
設置 昭和 44 年 8 月 1 日

改築 平成 年 月 日

愛心保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-788-0756

038-0059 ＦＡＸ 017-788-0756

青森市大字油川字大浜18-5 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

   2号認定　主食費：500円　　副食費：4,500円給食費
【月額】

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

社会福祉法人愛心福祉会 園長　　坂本　高哉

保育方針 施設の案内図

　　健康で明るく、自己を表現できる子ども

7:00～18:00 18:00～19:00 8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～19:00

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

無料

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

無料

定員　60人
保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

保育時間 延長時間

保育可能年齢 　生後43日以上

*****在宅の方への
子育て支援事業

　　・マラソン　　　　　　　　　・鼓笛
　　・なわとび　　　　　　　　　・メロディオン
　　・和太鼓　　　　　　　　　　・スイミング
　　・裸足の保育　　　　　　　　・英語

園の特色

在園児以外の
一時預かり 　日曜・祝日　なし

休日保育 　なし

障がい児保育 　なし

　平日　　      9:00～16:00　　1日：1,100円～1,500円

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

送迎バス 　なし

その他の経費

海

愛心保育園青銀油川
支店

浄満寺

至蟹田 国道280号 至青森



設置 昭和 50 年 4 月 1 日

改築 平成 19 年 8 月 1 日

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。給食費

【月額】
　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

あいの保育園
***

http://shinkou-fukushikai.org/aino

所在地 ＴＥＬ 017-781-4918

038-0004 ＦＡＸ 017-781-4934

青森市富田2丁目25-12

施設の案内図

ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人申孝福祉会 園長　　須藤　雅子

保育方針

　　　　　　　　原点に　子どもを

　　　　　　　　生きる力の根っこを育てる

　　　　　　　　愛のみが愛を羽包む

　　　　　　　　生活を　生活で　生活へ

　　　　　詳細はホームページをご覧ください。

定員　60人

保育標準時間 保育短時間

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

7:00～18:00 18:00～18:30 8:30～16:30
7:00～8:30

16:30～18:30

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

詳しくは園に
お問い合わせください

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

詳しくは園に
お問い合わせください

在園児以外の
一時預かり

休日保育

障がい児保育

　不定期　詳しくは園にお問い合わせください。

　なし

　詳しくは園にお問い合わせください。

送迎バス 　なし

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

   木のぬくもりが感じられる園舎、130年前の子（古）民家もあり、子ども　先生
   親の育ち合いを見守っています。桜に囲まれた園庭には栗柿など実のなる木もあり、
　いつでも四季を感じさせてくれ小鳥たちもやってきます。土　泥　虫　花　草　木
　飼育物　空　水　太陽　雪　風　も友だちです。季節の移ろいを五感で感じながら、
　自分をつくる心の種　生きる力の根っこが育っていきます。私達は日々の生活の中
　で何より子どもの自発力を見守りながら、生きていく為の様々な力を育みたいと思
　います。自ら育とうとする子どもの内なる力を信じ、一人ひとりの物語を大切にし
　ます。子どもにとって遊ぶことは生きることそのものです。

保育可能年齢 　生後57日以上

在宅の方への
子育て支援事業 *****

園の特色



設置 昭和 50 年 4 月 1 日

改築 平成 27 年 12 月 日

保育可能年齢

　あり

　生後43日以上

給食費
【月額】

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円

　なし

　なし

園長　　齋藤　静子

施設の案内図

定員　40人
延長時間 保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

保育時間

7:00～8:00
16:00～18:00

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・園行事参加（年数回）人形劇会・運動会、お遊戯会、お誕生会、雪上運動会等

園の特色

○年間通して戸外や自然の中での活動が多く、健康的な身体づくりを目指しています。
　また、年中・年長児さん対象に、英会話教室・音楽教室・習字教室なども実施して
　います。
○年数回、年中・年長児さんを対象に食育にちなんでクッキングを実施し、子どもたちが
　楽しんで参加しています。
○子どもたちと保育士との園外保育を実施し、色々な所を見たり、聞いたり、経験したり
　する事で、子どもたちの成長に役立ってくれればと思っています。
○乳児さんは毎日の沐浴があります。また、未満児さんは汚れ物を保育園でお洗濯する
　ため、（汚れ物）持ち帰りません。
○通園バスあります。（無料送迎します。）･･･保育園近隣になります。

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

無料

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

送迎バス 　あり（0歳から） バス代無料

その他の経費 　なし

在園児以外の
一時預かり

休日保育

障がい児保育

無料

7:00～18:00

017-754-2419

030-1271 ＦＡＸ 017-754-2419

青森市大字六枚橋字磯打57-5 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

よく遊び･よく食べ･よく学ぶ、楽しい保育園をめざし
子ども達に生きる力をつける

社会福祉法人みどり福祉会　

保育方針

18:00～18:30 8:00～16:00

後潟保育園
***

http://www14.plala.or.jp/ushirogata-hoiku/

所在地 ＴＥＬ



設置 平成 20 年 4 月 1 日

改築 平成 28 年 8 月 31 日

おきだて保育園
***

http://www.wing-okidate.com/

所在地 ＴＥＬ 017-781-0059

038-0001 ＦＡＸ 017-783-3359

青森市新田2丁目21-18 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人ＷＩＮＧ 園長　　村上　陽子

