
見学受入施設一覧　小規模保育事業所

※採用担当の連絡先

区 類型 施設名称 住所 定員（人） 問合せ先 見学担当者名

バンビっこ保育園 さいたま市西区西遊馬４２６－１ １９ ０４８（７８８）２７４７ 山田

あそびのてんさい指扇保育園 さいたま市西区指扇２６３７－１ １９ ※０４（２９４６）０８４１ 砂金

バンビっこ西大宮保育園 さいたま市西区三橋６－１６４７－１８，１９ １９ ０４８（７０８）２７４９ 山田

あそびのてんさい西大宮保育園 さいたま市西区指扇３６１５エムウッドグラーツィアビル１０１号 １９ ※０４（２９４６）０８４１ 砂金

あそびのてんさい西大宮第２保育園 さいたま市西区指扇３６１５エムウッドグラーツィアビル１０２号 １９ ※０４（２９４６）０８４１ 砂金

保育所まぁむ日進園 さいたま市北区日進町２－６０５ 日進プラスビル１階 １９ ※０４８（２４０）０５２２ 新野

保育所まぁむ日進園２ さいたま市北区日進町２－６０５ 日進プラスビル１階 １１ ※０４８（２４０）０５２２ 新野

くれよん保育園２号園 さいたま市北区櫛引町２－４４１－３ 渋谷第２ビル1階 １５ ※０８０（３０００）５７６３ 塚越

クマさん保育所宮原園 さいたま市北区宮原町１－１６９－３ 第一川鍋ビル１階 １９ ※０４８（６６２）８５８５ 沢目

ＫＩＺＺ保育室 さいたま市北区宮原町３－５８７ １６ ※０４８（７２９）５５５２ 遠藤

かたつむり保育園土呂 さいたま市北区土呂町１－５０－５ ナカウエビル１階 １９ ０４８（６６８）１１９４ 嶌内

まーぶる保育園にじルーム さいたま市北区宮原町２－１０８－１１ MONA－C　１階 １２ ０４８（７７８）８５７６ 野村・小川

北大宮クマさん保育所 さいたま市北区東大成町１－５９１ １９ ※０４８（６６２）８５８５ 沢目

ｓｏｒａ保育園 さいたま市北区日進町２－７６４－２ ホワイトパレス大宮１階-Ａ １９ ０４８（７９５）８８２５ 吉田

保育室アカツキ さいたま市北区日進町２－１０５９－１ フードガーデン日進店２階 １９ ０４８（７２９）５５６５ 片岡

保育園 ＮＡＴＵＲＡＬ ＨＯＵＳＥ   日進園 さいたま市北区日進町２－１６１６－５ リーポス日進１階 １９ ０４８（６５４）７３９３ 山下・三井

リトルパンダ保育園 さいたま市北区日進町２－８１３ 第２関根ビル １９ ０４８（７８８）１４３３ 松田・溝口

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

ＫＩＲＲ保育室（キラホイクシツ） さいたま市北区宮原町３－５８７ １７ ※０４８（７２９）５５５２ 遠藤

すずらん保育園 さいたま市北区宮原町３－１６７　桜井ビル１階 １９ ０４８（８７７）０７１０ 島村

シルフィー保育園 さいたま市北区土呂町１－２５－４ １２ ※０８０（５０８６）０６３１ 河口

Ｓ．Ｓマザーリング保育園 さいたま市北区宮原町２－１９－１ １９ ※０４８（６５２）０６３４ 真渕

まーぶる保育園ほしルーム さいたま市北区宮原町２－１０８－１１ MONA－C２階 １２ ０４８（７７８）９５４７ 下地

なでしこキッズルーム さいたま市大宮区宮町２－１４７ 大宮KSAビル２階 １９ ※０４８（８７１）６１９６ 大山

ころぼっくる保育園 さいたま市大宮区三橋３－２０３－１ １９ ０４８（７８３）３０９６ 小田切

はぐはあとひまわり保育園 さいたま市大宮区堀の内町１－４５１ －１　ティアラマンション１０２ １９ ０４８（６４０）２７１７ 松井

