
県内保育所一覧 令和４年４月１日現在

項番 市町村名
公私
の別

施設名 設置者 住所

1 盛岡市 公立 くりやがわ保育園 盛岡市 盛岡市新田町9-33

2 盛岡市 公立 太田保育園 盛岡市 盛岡市上太田松ノ木84-3

3 盛岡市 公立 きたくり保育園 盛岡市 盛岡市厨川1-7-1

4 盛岡市 公立 あべたて保育園 盛岡市 盛岡市安倍館町14-40

5 盛岡市 公立 とりょう保育園 盛岡市 盛岡市肴町2-8

6 盛岡市 公立 さくらがおか保育園 盛岡市 盛岡市山岸3-20-1

7 盛岡市 公立 手代森保育園 盛岡市 盛岡市手代森22-49-1

8 盛岡市 公立 見前保育園 盛岡市 盛岡市三本柳10-4-2

9 盛岡市 公立 乙部保育園 盛岡市 盛岡市乙部29-67-2

10 盛岡市 私立 青山保育園 社会福祉法人岩手県同胞援護会 盛岡市青山2-6-18

11 盛岡市 私立 善友保育園 社会福祉法人善友隣保館 盛岡市北山1-12-36

12 盛岡市 私立 アケボノ保育園 社会福祉法人アケボノ会 盛岡市愛宕町18-36

13 盛岡市 私立 仙北保育園 社会福祉法人長松寺会 盛岡市仙北2-11-26

14 盛岡市 私立 聖光保育園 社会福祉法人聖寿福祉会 盛岡市長田町17-8

15 盛岡市 私立 山岸保育園 社会福祉法人東部偕興会 盛岡市山岸2-5-4

16 盛岡市 私立 山王保育園 社会福祉法人橘会 盛岡市山王町1-63

17 盛岡市 私立 高松保育園 社会福祉法人高松福祉会 盛岡市高松4-18-40

18 盛岡市 私立 キンダーホーム 社会福祉法人光の園 盛岡市清水町7-51

19 盛岡市 私立 天昌寺保育園 社会福祉法人天昌寺福祉会 盛岡市天昌寺町6-43

20 盛岡市 私立 愛育ホーム 社会福祉法人愛育会 盛岡市みたけ4-6-10

21 盛岡市 私立 愛育園 社会福祉法人愛育園 盛岡市西松園2-8-1

22 盛岡市 私立 大新保育園 社会福祉法人恵育舎 盛岡市南青山町13-3

23 盛岡市 私立 川目保育園 社会福祉法人福振会 盛岡市東山1-15-1

24 盛岡市 私立 第二山王保育園 社会福祉法人橘会 盛岡市山王町10-25

25 盛岡市 私立 わかば保育園 社会福祉法人わかば会 盛岡市西松園3-19-6

26 盛岡市 私立 北松園風の子保育園 社会福祉法人わかば会 盛岡市北松園4-1-5

27 盛岡市 私立 アイリス保育園 社会福祉法人アイリス会 盛岡市西見前19-44-24