保育方針 施設の案内図

　豊かな人間性を持った子どもを育成する

　　・みんなと協力し、仲良く遊べる子ども

　　・明るく優しく素直な子ども

　　・忍耐力とたくましさが備わった子ども

延長時間 保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

保育時間

7:00～18:00 18:00～19:00 9:00～17:00
7:00～9:00

17:00～19:00

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

1時間：100円

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

1時間：100円
17:00以降のみ

定員　6３人

保育可能年齢

在宅の方への
子育て支援事業 *****

園の特色

　遊びがいっぱい！楽しさいっぱい！

・菜園活動では野菜を育てる喜びを知り、クッキング活動では作る楽しさを知ったり
　します。
・友達と遊んだり、学研や英語教室等、様々な活動の中で一緒に頑張る、励まし合う、
　認め合うといった気持ちを育み、社会的ルールが身につくようにしています。
・地域の人々との交流や園外保育などの体験を通して、自分で考える力、自分で判断
　する力、自分で表現する力を身につけ、逞しく生きる力を育てています。
・和太鼓指導におけるたたずまい教育を通し、豊かな情操、自律心、忍耐力が培われ
　ています。

　なし

　生後43日以上

在園児以外の
一時預かり

休日保育

障がい児保育

　なし

　なし

送迎バス 　なし

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

その他の経費 　なし

至油川 国道280号 至古川

新田バス停

沖舘仲通り

■

　　　　　　　　　　　おきだて保育園

新田集会所

稲荷神社



設置 昭和 44 年 7 月 1 日

改築 平成 25 年 3 月 17 日

在宅の方への
子育て支援事業 *****

園の特色

　・スイミング教室　　　　　　　　体力増強の増進。
　・英会話教室　　　　　　　　　　外国人教師による遊びを通しての英語を学ぶ。
　・体操教室　　　　　　　　　　　専任講師による体操の基礎を学ぶ。
   ・トータルビジョントレーニング　視覚や体を使ったトレーニングをし心と体の土台を作る。

送迎バス 　あり（3歳から） バス代（片道1,000円　往復2,000円）　新城・石江・油川・篠田方面のみ

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

休日保育    なし

障がい児保育 　あり　(ふれあい保育)詳しくは園にお問い合わせください。

保育可能年齢 　生後43日以上

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

在園児以外の
一時預かり

なし

1時間：100円

定員　60人

保育標準時間 保育短時間

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

7:00～18:00
18:00～19:00

(土曜日延長保育なし)
7:00～8:30

16:30～18:00

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

1時間：100円

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

8:30～16:30

社会福祉法人徳誠福祉会 園長　　柿﨑　正明

保育方針 施設の案内図

　「心身共にたくましく、よく遊ぶ子ども」

　　・明るくいきいきした元気ある子ども

　　・我慢強く根気のある子ども

　　・みんなと仲良く遊べる子ども

青森市沖館5丁目15-38 ホームページ http://tokusei-fukushikai.jp/nursery/kohama/toen/index.html

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

小浜保育園

所在地 ＴＥＬ 017-766-5092

038-0002 ＦＡＸ 017-766-5021



設置 昭和 45 年 10 月 1 日

改築 平成 4 年 12 月 25 日

しあわせ保育園

http://www.shiawasehoikuen.jp/

所在地 ＴＥＬ 017-766-1442

038-0011 ＦＡＸ 017-766-1493

青森市篠田３丁目12-58

保育時間

ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人　光和会 園長　　松宮　由夏

保育方針 施設の案内図

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

1時間：200円

定員　70人

    心身共に豊かで、思いやりのある子ども、
自分で考えて行動できる子どもを育てる

延長時間 保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

園の特色

・住宅地帯に立地し、サラリーマン世帯の増加による様々なニーズに応じ、延長保育・
　学童保育等を展開し、地域の子育て支援の役割や、小学生を中心とした地域活動事業
　にも力を入れています。
・『施設訪問』『ひとり暮らし高齢者との交流会』『消防纏振り』等の行事へ参加し、
　地域の方々との交流を深めています。
・園外保育を多く取り入れ、自然体験や社会見学を通し、体を鍛えるとともに、豊かな
　情操を養い、集団で行動するときの良い態度を育てます。
・3歳以上児の希望者に対し、水泳教室(ヤクルトスイミングスクール)を実施。
　指導料は、保護者負担です。
・4、5歳児に対し、外国人講師(エコール・モモ)による英語教室を実施。
　指導料は、保育園で負担しているので無料です。
・4、5歳児に対し、外部講師(英進塾)によるサイエンスショーを実施。
　指導料は、保育園で負担しているので無料です。