ゆりかご第二保育園 さいたま市大宮区東町１－８７－２ １８ ※０４８（８２９）８２１３ 荒井

くまの子倶楽部保育室 さいたま市大宮区桜木町４－７０２－１ 秀宝ビル1階 １９ ０４８（６４０）７３７３ 渡邊・大熊

ハローキッズひまわり保育園 さいたま市大宮区桜木町１－９－２２ シャルムビル2階 １９ ０４８（６４８）１２３４ 長澤・橋本

ハローキッズさくら保育園 さいたま市大宮区桜木町１－９－２２ シャルムビル3階 １９ ０４８（６４８）２３４５ 長澤

アルタベビー三橋園 さいたま市大宮区三橋２－５１９　樹峰ビル１階 １９ ０４８（７７８）９９６４ 大林

新ゆりかご保育園 さいたま市大宮区東町１－２１－３ １２ ※０４８（８２９）８２１３ 荒井

うぐす保育園大成 さいたま市大宮区大成町１－１８９－１ ＡＤＯ大成ビル１階 １９ ０４８（６５４）３７９３ 小熊

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

ゆりかご第一保育園 さいたま市大宮区東町１－２８－３ １２ ※０４８（８２９）８２１３ 荒井

こどものしろ保育園ベビー さいたま市見沼区東大宮４－９－８ １９ ０４８（７８２）５０２１ 矢澤

保育室まんまる さいたま市見沼区小深作４００－８５ １２ ０４８（６８６）８２８０ 長嶺

保育園ハニーハウス東大宮園 さいたま市見沼区東大宮５－９－１３ ムトウビル１階 １７ ０４８（６８３）５４４２ 樋口

リトルキッズ保育園 さいたま市見沼区大和田町１－９５６－９ １９ ０４８（６８９）３０４４ 髙橋・北見

こどものしろ保育園東口園 さいたま市見沼区東大宮５－３５－６エスト・レザンⅡ　１Ｆ １９ ０４８（７９６）５７２０ 山下

親愛北与野保育室 さいたま市中央区上落合２－４－４　２階　ノースピア４号棟 １９ ０４８（７１１）７４０３ 飯田

Ｈａｐｐｙ　Ｒｏｏｍ さいたま市中央区大字下落合１００２－６ １９ ０４８（８２５）３３０１ 吉田

親愛与野駅前保育室 さいたま市中央区下落合１７１１　CM２１－１１０ １９ ０４８（８２９）９５５５ 永嶋

保育園ミルキーウェイ北与野園 さいたま市中央区上落合２－４－３ １９ ０４８（８５７）８３７８ 保科

シェトワ保育園 さいたま市中央区下落合１７１１ CM２１－１階 １９ ０４８（８３２）００３０ 宇野

保育園ミルキーウェイ 与野本町ベビー さいたま市中央区本町東１－１４－２７ １９ ０４８（８５３）４１４０ 常山

保育所まぁむ与野園 さいたま市中央区下落合２－６－５ １９ ※０４８（２４０）０５２２ 新野

保育ルームKａｎｏｎ　ｒｈｙｔｈｍ さいたま市中央区下落合１０７７　FSマンション１階 １９ ※０４８（６０７）２２３３ 神代

保育ルームKａｎｏｎ　ｍｅｌｏｄｙ さいたま市中央区下落合１０６５－９ オクトス１階 １９ ※０４８（６０７）２２３３ 神代

きりん保育ルーム さいたま市桜区道場２－１６－７ ドリーミーハウス１階 １９ ０４８（８２６）５７１５ 石原

こびとの森乳幼児園 さいたま市桜区西堀７－１７－２８ １９ ０４８（７６２）８６７１ 皆川

ベル保育園 さいたま市桜区田島２－１７－１１ブリサマナール１０１ １２ ※０４８（６５０）８８６６ 浅野

B さくら保育園西浦和ルーム さいたま市桜区田島５－１３－２ １９ ０４８（８６３）０２０１ 天野
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※採用担当の連絡先