28 盛岡市 私立 前潟保育園 社会福祉法人土淵朗親会 盛岡市上厨川字杉原55

29 盛岡市 私立 ＭＨナーサリー 学校法人盛岡理容美容学園 盛岡市盛岡駅前通8-12

30 盛岡市 私立 都南保育園 社会福祉法人ひまわり会 盛岡市三本柳22-39-3

31 盛岡市 私立 津志田保育園 社会福祉法人福振会 盛岡市三本柳4-16-1

32 盛岡市 私立 ふじみ保育園 学校法人太田学園 盛岡市本宮字大宮117-2

33 盛岡市 私立 好摩保育所 社会福祉法人好摩福祉会 盛岡市好摩字野中69-112

34 盛岡市 私立 渋民保育園 社会福祉法人渋民保育園 盛岡市渋民字渋民1-1

35 盛岡市 私立 下田保育園 社会福祉法人下田保育園 盛岡市下田字生出袋80-1

36 盛岡市 私立 玉山保育園 社会福祉法人叶福祉会 盛岡市日戸字市の坪59

37 盛岡市 私立 柳青保育園 社会福祉法人叶福祉会 盛岡市下田字陣場42-63

38 盛岡市 私立 いちご保育園 社会福祉法人いちご会 盛岡市本宮3-15-22

39 盛岡市 私立 緑が丘ひまわり保育園 社会福祉法人盛岡ひまわり会 盛岡市緑が丘2-7-20

40 盛岡市 私立 あさひ保育園 学校法人川前学園 盛岡市月が丘1-23-1

41 盛岡市 私立 本宮保育園 社会福祉法人わかば会 盛岡市本宮4-38-10

42 盛岡市 私立 津志田つばさ園 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 盛岡市津志田西2-19-58

43 盛岡市 私立 ニチイキッズ仙北町駅保育園 株式会社ニチイ学館 盛岡市仙北2-1-52

44 盛岡市 私立 くろいしの保育園 社会福祉法人岩手県同胞援護会 盛岡市黒石野1-12-1

45 盛岡市 私立 Ｃｏｃｏａ 公益財団法人岩手県予防医学協会 盛岡市北飯岡4-8-45

46 盛岡市 私立 ぎんがの里保育園 株式会社西部産業 盛岡市本宮字林崎1-2

47 盛岡市 私立 ニチイキッズみたけ保育園 株式会社ニチイ学館 盛岡市厨川1-17-55

48 盛岡市 私立 盛南ひまわり保育園 社会福祉法人盛岡ひまわり会 盛岡市向中野字道明60

49 盛岡市 私立 みたけ保育園 社会福祉法人岩手県同胞援護会 盛岡市青山3-14-5

50 盛岡市 私立 ながい保育園 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 盛岡市永井10-172