　生後43日以上

7:00～18:00 18:00～19:00 8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～19:00

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

1時間：200円

送迎バス 　なし

その他の経費 　あり　父母の会費　他　※詳しくは園にお問い合わせください。

保育可能年齢

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・園の行事への招待

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

　なし

　なし

在園児以外の
一時預かり

休日保育

障がい児保育

　なし



設置 昭和 54 年 3 月 26 日

改築 平成 年 月 日

設置年月日（改築年月日）

千富保育園
***

http://www.at-ml.jp/70131/

所在地 ＴＥＬ 017-782-4010

030-0854 ＦＡＸ 017-782-4038

青森市千富町2丁目8-38 ホームページ

設置主体 施設長

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

なし

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

7:00～15:00

社会福祉法人ひまわり会 園長　　太田　惠理子

保育方針 施設の案内図

　☆みんな　ちがって　みんな　いい
　　　　　　　(共に認め合い　いきいき生きる)
　　　　　ゆたかな人間性をもった子どもを育む

　めざす　子どもの　すがた
　○丈夫で元気いっぱい　遊べる子ども
　○創造的な遊びをし、豊かに表現できる子ども
　○意欲的にものごとに取り組み、思っていることを話せる子ども
　○美しいものにふれ、感動できる子ども
　○仲よく生活をすすめ、思いやりの持てる子ども

　(考える力　工夫する力　表現する力　持久力
　　ガマンする力を育てる)

保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

保育時間 延長時間

保育可能年齢 　生後57日以上（条件により生後43日目から受入れ可能）

・こども赤十字や幼年消防クラブの活動を通して、敬う心・感謝の心・奉仕の心を育むと共に、健やかな体づくりを
　目指しています。（挨拶ができる・おいしくマナーを守り食事ができる・歩ける子・遊べる子）
・いろいろなジャンルの音楽に親しみ、歌ったり、楽器に触れ、合奏を楽しみます。（持久力・集中力・忍耐力）
　共に合奏をし、創りあげ表現する喜びや、共感することで、感性や情緒性・創造性を育てます。リトミックを取り
　入れ、バランスのとれた心と体づくりをしています。（クラシック・ジャズ・ポップス・ゴスペル等の民族音楽・
　ダンス・邦楽）
・日本の伝統文化に触れ体験し、世界に目を向ける地球人を目指します。（日本舞踊・琴・和太鼓・お茶・お花・
　伝統折り紙・和食マナー・挨拶・新聞で世界を知る）
・わらべうたや、わらべうたあそびの集団あそびを通して、音楽的感性や、社会性を養い、また近年、子どもに失われ
　た基礎体力の回復と、敏捷性、危険予知力・回避する力のつくよう、指導しています。
・素話や絵本の読み聞かせを通して、本に親しみ、想像力・創造力が育まれるよう、また美しい日本語や言葉の面白
　さ、言葉の持つリズム感を感じ、感性が育つよう援助しています。（朝のおはなしタイム）（絵本の貸し出し）
・園庭の柿の収穫や、干柿作り、枝豆とりや、ミニ野菜づくりを通して食材に触れ、食べるまでの過程を体験したり、
　お弁当づくり、行事のお赤飯、パン作りなどのお手伝いをして、食ということに関心を持てるようにしています。
　（感謝の心・食と命、食事マナー）
・様々なあそびや経験を通して生きる力を育てます。（身近な自然に親しみ野菜作りや植物、庭の虫達を通し命を尊び、
　また、十分にあそんだりあそびを創造し人との関わりを持てる）

・育児相談
・園庭開放
・園行事活動等参加　(新コロナウィルス感染等状況により実施なし)

在宅の方への
子育て支援事業

園の特色

　なし

　なし

送迎バス 　なし

定員　30人

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

在園児以外の
一時預かり

休日保育 　なし

障がい児保育

料金

7:00～18:00 なし



設置 昭和 50 年 4 月 1 日

改築 平成 15 年 3 月 20 日

　なし

　あり

休日保育

保育可能年齢

在宅の方への
子育て支援事業

障がい児保育

　
　　0歳児：2,000円　　　1歳児：1,800円
　　2歳児：1,600円　　　3歳児：1,400円
　　4歳児以上：1,200円　 　*4時間以内は半額
                                             （給食費を含む）

　平日　　　　8:00～18:00
　土日・祝日　なし

　あり（2歳から）　バス代（1人につき片道1,000円　往復2,000円）

   *送迎地域の制限あり　詳しくは園へお問合せください。

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。その他の経費

7:00～8:30
16:30～18:00

*****

・園舎は全館バリアフリーで、スロープ、エレベーター、身障用トイレを設置した、
   誰にでも優しい建物となっています。
・多様化する保育ニーズに対応できるよう、一時預かり、学童保育、延長保育などの各
　種保育の充実や、毎月行われるデイサービスのお誕生会慰問による老人とのふれあい
　を通して、子どもの見識を広め、思いやりの心を育てています。また、日本にしかな
　い“四季”を中心とした季節の遊びを十分に取り入れた保育に取り組んでいます。
・5歳児対象に英語教室（通年）、習字教室（下半期）、4・5歳児対象にダンス教室
　（月2回）、体操教室（月１回）を行っています。スイミング教室は3歳児以上が対象
　となります。

