区高鼻町2-350 048（644）2196

ひばり幼稚園 〒330-0855 大宮区上小町647 048（641）1380

大和田幼稚園 〒337-0053 見沼区大和田町2-718-1 048（684）8449

山吹幼稚園 〒337-0014 見沼区大谷1942 048（684）9957

片柳幼稚園 〒337-0033 見沼区御蔵556 048（683）4057

しらかば幼稚園 〒337-0052 見沼区堀崎町698 048（684）8523

こまどり幼稚園 〒337-0041 見沼区南中丸561 048（683）2189

福寿幼稚園 〒337-0051 見沼区東大宮7-73-5 048（683）7642

染谷幼稚園 〒337-0026 見沼区染谷2-23 048（684）1955

春岡幼稚園 〒337-0007 見沼区丸ヶ崎町45-1 048（685）7358

しま幼稚園 〒337-0006 見沼区島町448 048（683）3468

小百合幼稚園 〒337-0005 見沼区小深作367-4 048（683）5237

与野幼稚園 〒338-0012 中央区大戸6-3-1 048（831）7722

与野本町幼稚園 〒338-0003 中央区本町東2-7-21 048（855）7469

青いとり幼稚園 〒338-0006 中央区八王子2-17-1 048（854）3158

しんせい幼稚園 〒338-0001 中央区上落合7-9-11 048（853）1005

淑徳与野幼稚園 〒338-0811 桜区白鍬681 048（852）4548

さくら草幼稚園 〒338-0837 桜区田島2-11-10 048（862）5727

浦和すみれ幼稚園 〒338-0831 桜区南元宿2-24-1 048（853）7272

わかほ幼稚園 〒338-0832 桜区西堀3-17-38 048（861）6231

西堀ひかわ幼稚園 〒338-0832 桜区西堀8-26-26 048（853）8208

浦和こばと幼稚園 〒338-0826 桜区大久保領家103-1 048（854）1350

麗和幼稚園 〒330-0062 浦和区仲町2-10-19 048（822）4594

双葉幼稚園 〒330-0064 浦和区岸町3-3-14 048（822）6164

黎明幼稚園 〒330-0073 浦和区元町2-11-4 048（886）5585

双恵幼稚園 〒330-0075 浦和区針ヶ谷1-21-24 048（831）3705

厚徳幼稚園 〒330-0074 浦和区北浦和3-16-21 048（824）1582

本太幼稚園 〒330-0052 浦和区本太5-35-3 048（882）9803

木の実幼稚園 〒330-0042 浦和区木崎5-28-6 048（886）1591

みぬま幼稚園 〒330-0071 浦和区上木崎7-19-21 048（832）4216

ひなぎく幼稚園 〒330-0061 浦和区常盤8-1-18 048（831）7662

浦和幼稚園 〒330-0062 浦和区仲町2-6-15 048（831）2350

聖フランソア幼稚園 〒330-0045 浦和区皇山町18-1 048（831）5556

常盤幼稚園 〒330-0061 浦和区常盤9-31-16 048（833）5068

埼玉大学教育学部附属幼稚園 〒330-0061 浦和区常盤8-13-1 048（833）6288

別所幼稚園 〒336-0021 南区別所7-6-1 048（862）1371

南浦和幼稚園 〒336-0025 南区文蔵2-29-22 048（861）6905

むさし幼稚園 〒336-0025 南区文蔵3-11-6 048（861）6009

浦和のぞみ幼稚園 〒336-0017 南区南浦和3-45-5 048（882）5573

はとり幼稚園 〒336-0042 南区大谷口1312 048（882）5772

西浦和幼稚園 〒336-0033 南区曲本1-21-22 048（862）3528

浦和みひかり幼稚園 〒336-0034 南区内谷3-7-21 048（862）1863

大谷口幼稚園 〒336-0041 南区広ヶ谷戸96 048（882）2566

浦和つくし幼稚園 〒336-0026 南区辻4-8-7 048（837）1152

まつもと幼稚園 〒336-0035 南区松本3-12-8 048（863）3308

浦和若竹幼稚園 〒336-0024 南区根岸3-11-3 048（863）6081

浦和めぐみ幼稚園 〒336-0022 南区白幡4-10-15 048（863）8562

埼玉幼稚園 〒336-0043 南区円正寺505-7 048（885）6633

浦和明の星幼稚園 〒336-0926 緑区東浦和6-4-19 048（873）5850

原山幼稚園 〒336-0931 緑区原山3-8-5 048（882）6453

しらさぎ幼稚園 〒336-0975 緑区代山992 048（878）0076

ふるさと幼稚園 〒336-0911 緑区三室2360-6 048（873）2755

大古里育ちの森幼稚園 〒336-0911 緑区三室635 048（873）6335

浦和みずほ幼稚園 〒336-0936 緑区太田窪1-12-15 048（882）3516

あかつき幼稚園 〒336-0932 緑区中尾2342-2 048（873）3958

大門幼稚園 〒336-0963 緑区大門930 048（878）0188

河合幼稚園 〒339-0076 岩槻区平林寺418-5 048（756）4866

岩槻みどり幼稚園 〒339-0056 岩槻区加倉1-25-2 048（756）5487

岩槻若葉幼稚園 〒339-0075 岩槻区金重24-1 048（756）6508
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区 施設名称 住所 電話番号

桂愛幼稚園 〒339-0008 岩槻区表慈恩寺593-1 048（794）0056

ろりぽっぷ幼稚園 〒339-0009 岩槻区慈恩寺261-4 048（794）3104

東岩槻幼稚園 〒339-0006 岩槻区上里2-3-9 048（794）3200

宝国寺幼稚園 〒339-0001 岩槻区鹿室286-1 048（794）7711

東武リズム幼稚園 〒339-0025 岩槻区釣上新田1421 048（798）1773

はくつる幼稚園 〒339-0065 岩槻区宮町1-6-20 048（758）1118

岩槻幼稚園 〒339-0057 岩槻区本町4-3-15 048（756）0468
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