区 類型 施設名称 住所 定員（人） 問合せ先 見学担当者名

さくら保育園浦和東口ルーム さいたま市浦和区東仲町１９－２０ 第２メゾンクレール東仲町１階 １９ ０４８（７５３）９６７４ 天野

保育所まぁむ北浦和駅前園 さいたま市浦和区常盤９-１９－９ １９ ※０４８（２４０）０５２２ 新野

浦和ひかり保育園 さいたま市浦和区岸町７－３－１０ 岸町コーポ１階 １９ ０４８（８３２）６６６８ 笠井

保育園キッズ・マリーナ浦和園 さいたま市浦和区高砂４－６－３ ヴィラ鹿島台102 １９ ※０４８（２９０）０００５ 山岸

なかよしハッピー保育室 さいたま市浦和区本太４－１０－２ １９ ※０８０（１０７４）６３８４ 武藤

なでしこキッズルーム北浦和 さいたま市浦和区常盤９－３３－７ ピアカーサ1階 １９ ※０４８（８７１）６１９６ 大山

正光寺保育園北浦和園 さいたま市浦和区常盤１０－２－４ １９ ０４８（７１１）８３９２ 津田

きりん保育ルーム常盤園 さいたま市浦和区常盤３－１－１３  ２階 １５ ０４８（８２２）１１８５ 成田

Ｖキッズレアレア保育園 さいたま市浦和区上木崎４－２－２１ １９ ０４８（７１６）４２９４ 下島

正光寺保育園浦和園 さいたま市浦和区東仲町１１－１３ ドゥベルメゾン浦和１階 １９ ０４８（７６２）３８２３ 登坂

まーぶる保育園　浦和園 さいたま市浦和区仲町３－７－５ ベルジュ浦和仲町１０１ １９ ０４８（７６７）３１０５ 小河原

はっぴー保育園　浦和園 さいたま市浦和区岸町７－１２－１ １９ ０４８（８７２）０８８１ 渋谷

保育園かまちBambini さいたま市浦和区岸町５－１０－１９ １９ ※０４８（８２２）１０５２ 蒲池

みずほ保育園浦和北口 さいたま市浦和区東仲町９－５ KUMAビル２階 １９ ０４８（８１１）３２４０ 榎本

みずほ保育園東仲町 さいたま市浦和区東仲町９－５ KUMAビル２階 １９ ０４８（８７１）３２４０ 鈴木

アルタベビー浦和園 さいたま市浦和区東仲町１７－１１サンハウス１階 １９ ０４８（７６７）４６４６ 小暮

ステラ保育園 さいたま市浦和区仲町３－１１－２ KYJビル1階 １９ ０４８（８３２）３８００ 堀口

保育園ミルキーウェイ与野園 さいたま市浦和区上木崎４－１－１６ グリーンハイツ1階 １９ ０４８（７６２）６５７５ 須藤

森のおうち　ひよこルーム さいたま市浦和区常盤９－３０－１６ 政紙ビル２階 １９ ０４８（８３２）６５４０ 杉田

はちみつ保育園 さいたま市浦和区北浦和５－５－２０ シャテロ北浦和１階 １９ ０４８（８２６）２０５０ 水ノ江・堀

フェアリーテイルほし さいたま市浦和区常盤９－１９－４　Ｐ’ｓスクエア常盤１階 １９ ０４８（８２４）０５６５ 清水

アルタベビー浦和常盤園 さいたま市浦和区常盤２－１１－２２リバシイー浦和常盤１階 １９ ０４８（７８９）７７９３ 鈴木

ルアナ保育園 さいたま市浦和区仲町２－１６－５　１階 １５ ０４８（７６７）８３０６ 三上・野田

彩の調保育園　浦和高砂 さいたま市浦和区高砂２－１０－１グローバル高砂２階 １９ ※０８０（９５２７）７９６３ 宮澤・木村

与野はっぴー保育園 さいたま市浦和区針ヶ谷３－６－４ １７ ０４８（８３４）０８８１ 黒木

イエローペンギン保育園 さいたま市浦和区高砂２－５－５　ＫＩビル２階 １９ ０４８（７１１）２９４４ 山川

