
特定教育・保育施設

保育所 令和３年４月１日現在

No. 設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 種類

1 大村市 三城保育所 西三城町126番地 保育所

2 社会福祉法人萱瀬保育園 萱瀬保育園 田下町1576番地2 保育所

3 社会福祉法人植松保育園 植松保育園 坂口町376番地1 保育所

4 社会福祉法人和順会 久原保育園 久原2丁目931番地2 保育所

5 社会福祉法人三浦保育園 三浦保育園 日泊町709 保育所

6 社会福祉法人松原保育園 松原保育園 松原本町27番地5 保育所

7 社会福祉法人わかば保育園 わかば保育園 竹松本町689番地2 保育所

8 社会福祉法人常盤会 常盤保育園 徳泉川内町500番地48 保育所

9 社会福祉法人徳栄会 諏訪保育園 諏訪1丁目45番地1 保育所

10 社会福祉法人かたまち保育園 かたまち保育園 片町175番地81 保育所

11 社会福祉法人西大村福祉会 新城保育園 杭出津1丁目842番地26 保育所

12 社会福祉法人桜馬場保育園 桜馬場保育園 桜馬場1丁目227番地1 保育所

13 社会福祉法人瑞木会 ゆりかご保育園 須田ノ木町28 保育所

14 大村未来づくり株式会社 かしのき保育園 雄ケ原町1298番地29 保育所

15 特定非営利活動法人おひさま保育園 おひさま保育園 木場1丁目937番地2 保育所

16 社会福祉法人とみのはら福祉会 たけまつ保育園 大川田町995番地1 保育所

17 株式会社創遊舎 千木の森やまびこ保育園 向木場町1197番地1 保育所

18 社会福祉法人邦順福祉会 サラナ保育園 今村町190番地1 保育所

19 社会福祉法人恵光会 ぷれり恵光保育園 東大村2丁目1614番地42 保育所

20 社会福祉法人カメリア かめりあ天空の森保育園 上諏訪町1099番地1 保育所

21 社会福祉法人遊亀会 ちいさな保育園エミー 池田2丁目925番地15 保育所

22 社会福祉法人木の実会 このみ保育園 古賀島町50番地30 保育所

認定こども園

No. 設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 種類

1 大村市 放虎原こども園 古賀島町133番地26 幼保連携型認定こども園

2 社会福祉法人昊天宮保育園 認定こども園昊天宮保育園 竹松町713番地3 幼保連携型認定こども園

3 社会福祉法人カメリア かめりあこども園 富の原2丁目416 幼保連携型認定こども園

4 社会福祉法人とみのはら福祉会 認定こども園たんぽぽ園 富の原2丁目84番地3 幼保連携型認定こども園

5 社会福祉法人ひまわり福祉会 ひまわり認定こども園 木場1丁目996番地1 保育所型認定こども園

6 社会福祉法人あかさこの丘
認定こども園わんぱくはう
す

赤佐古町203番地2 保育所型認定こども園

7 社会福祉法人くじら くじら認定こども園 富の原1丁目1113番地1 保育所型認定こども園



認定こども園

No. 設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 種類

8 社会福祉法人鈴田福祉会
認定こども園すずたこども
園

大里町30番地3 幼保連携型認定こども園

9 合同会社三弘企画 フォルテ認定こども園 寿古町812番地11 幼保連携型認定こども園

10 社会福祉法人遊亀会 いけだ認定こども園 池田新町763番地85 幼保連携型認定こども園

11 社会福祉法人大村子供の家 認定こども園キッズランド 原口町591番地1 保育所型認定こども園

12 社会福祉法人たちばな福祉会 福重みょうせんじこども園 福重町142番地1 幼保連携型認定こども園

13 社会福祉法人ふるまち福祉会 ふるまちこども園 古町1丁目33番地3 幼保連携型認定こども園

幼稚園

No. 設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 種類

1 大村市 大村幼稚園 玖島1丁目61番地 幼稚園

2 大村市 西大村幼稚園 乾馬場町486番地 幼稚園

3 大村市 福重幼稚園 福重町326番地1 幼稚園

4 学校法人長崎星美学園 長崎星美幼稚園 水主町2丁目609番地7 幼稚園

5 学校法人カリタス聖母学園 大村聖母幼稚園 植松2丁目722番地1 幼稚園

特定地域型保育事業者

No. 設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 種類

1
公益社団法人地域医療振興協会
市立大村市民病院

院内保育園さくら保育園 古賀島町133番地22（大村市民病院） 事業所内

2 社会福祉法人とみのはら福祉会
小規模保育所
たけまつちっち保育園

大川田町338番地2 小規模

3 株式会社りぼん 小規模保育園　いるか 松並1丁目332番地6 小規模

4 社会福祉法人カメリア かめりあ保育園 富の原2丁目408番地1 小規模

5 社会福祉法人カメリア かめりあ第二保育園 富の原2丁目408番地1 小規模

6 株式会社創遊舎 ちぎのもり保育園 向木場町1197番地2 小規模

7 社会福祉法人西大村福祉会 すこやか保育園 杭出津1丁目853番地6 小規模

8 社会福祉法人カメリア かめりあ三城保育園 東三城町11番地4　1階 小規模

9 社会福祉法人大村子供の家
小規模保育所　キッズホー
ム

原口町591番地2 小規模

10 社会福祉法人遊亀会 ちいさな保育園マーナ 池田2丁目925番地17 小規模

11 社会福祉法人とみのはら福祉会
小規模保育所
とみのはら保育園

富の原1丁目1255番地8 小規模

12 社会福祉法人植松保育園 小規模保育園まつぼっくり 坂口町373番地10 小規模

13 社会福祉法人わかば保育園
小規模保育所
つぼみのおうち

竹松本町694番地1 小規模

14 社会福祉法人カメリア かめりあ三城第二保育園 東三城町11番地4　1階 小規模

15 社会福祉法人カメリア かめりあ上諏訪保育園 上諏訪町1099番地1 小規模

16 社会福祉法人植松保育園 小規模保育園どんぐり 坂口町373番地10 小規模