51 盛岡市 私立 エトワール保育園 医療法人　謙和会 盛岡市本宮一丁目15-2

52 盛岡市 私立 うえだ保育園 社会福祉法人わかば会 盛岡市高松1-9-43

53 盛岡市 私立 モリオカえほんの森保育園 株式会社みんなのみらい計画 盛岡市本宮字荒屋101

54 盛岡市 私立 東見前保育園 学校法人宇宙心会 盛岡市東見前5-102

55 宮古市 公立 愛宕保育所 宮古市 宮古市愛宕1-1-26

56 宮古市 公立 千徳保育所 宮古市 宮古市千徳町5-31

57 宮古市 公立 津軽石保育所 宮古市 宮古市津軽石4-40-8

58 宮古市 公立 小山田保育所 宮古市 宮古市小山田2-7-3

59 宮古市 公立 花輪保育所 宮古市 宮古市花輪4-2-1



県内保育所一覧 令和４年４月１日現在

項番 市町村名
公私
の別

施設名 設置者 住所

60 宮古市 公立 山口保育所 宮古市 宮古市山口5-2-1

61 宮古市 公立 佐原保育所 宮古市 宮古市佐原2-8-8

62 宮古市 公立 磯鶏保育所 宮古市 宮古市上村2-5-6

63 宮古市 公立 崎山保育所 宮古市 宮古市崎山3-1-2

64 宮古市 公立 田老保育所 宮古市 宮古市田老三王1-1-6

65 宮古市 公立 新里保育所 宮古市 宮古市茂市2-146-1

66 宮古市 私立 常安寺保育園 阿部文海 宮古市沢田4-1

67 宮古市 私立 宮古保育園 社会福祉法人三宝会 宮古市保久田1-5

68 宮古市 私立 いずみ保育園 学校法人宮古泉学園
本園：宮古市上鼻2-6-6
分園：宮古市近内3-8-23

69 大船渡市 私立 大船渡保育園 社会福祉法人台ケ丘学園 大船渡市大船渡町字台24-11

70 大船渡市 私立 明和保育園 社会福祉法人明和会 大船渡市大船渡町字上山65-3

71 大船渡市 私立 蛸ノ浦保育園 社会福祉法人蛸ノ浦愛育会 大船渡市赤崎町字鳥沢62-2

72 大船渡市 私立 日頃市保育園 社会福祉法人日頃市保育会 大船渡市日頃市町字関谷34

73 花巻市 公立 西公園保育園 花巻市 花巻市南万丁目1008-1

74 花巻市 公立 宮野目保育園 花巻市 花巻市西宮野目6-100

75 花巻市 公立 湯口保育園 花巻市 花巻市上根子字中野13-13

76 花巻市 公立 太田保育園 花巻市 花巻市太田32-155-3

77 花巻市 公立 大迫保育園 花巻市 花巻市大迫町大迫4-22-1

78 花巻市 公立 亀ケ森保育園 花巻市 花巻市大迫町亀ケ森8-129-2

79 花巻市 公立 小山田保育園 花巻市 花巻市東和町北川目２区290

80 花巻市 公立 上瀬保育園 花巻市 花巻市東和町舘迫４区33-1

81 花巻市 公立 成島保育園 花巻市 花巻市東和町安俵９区307

82 花巻市 私立 若葉保育園 社会福祉法人花巻保健福祉会 花巻市若葉町2-1-22

83 花巻市 私立 めぐみ保育園 社会福祉法人めぐみ福祉会 花巻市山の神384-1

84 花巻市 私立 松園保育園 社会福祉法人松園福祉会 花巻市松園町391-8

85 花巻市 私立 花巻太陽の子保育園 社会福祉法人花巻太陽の子保育園
本園：花巻市星が丘1-10-15
分園：花巻市星が丘1-8-2

86 花巻市 私立 おひさま保育園 社会福祉法人大谷会 花巻市上根子字米倉220-2

87 花巻市 私立 石鳥谷保育園 社会福祉法人石鳥谷町保育協会 花巻市石鳥谷町北寺林7-58-6

88 花巻市 私立 石鳥谷善隣館保育園 社会福祉法人石鳥谷町保育協会 花巻市石鳥谷町上口2-4-2

89 花巻市 私立 八幡保育園 社会福祉法人石鳥谷町保育協会 花巻市石鳥谷町八幡1-30-7

90 花巻市 私立 八重畑保育園 社会福祉法人石鳥谷町保育協会 花巻市石鳥谷町猪鼻7-53-4

91 花巻市 私立 新堀保育園 社会福祉法人石鳥谷町保育協会 花巻市石鳥谷町新堀40-27-8

92 花巻市 私立 南城保育園 学校法人豊水久田野学園 花巻市桜町4-230

93 花巻市 私立 日居城野保育園 社会福祉法人松園福祉会 花巻市天下田121-1

94 花巻市 私立 湯本保育園 学校法人湯本学園 花巻市湯本3-59

95 花巻市 私立 笹間保育園 学校法人笹間学園 花巻市北笹間17-77

96 花巻市 私立 みどりの保育園 株式会社グリーン・ライフ 花巻市不動33-5

97 花巻市 私立 わこのいえ保育園 特定非営利活動法人わこの家 花巻市城内211-3

98 花巻市 私立 公益財団法人総合花巻病院こどものくに保育園 公益財団法人総合花巻病院 花巻市東町12-58

99 北上市 公立 大通り保育園 北上市 北上市九年橋3-12-13

100 北上市 公立 二子保育園 北上市 北上市二子町鳥喰前49-6

101 北上市 公立 口内保育園 北上市 北上市口内町新町99-1