園の特色

　生後57日以上　

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金

　　　　　　　※別紙参照

30分：100円

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金

　　　　　　　※別紙参照

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

在園児以外の
一時預かり

送迎バス

園長　　柿﨑　純子

30分：100円

保育方針 施設の案内図

定員　70人
延長時間 保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

7:00～18:00 18:00～19:00 8:30～16:30

保育時間

青森市富田5丁目19-41

  ・命を守り、丈夫なからだと人間らしい感性を育
　  てる。

  ・一人ひとりに愛情を注ぎ、社会性や生活習慣を
　  身につけて心身共に健やかに育成する。

  ・明るい未来を築く心豊かな子どもに育てる。

富田保育園
***

http://www.tokusei-fukushikai.jp/nursery/tomita/

所在地 ＴＥＬ 017-781-7116

038-0004 ＦＡＸ 017-781-7441

ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人徳誠福祉会



設置 昭和 45 年 10 月 1 日

改築 平成 11 年 3 月 1 日

送迎バス 　なし

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

在園児以外の
一時預かり

  1時間当たり
  0～2歳児：300円
  3～5歳児：200円

休日保育

障がい児保育

園長　　扇野　雅人

　平日・土曜　8:30～16:30　※延長保育あり
　日曜・祝日　なし

　なし

　あり

7:00～18:00
18:00～18:30①
18:30～19:00②

8:30～16:30

   7:00～8:30短(①)
 16:30～18:00(短②)
 18:00～18:30①
 18:30～19:00②

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金

　　　　　　　※別紙参照

①100円
②100円

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金

　　　　　　　※別紙参照

　　短①100円
　　短②100円
　　　①100円
　　　②100円

定員　60人

保育可能年齢

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

アットホームな雰囲気の中でのびのびと子どもらしさを大切に保育しています。
遊びや芸術、運動、勉強etc…と、いろんな事をいっぱい体験させて子どもらしさを大切にしな
がら一人ひとりの特徴や才能を見出し、それを伸ばす手助けをしたいと思っています。
【例】
ねぶた祭り参加・・・青森菱友会の大型ねぶたに子どもバケト隊として参加、祭りの楽しさを味
                                わうと共に、文化継承の心を育てます。
スポーツ体験・・・・ティーボールをはじめサッカー・空手・トランポリン・なわとび・マット運動等いろいろ
なスポーツ
　　　　　　　　　　に力を入れています。
陶芸教室・・・・・・園内に陶芸の窯があるので、気軽に粘土に触れ、子どもたちの創造性を引き
　　　　　　　　　　出し楽しみながら作品を作ります。
◎地域子育て支援センターを併設しており、サークル活動や講座、子育て相談も受け付けており
　ます。

■英語教室　月2回程度（対象:4・5歳児）
■スイミングスクール　毎週月曜日月4回（対象:4・5歳児希望者）
■空手教室　月2回（対象:4・5歳児）
※年間の主な行事・活動は、その年度により時期及び内容が変更になる場合もあります。

※地域子育て支援センター事業により子育て支援事業実施（別紙参照）

　生後43日以上

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

  生活の流れを調和のとれたものとし、特に子どもの

  自主性を大切にし、個別活動を配慮しながら子ども

  相互の集団活動を重んじて保育にあたる。

延長時間 保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

保育時間

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

保育方針 施設の案内図

社会福祉法人扇岳会

ねむのき保育園
***

http://www.nemunoki.com/

所在地 ＴＥＬ 017-766-1272

038-0011 ＦＡＸ 017-718-5972

青森市篠田1丁目21-8 ホームページ



【別紙】

　　　　　　　

