
姶良市　保育所等一覧
【認可保育所】
（１）保育所（13園）

施設名 運営 定員 郵便番号 所在地 ℡
休日
保育 申込み先

帖佐すずらん保育園
（旧帖佐保育所）

私立 55 899-5411 鍋倉740 65-2245 -

保育園　クオラキッズ　あいら

（旧重富保育所）
私立 60 899-5652 平松6252-2 65-2101 -

宮島わらべ保育園 私立 60 899-5432 宮島町44-3 67-1011 -

興教寺保育園 私立 80 899-5431 西餅田3397-5 65-2177 ○

希望ヶ丘保育園 私立 90 899-5652 平松5061-2 65-1710 -

小山田保育所 公立 40 899-5203 加治木町小山田1386 62-2719 -

加治木たちばな保育園
（旧加治木保育所）

私立 60 899-5212 加治木町諏訪町185-2 62-2560 -

かずみ保育園 私立 60 899-5231 加治木町反土1420-1 62-0657 -

高井田保育園 私立 60 899-5241 加治木町木田4872-2 63-5043 -

川野保育所 私立 90 899-5241 加治木町木田757 62-2677 -

せんとり保育園 私立 50 899-5241 加治木町木田4093 73-5461 -

山田保育園 私立 80 899-5543 下名60 65-2531 -

三船保育園 私立 70 899-5403 増田468-2 65-2830 -

（２）認定こども園（15園）

施設名 運営 定員 郵便番号 所在地 ℡
休日
保育 申込み先

エミールこども園 私立 55 899-5431 西餅田2803 65-1515 -

エミールさくらこども園 私立 75 899-5431 西餅田2803-3 65-5898 -

啓明幼稚園・保育園 私立 32 899-5653 池島町31-7 65-3027 -

建昌保育園 私立 105 899-5421 東餅田2602 67-3333 -

池島こども園 私立 60 899-5654 永池町9-3 65-1033 -

なでしこ保育園 私立 50 899-5654 永池町12-13 55-0633 -

建昌菜の花保育園 私立 50 899-5421 東餅田1343-3 67-8777 -

建昌こぎく保育園 私立 55 899-5421 東餅田3355-1 73-7211 -

ひまわりこども園 私立 50 899-5656 西姶良１丁目39番地30 55-1371 -

おひさまこども園 私立 60 899-5431 西餅田3306-1 67-1155 -

太陽の子どもたち 私立 60 899-5241 平松3032-1 66-5566 -

双葉幼稚園 私立 51 899-5212 加治木町諏訪町53 62-2604 -

加治木ゆなの木保育園 私立 64 899-5241 加治木町木田5348-105 73-7782 -

かじのきこども園 私立 60 899-5241 加治木町木田3453-7 63-1914 -

蒲生てんてんこども園
（旧大楠ちびっ子園）

私立 126 899-5302 蒲生町上久徳1194-18 52-0112 -
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（３）地域型保育事業所（４園）

施設名 運営 定員 郵便番号 所在地 ℡
一時
保育

施設類型 連携施設 申込み先

建昌つぼみ保育園 私立 19 899-5421 東餅田3354-2 73-7057 － 小規模保育

建昌保育園
建昌こぎく保育園
建昌菜の花保育園
ひまわりこども園
帖佐すずらん保育園

ひなたぼっこ保育園 私立 19 899-5432 宮島町55-10 65-1212 － 小規模保育
おひさまこども園
蒲生てんてんこども園
太陽の子どもたち

なごみ保育園 私立 19 899-5241 加治木町木田4085 73-7534 ○ 小規模保育
かじのき保育園
せんとり保育園

アゼリア幼稚舎 私立 19 899-5221 加治木町港町145-1 55-8118 － 事業所内保育 あいら幼稚園

【内閣府　企業主導型保育事業　助成対象施設】
施設名 運営 定員 郵便番号 所在地 ℡ 休日

保育
申込み及び

空き状況確認先

イオンゆめみらい保育園あいら 私立 60 899-5431 西餅田264番地1 55-1080 〇 55-1080

あおぞら姶良保育園 私立 18 899-5431 西餅田3138番地56 070-4746-3117 070-4746-3117

のいぎーあ 私立 12 899-5431 西餅田3294-1 55-1311 55-1311

なぎさ保育園 私立 43 899-5422 松原町1丁目41-6 73-8636 73-8636

たちばなこどもランド 私立 12 899-5422 松原町2丁目27－12 73-6887 73-6887

宮島どんぐり保育園 私立 12 899-5432 宮島町63-1山姶ビル1階 55-1455 55-1455

希望ヶ丘第二保育園 私立 19 899-5652 平松5132-9 55-1392 55-1392

あいらななほし保育園 私立 19 899-5432 宮島町56-25 73-8778 73-8778

にじいろ保育園 私立 43 899-5652 平松2878-11 66-0203 66-0203

なぎさ保育園nana 私立 40 899-5652 平松3053-18 73-4034 73-4034

あいらさくら保育園 私立 19 899-5651 脇元585-1 73-8858 〇 73-8858

おおくすの杜保育園 私立 12 899-5302 蒲生町上久徳2301番地 70-6341 70-6341

【認可外保育施設】

施設名 郵便番号 所在地 ℡ 休日
保育

ナホミ幼児学園 899-5652 平松4736 66-2681

【幼稚園】

施設名 郵便番号 所在地 ℡

建昌幼稚園 899-5421 東餅田2648－２ 65-2140

帖佐幼稚園 899-5411 鍋倉634－1 66-1394

薫光幼稚園 899-5422 松原１丁目17－9 65-1760

加治木幼稚園 899-5214 加治木町仮屋町251 62-2502

錦江幼稚園 899-5241 加治木町木田171－1 63-2038

あいら幼稚園 899-5241 加治木町木田1961 62-0345
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