102 北上市 公立 南保育園 北上市 北上市相去町東裏22

103 北上市 公立 江釣子保育園 北上市 北上市上江釣子17-105-1

104 北上市 公立 鳩岡崎保育園 北上市 北上市鳩岡崎3-44-17

105 北上市 私立 黒沢尻保育園 社会福祉法人北上愛児会 北上市鍛冶町1-11-72

106 北上市 私立 川岸保育園 社会福祉法人北上愛児会 北上市川岸3-20-19

107 北上市 私立 北上保育園 社会福祉法人北上愛児会 北上市本石町2-3-40

108 北上市 私立 立花保育園 社会福祉法人もくれい会 北上市立花1-1

109 北上市 私立 くにみ保育園 社会福祉法人国見会 北上市稲瀬町上台586-2

110 北上市 私立 相去保育園 社会福祉法人しらゆり会 北上市相去町上大谷地55-3

111 北上市 私立 わがの里保育園 社会福祉法人和江会 北上市下江釣子10-67-2

112 北上市 私立 ときわだい保育園 社会福祉法人平和会 北上市藤沢21-180-1

113 北上市 私立 ニチイキッズ北上むらさきの保育園 株式会社ニチイ学館 北上市村崎野15-298-30

114 北上市 私立 北鬼柳にじいろ保育園 社会福祉法人虹色の輪 北上市鬼柳23-130

115 久慈市 公立 小久慈保育園 久慈市 久慈市小久慈町21-43

116 久慈市 公立 久喜保育園 久慈市 久慈市宇部町20-146-1

117 久慈市 私立 久慈保育園 社会福祉法人久慈福松会 久慈市中町2-25
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118 久慈市 私立 大川目保育園 社会福祉法人大川目保育会 久慈市大川目町6-81-24

119 久慈市 私立 宇部保育園 社会福祉法人宇部保育会 久慈市宇部町5-118

120 久慈市 私立 久慈湊保育園 社会福祉法人久慈湊厚生会 久慈市湊町19-8-1

121 久慈市 私立 いなり保育園 社会福祉法人いなり保育会 久慈市長内町23-27

122 久慈市 私立 畑田保育園 社会福祉法人畑田保育会 久慈市寺里27-9-1

123 久慈市 私立 小袖保育園 社会福祉法人小袖保育会 久慈市宇部町23-37-10

124 久慈市 私立 ひばり保育園 社会福祉法人天神会 久慈市天神堂32-4-1

125 久慈市 私立 こだま保育園 社会福祉法人川原屋敷保育会 久慈市宇部町18-35

126 久慈市 私立 平山保育園 社会福祉法人平山保育会 久慈市夏井町早坂14-51-9

127 久慈市 私立 幸町保育園 社会福祉法人幸町保育会 久慈市小久慈町36-2-3

128 久慈市 私立 山口保育園 社会福祉法人山口保育会 久慈市大川目町18-22-6

129 久慈市 私立 長内保育園 社会福祉法人畑田保育会 久慈市長内町16-74-7

130 遠野市 私立 遠野保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市材木町3-21

131 遠野市 私立 神明保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市六日町8-22

132 遠野市 私立 綾織保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市綾織町下綾織12-22-1

133 遠野市 私立 岩滝保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市小友町16-105-3

134 遠野市 私立 附馬牛保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市附馬牛町下附馬牛11-31-1

135 遠野市 私立 白岩保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市松崎町白岩13-42-1

136 遠野市 私立 松崎保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市松崎町駒木24-50

137 遠野市 私立 土淵保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市土淵町土淵3-53-3

138 遠野市 私立 青笹保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市青笹町青笹11-22-4

139 遠野市 私立 上郷保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市上郷町板沢11-6-2

140 遠野市 私立 宮守保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市宮守町下宮守26-87-2