月2・3回

月2回

随時

月3回～

月1～2回

月1～2回

月3回～

○あそびにおいでよ！青森市子育てひろば（A地区事務局）

※随時となっているものも含め、全て予約が必要ですので必ず事前に園にお問合せ下さい。

月曜日～土曜日
13：00～15：00（要予約）

随時・要予約

随時・要予約

母親の集いの場

親子で園生活を体験

人形劇鑑賞、運動会、ねぶた祭りなど

体験保育

子育て談話室
子育てルーム

園行事への参加

保育園の開放
　　金曜日10：30～12：00

（要予約）
支援センターのお部屋等を開放

クラフトサークル レジン・ハーバリウム・レザー（革）・レーザー彫刻等色々な作品づくり

育児講座

室内や屋上、戸外で遊ぼう

可愛いキャラクターなどの切り絵が作れます

育児に役立つ、さまざまな講座を提供

○その他　子育て支援

ハッピークローバル サークル 手作りおもちゃや手芸など簡単な作品づくり

○子育てサークル

陶芸サークル 粘土に触れてオリジナル作品にチャレンジ

クレヨンサークル 成長記録の測定とママのおしゃべりタイム

○子育てに関する情報提供

○育児講座

いっしょに遊ぼう

切り絵講座

地域子育て支援センター　　ねむのき保育園

○親子交流の場　　　　　　　　　　　月曜日～土曜日　　9：30～16：00

○育児相談　　　（電話）　　　　　　月曜日～土曜日　　9：00～16：00
　　　　　　　　（来所）（訪問）　　月曜日～土曜日　　9：00～16：00

※事前にご連絡下さい



設置 昭和 47 年 11 月 1 日

改築 平成 21 年 10 月 1 日

送迎バス 　あり（1歳前後から)　バス代：片道800円　往復1,500円

その他の経費 　あり　2号認定(希望者のみ)　スイミング代 ：月～4,000円程度

野木和保育園
***

tokusei-fukushikai.jp/nursery/nogiwa/main.php

所在地 ＴＥＬ 017-788-0474

038-0058 ＦＡＸ 017-788-0495

青森市大字羽白字沢田411-4 ホームページ

保育方針 施設の案内図

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

園長　　佐藤　洋子社会福祉法人徳誠福祉会

延長時間 保育時間 延長時間

保育標準時間 保育短時間

　　快適な環境を与え、想像力、忍耐力を培うように

　社会性や生活習慣を身につけて、心身共に健やかに

　育成すること。

定員　70人
保育時間

7:00～18:00 18:00～19:00 8:30～16:30
7:00～8:30

16:30～18:00

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金

　　　　　　　※別紙参照

無料

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金

　　　　　　　※別紙参照

1時間：100円

在宅の方への
子育て支援事業 *****

園の特色

　生後43日以上

・英語教室（4歳以上児）

・習字教室（5歳児）

感覚機能を刺激し、脳の活性と丈夫な体をつくります。

ます。

食べる事への関心を持ち、食を大切にする心と楽しさ

を養います。

を豊かにします。

・スイミング教室（3歳以上児希望者）

・音楽教室

・絵画指導

音楽の楽しさを知り、感動する心、表現する心を養い

ます。

一人ひとりの生まれ持つ感性と個性を表現し、創造力

・体育教室

・バイキング給食

体力・運動能力を向上させ、健康な体づくりを目指し

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：持参　　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

・裸足保育

在園児以外の
一時預かり

休日保育

障がい児保育

　平日・土曜　　8:00～17:30　　半日1,000円　　1日1,500円
　日曜・祝日　　なし

　なし

　あり

楽しく外国人講師とふれあいながら英語を学びます。

集中力を養い、筆順の正しさを学びます。

水に親しみ、健全な心身を育成します。

保育可能年齢



21 年 4 月 1 日

年 月 日

在宅の方への
子育て支援事業

青森甲田こども園

http://www.minamifukushikai.com/koda

　なし

　なし

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

青森市北金沢2丁目1-6 ホームページ

送迎バス

制服

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
5人

教育時間
預かり保育（在園児）

設置

所在地 TEL 017-776-8680

030-0855 FAX 017-718-3884

社会福祉法人南福祉会 園長　中山　スナ
改築

設置年月日（改築年月日） 設置主体

平成

施設長

平成

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
80人

保育可能
年齢

保育方針 施設の案内図

・乳幼児期における特性をふまえ、環境を通して人格
　形成の基礎を培うことを基本とする。

・園における生活を通して生きる力を育成するように
　努め、就学前の子どもに関する教育・保育を行い、
　保護者とともに子どもを健やかに育成するものとす
   る。

土

長期休業中の一時預かり

7:00～18:00

　　　夏休み：  8月10日～8月16日
　　　冬休み：12月25日～1月  3日
　　　春休み：  3月25日～3月31日
　　　　１時間毎100円　　給食費300円

平日

  7：00～18：00
       1時間毎　100円

9:00～13:00

生後43日以上

保育時間

8:00～16:00

短時間認定

その他の経費
【月額】

障がい児保育 　あり

　行事・教材費：1,000円

・育児相談　情報提供
・子ども食堂「Cafeteria SunnySide」フードパントリー＆テイクアウト月1回
・子育て広場きらり（月２回　第２・第4火曜日）

      保育教諭や友だちと仲良く生活しながら、丈夫な身体と心をつくろうという基本方針の基に子どもた
   ち一人ひとりの個性を大切にその芽を育てます。
 　  異年齢児と触れ合いながら、運動遊び、リズム遊びや、また赤十字の精神を「こども赤十字活動」を
   通じて「いそがず、あせらず、じっくり」と子どもとの関わりを大切にした保育に取り組んでいます。
   ・運動遊び（2～5歳児…月2回）　・地域活動事業(世代間交流)
   ・囲碁で遊ぼう（５歳児…月1回）
   ・英語で遊ぼう（4～5歳児…月1回）
   ・スイミング教室（3～5歳児希望者…毎週）