プレキンダーひかり さいたま市浦和区仲町１－１０－１７ １５ ０４８（７５３）９１９０ 谷脇

保育ルームOhana さいたま市浦和区岸町６－１－７　１階 １９ ※０４８（７００）３９０５ 武井

なかよし保育室 さいたま市浦和区瀬ケ崎２－１６－５ １９ ０４８（８８１）８９９６ 武藤

さくら保育園第２駒場ルーム さいたま市浦和区駒場２－７－３ カーザ・ディ・ルーチェ１階 １９ ０４８（８８７）８８７８ 天野

ココス・キッズワールド保育室 さいたま市南区別所３－１３－２２ ライオンズマンション浦和県庁前１０２ １５ ０４８（８６５）５７９９ はなざわ

輝萌の森　南浦和園 さいたま市南区南本町１－１４－５ 第３小池ビル103 １９ ０４８（７０５）４１９１ 髙橋

保育所まぁむ南浦和園 さいたま市南区南浦和３－３１－１８ １９ ※０４８（２４０）０５２２ 新野

小鳩スマート保育所  南浦和 さいたま市南区南浦和３－１６－１８ １９ ※０４８（７１４）５１１３ 金川

小鳩家庭保育室 さいたま市南区南浦和３－３３－６ １９ ※０４８（７１４）５１１３ 金川

ゆめの樹ベビー保育園 さいたま市南区鹿手袋５－５－１２ １９ ０４８（７１１）４４４５ 山田

保育園ミルクハウス さいたま市南区文蔵１－３－６ もりビルⅠ１階 １９ ※０９０（８５６６）９０９９ 河野

保育園キッズ・マリーナ さいたま市南区白幡４－１４－２２ ウェルトップ１階 １９ ※０４８（２９０）０００５ 山岸

辻さくら保育園 さいたま市南区辻８－２１－１６ １９ ０４８（７９９）３３３１ 森田

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

保育ルームOhana武蔵浦和園 さいたま市南区四谷１－５－１　２０５ １９ ※０４８（７００）３９０５ 武井

保育園ハニーハウス武蔵浦和園 さいたま市南区白幡５－８－１０ カウニスコティ１号室 １９ ０４８（６９９）７４３７ 寺島

正光寺保育園南浦和園 さいたま市南区文蔵３－２９－１２ １９ ０４８（８２９）７８９１ 額川

こもれび保育園　大谷口 さいたま市南区大谷口２１６１－１ １９ ０４８（７６７）４８６５ 栗原

みらいステップ南浦和園 さいたま市南区南本町１－１７－１４          １９ ０４８（８７２）３３５５ 佐藤

保育園 ＮＡＴＵＲＡＬ ＨＯＵＳＥ 武蔵浦和園 さいたま市南区曲本５－８－３－１０３ １９ ０４８（７６２）８８１７ 山下・久永

シュタイナー浦和保育園 さいたま市南区別所３－１４－３ ９ ０４８（８４４）３０２２ 山本

森のなかま保育園　武蔵浦和ルーム さいたま市南区鹿手袋４－３１－１７ １９ ０４８（８４４）１７１１ 湯本

あい保育園 さいたま市南区南本町１－１４－５ 第３小池ビル102 １９ ０４８（８３８）４１９１ 髙橋

彩の調保育園　南本町 さいたま市南区南本町２－２１－９ホワイトキャッスル２０２号室 １９ ０４８（７１１）５９７４ 宮澤・青山

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

武蔵浦和はっぴー保育園 さいたま市南区別所１－２４－１５ １９ ※０４８（８３４）０８８１ 黒木

きりん保育ルーム中浦和園 さいたま市南区関１－６－３　１Ｆ １７ ※０４８（４２０）９１９５ 鈴木