141 遠野市 私立 達曽部保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市宮守町達曽部15-31

142 遠野市 私立 鱒沢保育園 社会福祉法人遠野市保育協会 遠野市宮守町下鱒沢33-218-1

143 一関市 公立 一関あおば保育園 一関市 一関市山目字前田13-1

144 一関市 公立 大原保育園 一関市 一関市大東町大原字立町110-1

145 一関市 公立 摺沢保育園 一関市 一関市大東町摺沢字沼田10-2

146 一関市 公立 興田保育園 一関市 一関市大東町沖田字小七郎3-3

147 一関市 公立 猿沢保育園 一関市 一関市大東町猿沢字上ノ洞12-1

148 一関市 公立 渋民保育園 一関市 一関市大東町渋民字大馬場3-2

149 一関市 公立 曽慶保育園 一関市 一関市大東町曽慶字神蔭38-2

150 一関市 公立 千厩保育園 一関市 一関市千厩町千厩字宮田23

151 一関市 公立 奥玉保育園 一関市 一関市千厩町奥玉字上川原31

152 一関市 公立 小梨保育園 一関市 一関市千厩町小梨字時ノ沢109-3

153 一関市 公立 松川保育園 一関市 一関市東山町松川字台12-3

154 一関市 公立 川崎保育園 一関市 一関市川崎町薄衣字上段46

155 一関市 公立 新沼保育園 一関市 一関市藤沢町新沼字関田45-10

156 一関市 私立 山目保育園 社会福祉法人山目保育園 一関市山目字舘館6-2

157 一関市 私立 睦保育園 社会福祉法人希望の光 一関市田村町2-14

158 一関市 私立 西光寺保育園 社会福祉法人西光寺保育園 一関市萩荘字中町20-1

159 一関市 私立 パステル保育園 社会福祉法人クレッシェンド 一関市山目町1-3-10

160 陸前高田市 公立 陸前高田市立高田保育所 陸前高田市 陸前高田市高田町字中和野36-2

161 陸前高田市 公立 陸前高田市立小友保育所 陸前高田市 陸前高田市小友町字柳沢前114

162 陸前高田市 公立 陸前高田市立気仙保育所 陸前高田市 陸前高田市気仙町字三本松100

163 陸前高田市 私立 広田保育園 社会福祉法人陸前高田市保育協会 陸前高田市広田町字大久保25

164 陸前高田市 私立 米崎保育園 社会福祉法人陸前高田市保育協会 陸前高田市米崎町字川内140-1

165 陸前高田市 私立 横田保育園 社会福祉法人陸前高田市保育協会 陸前高田市横田町字黄金山44

166 陸前高田市 私立 竹駒保育園 社会福祉法人陸前高田市保育協会 陸前高田市竹駒町字館13-1

167 陸前高田市 私立 下矢作保育園 社会福祉法人陸前高田市保育協会 陸前高田市矢作町字諏訪44

168 釜石市 私立 平田こども園 株式会社プライムツーワン 釜石市大字平田4-10-2

169 釜石市 私立 鵜住居保育園 社会福祉法人釜石愛育会 釜石市鵜住居町3-10

170 釜石市 私立 中妻子供の家保育園 社会福祉法人釜石愛育会 釜石市中妻町1-13-22

171 釜石市 私立 小佐野保育園 社会福祉法人釜石愛育会 釜石市小佐野町3-4-10

172 釜石市 私立 釜石神愛幼児学園 社会福祉法人聖公会東北福祉会 釜石市上中島町4-2-20

173 釜石市 私立 ピッコロ子ども倶楽部桜木園 株式会社プライムツーワン 釜石市桜木町1-5-18

174 二戸市 公立 堀野保育所 二戸市 二戸市堀野字下タ川原63

175 二戸市 公立 金田一保育所 二戸市 二戸市金田一字大釜138

176 二戸市 公立 浄法寺保育園 二戸市 二戸市浄法寺町焼場85
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177 八幡平市 公立 寺田保育所 八幡平市 八幡平市西根寺田15-139-2