園の特色

在園児以外の
一時預かり

　平日　　8:00～17:00　　1日1,500円

休日保育
利用料金

　日曜・祝日・年末年始
　時間　8:00～17:00

　在　園　児：のみ

詳しくは園にお問い合わせください

保育時間 延長時間

  7:00～９:00　  １時間毎
13:00～1８:00 　 100円

標準時間認定

7:00～8:00
16:00～18:00
（1日300円）

延長時間

18:00～19:００
（1日300円）

給食費
【月額】

　１号認定　主食持参　  副食費：4,000円

　２号認定　主食持参　  副食費：4,500円

保育料
　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

線路

古川小学校

古川
中学校

久須志
神社

青森甲田
保育所

北金沢公園

浪
館
通
り

旭
町
通
り

青森甲田
こども園



47 年 4 月 1 日

6 年 4 月 1 日

あおもりみなみこども園

http://www.minamifukushikai.com/minami

・乳幼児期における特性をふまえ、環境を通して人格
   形成の基礎を培うことを基本とする。
　
・園における生活を通して生きる力を育成するように
   努め、就学前の子どもに関する教育・保育を行い、
　保護者とともに子どもを健やかに育成するものとす
　る。

青森市北金沢2丁目19-6

昭和

設置年月日（改築年月日）

017-776-6215

施設長

設置

所在地 TEL

社会福祉法人南福祉会 園長　蛯名　將之
改築

設置主体

030-0855 FAX

　行事・教材費：1,000円

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

保育料

  7:00～  18:00(1ｈ100円)

　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

017-776-6212

保育方針 施設の案内図

延長時間

8:00～16:00

平日

保育時間

7:00～8:00
16:00～18:00
（1日300円）

長期休業中の一時預かり
         夏休み：　8月10日～8月16日
　　　冬休み： 12月25日～1月  3日
　　　春休み：　3月25日～3月31日
　　　　（１ｈ１００円）
　　　給食費（３００円）

ホームページ

送迎バス

教育時間
預かり保育（在園児）

土

  7:00～  9:00(1h100円)
13:00～18:00(1ｈ100
円)

標準時間認定

9:00～13:00

平成

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
6人

7:00～18:00

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
88人

短時間認定

　２号認定　主食持参　  副食費：4,500円

18:00～19:00
（1日300円）

保育時間

　在　園　児：詳しくは園にお問い合わせください

　なし

　なし

　友だちと仲良く生活しながら、丈夫な体と心をつくろうという基本方針のもとに子どもたち
一人ひとりの個性を大切にその芽を育てます。乳幼児期からのベビーマッサージ、運動遊び、
和太鼓指導、英語遊びなど様々なことに挑戦しています。いそがず、あせらず、
じっくりと子どもとの関わりを大切にした教育・保育に取り組んでいます。
 ・運動遊び（２～5歳児…月2回）　　　　　　　　・地域活動事業（世代間交流）
 ・スイミング教室（3～5歳児希望者…毎週）
 ・囲碁で遊ぼう（５歳児…月２回）
 ・ロバート先生の Englishで遊ぼう（4,５歳児…月２回）

　１号認定　主食持参　  副食費：4,000円

保育可能
年齢

　なし

・育児相談　情報提供
・こども食堂Cafeteria sunnyside「フードパントリー＆テイクアウト」（月１回）
・子育て支援きらり（月2回 第２・第４火曜）