はるか保育園 さいたま市南区鹿手袋４－４－６ １９ ０４８（８２６）６８０８ 織原

保育園ミルクハウス・ポケット さいたま市南区南浦和２－４５－１ グランジュール南浦和２０１ １７ ※０９０（８５６６）９０９９ 河野

南浦和ファーストスター保育園 さいたま市南区根岸３－１－１５ 第三コーポミナミ１階 １９ ０４８（８３９）３０００ 佐竹・さかき
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区 類型 施設名称 住所 定員（人） 問合せ先 見学担当者名

まあれ愛恵保育園 さいたま市緑区東浦和１－３－１０ 篠原ビル２階 １９ ※０４８（８７３）２２２２ 元木

野の花保育園 さいたま市緑区東浦和４－２４－１０ １９ ０４８（８７４）０１６０ 片倉

なでしこキッズルーム東浦和 さいたま市緑区東浦和４－１－２１ 大東ビル１階 １９ ※０４８（８７１）６１９６ 大山

くまの子倶楽部三室保育園 さいたま市緑区三室８６７－４ １９ ０４８（６７８）７２７２ 三村・大熊

浦和美園駅ひまわり保育室 さいたま市緑区美園４－１２ （浦和美園駅東口側１階） １１ ０４８（７９８）１４０４ 広田

ぴよぴよ第２保育園 さいたま市緑区東浦和５－１８－３ １２ ０４８（７６７）４８００ 髙橋

アルタベビー美園駅前園 さいたま市緑区下野田５２７ベレッツァ１階Ａ号室 １９ ０４８（７６７）７４８３ 木村

フォーマミー浦和美園保育園 さいたま市緑区美園４－１１－４　グレースタウンミソノビル１階 １９ ※０４８（２９１）２７１３ 辻

アルタベビー美園東園 さいたま市緑区美園４－１１－８ １９ ０４８（８２９）７５２７ 佐谷

どんぐり保育園 さいたま市緑区大門２７５５－２８ １１ ０４８（８７８）３４３３ 竹内

保育ルームぞうさんのいえ　本館 さいたま市緑区東浦和２－４８－３　１階 １９ ０４８（８７６）１００８ 佐藤

保育ルームぞうさんのいえ　新館 さいたま市緑区東浦和２－４８－３　１階 １９ ０４８（８７４）７８００ 佐藤

岩槻 A 鹿室めぐみ保育園 さいたま市岩槻区鹿室９２５－１ １９ ０４８（７９７）５３７０ 中島・近藤

※A型…要保育従事者数の全員が有資格者である施設です。　　B型…要保育従事者数のうち１／２が有資格者である施設です。

見学受入施設一覧　事業所内保育事業所

※地域枠の定員※採用担当の連絡先

区 類型 施設名称 住所 定員（人） 問合せ先 見学担当者名

西 A おうぎの森第二保育園 さいたま市西区高木６０２－１ ７ ０４８（６２５）７８６４ 井上

見沼 A タムロンキッズ保育園 さいたま市見沼区蓮沼１３７９－１ ５ ０４８（８１２）８８１１ 佐伯

A たまご保育所 さいたま市中央区本町西５－４－１ ６ ０４８（８５９）８０３１ 小川

A イオンモール与野ルピナス保育園 さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野１階 １３ ０４８（８５１）０００９ 湯地

浦和 A コバトン保育園 さいたま市浦和区高砂３－１４－２１　埼玉県職員会館１階 ７ ０４８（８３５）３２０１ 後藤

※A型…要保育従事者数の全員が有資格者である施設です。
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