178 八幡平市 公立 柏台保育所 八幡平市 八幡平市柏台2-4-16

179 八幡平市 公立 田山保育所 八幡平市 八幡平市田山58-1

180 八幡平市 公立 松尾保育所 八幡平市 八幡平市野駄8-27

181 八幡平市 私立 東慈寺保育園 社会福祉法人東慈会 八幡平市田頭21-1

182 奥州市 公立 いずみ保育園 奥州市 奥州市水沢字田小路67

183 奥州市 公立 みなみ保育園 奥州市 奥州市水沢真城字上野307-1

184 奥州市 公立 田原保育所 奥州市 奥州市江刺田原字大日前105

185 奥州市 公立 江刺南保育所 奥州市 奥州市江刺藤里字外ノ沢304-7

186 奥州市 公立 玉里保育所 奥州市 奥州市江刺玉里字大松沢87

187 奥州市 公立 前沢保育所 奥州市 奥州市前沢あすか通4-3-1

188 奥州市 私立 水沢保育園 社会福祉法人聖光愛育会 奥州市水沢字搦手丁16-19

189 奥州市 私立 ときわ保育園 社会福祉法人ときわ会 奥州市水沢東大通り3-4-12

190 奥州市 私立 東水沢保育園 社会福祉法人愛護会 奥州市水沢真城字町屋敷325

191 奥州市 私立 第二東水沢保育園 社会福祉法人愛護会 奥州市水沢朝日町5-31

192 奥州市 私立 白ゆり乳児苑 社会福祉法人仰光会 奥州市水沢字新小路31-2

193 奥州市 私立 江刺保育園 社会福祉法人江刺保育園 奥州市江刺男石1-3-5

194 奥州市 私立 聖愛ベビーホーム 社会福祉法人聖愛育成会 奥州市江刺岩谷堂字下惣田290-4

195 奥州市 私立 愛宕(おだき)保育園 社会福祉法人智禅会 奥州市江刺愛宕字酉丸180

196 奥州市 私立 暁学園 社会福祉法人暁泉会暁学園 奥州市江刺愛宕字朴ノ木221-1

197 奥州市 私立 前沢保育園 社会福祉法人アリノママ会 奥州市前沢字下小路18-2

198 奥州市 私立 胆沢保育園 社会福祉法人胆沢やまゆり会 奥州市胆沢南都田字石行186-3

199 奥州市 私立 愛宕(あたご)保育園 社会福祉法人胆沢やまゆり会 奥州市胆沢若柳字愛宕353

200 奥州市 私立 ウェルネス保育園　江刺 社会福祉法人タイケン福祉会 奥州市江刺八日町1-9-61

201 滝沢市 私立 ふうりん保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会
本園：滝沢市大釜風林59-17
分園：滝沢市鵜飼安達140-1