生後43日以上

延長時間

　平日　8:00～17:00　　1日1,500円

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

その他の経費
【月額】

　日曜・祝日・年末年始
　時間　8:00～17:00

給食費
【月額】

制服

休日保育
利用料金

障がい児保育

在園児以外の
一時預かり



27 年 11 月 21 日

16 年 8 月 18 日

土

017-766-4588

昭和

教育方針

施設長

施設の案内図

改築
園長　工藤　志穂

017-781-0433

038-0011

設置
学校法人青森幼稚園

所在地

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

青森市篠田2丁目21-28 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

保育料

           夏休み・冬休み・春休み
　　　　　7:30～  8:00 100円
　　　　　　8:00～18:00 1時間100円

　　　　　 18:00～18:30 100円

延長時間

保育可能
年齢

長期休業中の一時預かり

平成

7:30～18:30
　  7;30～  8:00 100円
　16:00～18:00 1時間100円
　18:00～18:30 100円

一時預かり（在園児）

　  7;30～  8:00 100円
　14:00～15:00 無料
　15:00～18:00 1時間100円
　18:00～18:30 100円

認定こども園   青森幼稚園
ＱＲ

コード

http://www.aomori-youchien.jp/

保育時間

TEL

    ～集団生活の場で遊びをとおして心も体も健康な子を培う～

      　１．自分の考えをはっきり言える子（自発、創造性）

      　２．誰とでも楽しく遊べる子（社会性）

　　　３．明るく思いやりのある子（豊かな心）

　　　４．強い体でくじけない子（耐える心）

教育時間

FAX

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
90人

短時間認定

保育時間 延長時間

標準時間認定

なし

平日

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
140人

10:00～14:00
8:00～登園可

8:00～16:00

　
　満1歳以上から　8:00～16:00　1時間300円（土・日・祝日なし）
　給食費300円（利用の場合）
　※利用状況に応じてお受けできないことがあります。

満1歳以上

・地域の子どもの保護者から子育てに関する悩みや不安等、子育て及び教育相談を受ける。
・未就園児親子教室「にこにこルーム」において、未就園の親子を対象に遊びや制作等を通した
　幼稚園生活の体験の場を提供する。（月１～2回）

　休日保育なし

　１号認定　主食費：1,000円　副食費：4,000円

　２号認定　主食費：1,000円　副食費：5,000円　※満３歳児（２号認定）は保育料に含む

なし

　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
   ※満3歳児（1号認定）無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

　満1歳以上から　　一家庭：往復 2,500 円　　片道 1,250円　　利用条件：要相談

在宅の方への
子育て支援事業

　1・2号認定のみ　　約15,000円　　リユース可

在園児以外の
一時預かり

給食費
【月額】

その他の経費

制服

送迎バス

・先生や友達との関わりの中で、のびのびと楽しくたくさん遊ぶ。
・運動遊び等で、体力の向上に励む。
　（体操教室、縄とび、ドッジボール、リレー、アスレチック、プール遊び、砂遊び、泥んこ遊び等）
・園外保育、菜園保育を体験することで自然に触れる。
・保護者との連携と協力を図る。
・0,1,2歳児クラスのゆったりとした雰囲気の中での健やかな育ちの保育を目指す。
・外部講師による課外教室を希望者に実施。（体操教室、リトミック教室）

園の特色

休日保育利用料金

障がい児保育 　詳しくは園にお問い合わせください。

　願書受付料2,000円　　年度初め：教材費5,000円・行事費3,000円



34 年 9 月 22 日

25 年 3 月 22 日

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談  ・情報提供
「キッズクラブ」（月１回）幼稚園の疑似体験・園の行事に参加・制作など（お休み中）

障がい児保育 　あり

園の特徴

・地域に根ざした仏教保育
・豊かな自然環境を生かした体験学習
・音感教育（リトミック）
・食育
・基本的生活習慣の育成
・知的好奇心の芽生え・文字や数遊び

※2011年9月より認定こども園
   あすなろ幼児ルームを開設しています。
　0.1.2歳もお預かりしていますので
　お気軽にお問い合わせください。

在園児以外の
一時預かり

　平日　　8:30～16:30
　土曜・日曜・祝日　なし

日額（満3歳未満）1,500円
日額（満3歳以上）1,200円

休日保育利用料金 　なし

その他の経費
【月額】 　施設設備費：1,000円　活動協力費：350円　（その他絵本代、用品代、教材費等）

送迎バス 　あり（1歳6か月から）バス代　1,500円　

制服 　3歳児クラス以上　譲り受け：可、購入金額：詳しくは園にお問い合わせください。

保育料
　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

給食費
【月額】

   週5回（隔週土曜もあり）お弁当 月1回程度（園外保育）

　１号認定　主食費：　800円　  副食費：3,600円

　２号認定　主食費：1,000円　  副食費：4,500円

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
90人

保育可能
年齢

標準時間認定 短時間認定

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

生後3か月以上 7:30～18:30 ご相談下さい 8:30～16:30
7:30～8:30 100円

16:30～18:30 200円

教育方針 施設の案内図

　幼稚園は、子どもたちの生活の場（遊びの場）です。いろ
　いろな体験を通し、一人ひとりの子どもが持つ可能性の芽
　を伸ばす保育をします。
　また、道徳の芽生えを培い、創造的でたくましい心豊かな
　人間に育つことを目的としています。
　
　

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
35人

教育時間
一時預かり（在園児） 長期休業中の一時預かり

平日 土 夏休み・冬休み・春休み
8:30～16:00（1日500円）

  7:30～8:30（100円）
16:30～18:30（200円）

10:00～14:00
7:30～8：30 100円

16:30～18:30 200円
休園日

1日500円

設置 昭和
学校法人三宝学園 園長　　長尾　正順

改築 平成

青森市大字奥内字宮田61 ホームページ http://www.asunaro-ed.jp/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