202 滝沢市 私立 大沢保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市大沢堰合32-2

203 滝沢市 私立 鵜飼保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市鵜飼笹森1-2

204 滝沢市 私立 元村保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市外山86-17

205 滝沢市 私立 巣子保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市葉の木沢山442-6

206 滝沢市 私立 川前保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市巣子152-91

207 滝沢市 私立 一本木保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市柳原74-1

208 滝沢市 私立 柳沢保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市柳沢1370-4

209 滝沢市 私立 牧の林すずの音保育園 社会福祉法人土淵朗親会 滝沢市牧野林891-8

210 滝沢市 私立 ハレルヤ保育園 社会福祉法人プレイズザロード 滝沢市葉の木沢山373-1

211 滝沢市 私立 りんごの森保育園 社会福祉法人鶴山記念会
本園：滝沢市鵜飼細谷地146-45
分園：滝沢市下鵜飼100-1

212 滝沢市 私立 南巣子保育園 社会福祉法人滝沢市保育協会 滝沢市巣子1162-38

213 雫石町 公立 御明神保育所 雫石町 岩手郡雫石町御明神高八卦20-2

214 雫石町 公立 西根保育所 雫石町 岩手郡雫石町西根大宮136-9

215 雫石町 私立 七ツ森保育園 社会福祉法人のぞみ会 岩手郡雫石町板橋104-1

216 雫石町 私立 御所保育園 社会福祉法人のぞみ会 岩手郡雫石町西安庭第40-72-4 

217 雫石町 私立 西山保育園 社会福祉法人雫石町社会福祉協議会 岩手郡雫石町長山猿子98-3

218 雫石町 私立 雫石保育園 社会福祉法人雫石保育園 岩手郡雫石町下町150

219 葛巻町 公立 認定こども園葛巻保育園 葛巻町 岩手郡葛巻町葛巻12-37-1

220 葛巻町 公立 認定こども園葛巻保育園分園五日市保育園 葛巻町 岩手郡葛巻町江刈25-36-20

221 葛巻町 公立 認定こども園葛巻保育園分園小屋瀬保育園 葛巻町 岩手郡葛巻町葛巻29-34-1

222 葛巻町 公立 認定こども園葛巻保育園分園江刈保育園 葛巻町 岩手郡葛巻町江刈12-42-9

223 岩手町 公立 沼宮内保育所 岩手町 岩手郡岩手町大字江刈内9-65-17

224 岩手町 公立 川口保育所 岩手町 岩手郡岩手町大字川口16-26-4

225 岩手町 公立 一方井保育所 岩手町 岩手郡岩手町大字一方井14-210

226 岩手町 公立 水堀保育所 岩手町 岩手郡岩手町大字沼宮内20-6-1

227 岩手町 私立 城山保育園 社会福祉法人岩手城山保育園 岩手郡岩手町大字沼宮内2-3-1

228 紫波町 公立 紫波町立古館保育所 紫波町 紫波郡紫波町高水寺字土手61

229 紫波町 公立 紫波町立佐比内保育所 紫波町 紫波郡紫波町佐比内字舘前1-1

230 紫波町 公立 紫波町立保育所 紫波町 紫波郡紫波町彦部字暮坪176-1

231 紫波町 私立 虹の保育園 社会福祉法人紫波町社会福祉協議会 紫波郡紫波町稲藤字牡丹野40-1

232 紫波町 私立 オガール保育園 社会福祉法人共助会 紫波郡紫波町紫波中央駅前2-3-9

233 矢巾町 公立 煙山保育園 矢巾町 紫波郡矢巾町大字上矢次6-45-1

234 矢巾町 私立 徳田保育園 社会福祉法人土淵朗親会 紫波郡矢巾町大字東徳田10-150
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235 矢巾町 私立 北川保育園 社会福祉法人土淵朗親会 紫波郡矢巾町流通センター南4-13-1

236 矢巾町 私立 ニチイキッズやはば駅前保育園 株式会社ニチイ学館 紫波郡矢巾町駅東一丁目11-10

237 西和賀町 公立 川舟保育所 西和賀町 和賀郡西和賀町沢内字川舟35-14

238 西和賀町 公立 せんだん保育所 西和賀町 和賀郡西和賀町沢内字猿橋38-16-5

239 西和賀町 公立 新町保育所 西和賀町 和賀郡西和賀町沢内字新町4-3-5

240 西和賀町 私立 湯本保育園 社会福祉法人にしわが愛児会 西和賀町湯本30-61

241 西和賀町 私立 川尻保育園 社会福祉法人にしわが愛児会 西和賀町湯本40-40-199

242 金ケ崎町 私立 金ケ崎保育園 社会福祉法人愛護会 胆沢郡金ケ崎町西根下餅田14-1

243 金ケ崎町 私立 たんぽぽ保育園 社会福祉法人愛護会 胆沢郡金ケ崎町西根辻岡30

244 平泉町 公立 平泉保育所 平泉町 西磐井郡平泉町平泉字倉町152

245 平泉町 公立 長島保育所 平泉町 西磐井郡平泉町長島字砂子沢171-1

246 住田町 公立 世田米保育園 住田町 気仙郡住田町世田米字火石33-1

247 住田町 公立 有住保育園 住田町 気仙郡住田町上有住字山脈地107-1

248 大槌町 私立 吉里吉里保育園 社会福祉法人吉里吉里保育園 上閉伊郡大槌町吉里吉里第21地割字越郷60-8

249 山田町 公立 船越保育園 山田町 下閉伊郡山田町船越6-52-52

250 山田町 私立 山田町第一保育所 社会福祉法人三心会 下閉伊郡山田町後楽町4-5

251 山田町 私立 山田第二保育所 社会福祉法人光明福祉会 下閉伊郡山田町八幡町7-1

252 山田町 私立 山田中央保育園 社会福祉法人正受会 下閉伊郡山田町長崎2-3-1

253 山田町 私立 大沢保育園 社会福祉法人大沢愛育会 下閉伊郡山田町大沢8-19-2

254 山田町 私立 日台きずな保育園 社会福祉法人親和会 下閉伊郡山田町船越9-26-16

255 山田町 私立 織笠保育園 社会福祉法人三心会 下閉伊郡山田町織笠11-30

256 岩泉町 公立 いわいずみこども園 岩泉町 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松7-6

257 岩泉町 公立 こがわこども園 岩泉町 下閉伊郡岩泉町門字町32-6

258 岩泉町 公立 おもとこども園 岩泉町 下閉伊郡岩泉町中島字長内212-1

259 田野畑村 公立 若桐保育園 田野畑村 下閉伊郡田野畑村菅窪43-2

260 普代村 公立 はまゆりこども園 普代村 下閉伊郡普代村第13地割字普代156-4

261 軽米町 公立 花のまち　軽米こども園 軽米町 九戸郡軽米町大字軽米5-17-1

262 軽米町 公立 小軽米保育園 軽米町 九戸郡軽米町大字小軽米6-4-4

263 軽米町 公立 晴山保育園 軽米町 九戸郡軽米町大字山内13-53-1

264 野田村 私立 野田村保育所 社会福祉法人野田村保育会 九戸郡野田村大字野田15-22-5

265 野田村 私立 日向保育所 社会福祉法人野田村保育会 九戸郡野田村大字野田21-324

266 野田村 私立 玉川保育所 社会福祉法人野田村保育会 九戸郡野田村大字玉川5-86-1

267 九戸村 公立 戸田保育園 九戸村 九戸郡九戸村大字戸田13-69-1

268 九戸村 公立 伊保内保育園 九戸村 九戸郡九戸村大字伊保内2-61-2

269 九戸村 公立 ひめほたるこども園 九戸村 九戸郡九戸村大字長興寺14-33-3

270 洋野町 公立 帯島保育所 洋野町 九戸郡洋野町帯島11-1-4

271 洋野町 公立 向田保育所 洋野町 九戸郡洋野町上舘56-22-3

272 洋野町 公立 林郷保育所 洋野町 九戸郡洋野町大野47-6-2

273 洋野町 私立 みどりが丘保育園 社会福祉法人若葉福祉会 九戸郡洋野町種市24-116-10

274 一戸町 公立 認定こども園いちのへじょうもんの里こども園 一戸町 一戸町一戸字砂森151-2

275 一戸町 公立 小鳥谷保育所 一戸町 一戸町小鳥谷字中屋敷上11-1

276 一戸町 公立 奥中山みどりの森こども園 一戸町 一戸町奥中山字西田子75-3

277 一戸町 私立 一戸子供の家保育園 社会福祉法人泉の園 二戸郡一戸町高善寺字古舘平3-6

278 一戸町 私立 一戸保育所 小山内邦彦 二戸郡一戸町一戸字大沢12

公立 105か所

私立 173か所

計 278か所

合計