認定こども園　あすなろ幼稚園
***

所在地 TEL 017-754-2056

038-0054 FAX 017-754-2071



30 年 7 月 22 日

9 年 4 月 1 日

保育料
　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

給食費
【月額】

　１号認定　主食費：2,000円　  副食費：2,500円

　２号認定　主食費：2,000円　  副食費：2,500円

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

認定こども園　油川幼稚園
ＱＲ

コード

http://academic1.plala.or.jp/abuyo/

　あり（2歳から）月額 1,500円

　自然を愛し
　　・土と一緒にあそべる子
　　・風と一緒にあそべる子
　　・水と一緒にあそべる子
　　・雪と一緒にあそべる子
　　・お日さまと一緒にあそべる子

送迎バス

園長　　敦賀　努子

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
30人

教育方針 施設の案内図

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
４５人

教育時間
一時預かり（在園児）

土
7:30～18:30
（1日400円）

長期休業中の一時預かり

設置
学校法人油川幼稚園

新築

017-763-1080

施設長

昭和

平成

青森市大字羽白字野木和37 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地 TEL 017-788-0911

038-0058 FAX

平日

延長時間

　1・2号認定：あり　　譲り受け：可　　購入金額：8,800円　　3号認定：なし

生後8か月以上

保育可能
年齢

7:30～15:30

短時間認定

15:30～18:30
（1時間300円）

10:00～14:00 なし

　なし

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談　　・情報提供
・「ぴょんぴょんクラブ」（年12回）制作活動・園行事に参加

その他の経費

在園児以外の
一時預かり

　平日・土曜　9:00～18:00   1,500円～3,500円（詳細は園へお問い合わせください。）
　日曜・祝日　なし

休日保育利用料金

制服

障がい児保育 　あり　　（要相談）

　教材費　　　　　　8,000円　

・「認定こども園」として開設しています。
・「ねぶた運行」8月2日・3日に青森合同運行に参加しています。
・「英語であそぼう」外国人講師と歌やゲームで、楽しく英語に親しんでいます。
・「音楽教室」専門の講師の指導で楽しく学んでいます。
・「園外活動」野木和公園で自然探索をして、自然に親しんでいます。

園の特色

保育時間 延長時間

14:30～18:30
（1日300円）

標準時間認定

なし

保育時間

7:30～18:30



51 年 4 月 1 日

25 年 3 月 1 日

園の特色

　明るく元気にのびのびと遊び、色々な行事を通じて、思いやり、やさしい気持ちが持てるよう
にすると共に、3歳児からスイミングやなわとび、鉄棒をやることにより、集中力や体力作りを
図っています。
　また、4歳児からは学研のわくわくタイム、5歳児からは和太鼓や学研の科学遊び、英語遊びを
取り入れ、子どもたちが様々な経験や体験を通して、小学校へつながるようにしていきます。
そしてひとつは自分の1等賞を見つけます。
　28年度より病児保育の事業を始めました。

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談　　育児やお子さんの発達等に関する事など些細な事でもお問い合わせください。 ・情報提供
・「親子で体験してみよう！」（年2回）　親子でこども園を体験する。
・「一緒に学ぼう！」（年3回）専門の講師を招いてリトミックや絵本の読み聞かせの仕方を学ぶ。
・「みんなで遊ぼう！」（月1回程度）園庭開放・園の行事に参加・制作など

在園児以外の
一時預かり

　平日・土曜　7:30～18:00　1日：乳児1,700円　未満児1,400円　3歳以上児1,200円
　日曜・祝日　なし

休日保育利用料金 　なし

障がい児保育 　あり　（要相談）

その他の経費 保護者会費1ヶ月500円　スイミングスクール4,000円（希望者）

送迎バス 　あり　（0歳から※首が座ってから）　バス代：片道750円往復1,500円

制服 　1号認定：あり、2・3号認定：あり、譲り受け:可、※直接お問い合わせ下さい。

保育料
　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

給食費
【月額】

　１号認定　主食持参　副食費：3,600円

　２号認定　主食持参　副食費：4,500円

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
60人

保育可能
年齢

標準時間認定 短時間認定

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

生後43日以上 7:00～18:00
   18:00～19:00
  （1時間200円
   1か月3,000円）

8:00～16:00
7:00～8:00  16:00～1８:00

（それぞれ1か月1,500円）

18:00 ～19:00

（1時間200円/1か月3,000円）

教育方針 施設の案内図

　子どもの健やかな成長が育まれるよう「身体的教
　育・知育的教育」を主とした教育・保育と保護者
　支援を行う

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
15人

教育時間
一時預かり（在園児） 長期休業中の一時預かり

平日 土

1日450円
9:00～13:00 1日450円

利用料450円
食事代200円

設置 昭和
社会福祉法人新井田福祉会 園長　蝦名　美穂

改築 平成

青森市大字油川字岡田20-２ ホームページ https://www.blue-bird.jp/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

　幼保連携型認定こども園　こども園青い鳥
ＱＲ

コード所在地 TEL 017-788-0377

038-0059 FAX 017-788-0396



36 年 4 月 1 日

56 年 1 月 4 日

　 こどものくに

所在地 TEL 017-776-5538

038-0015 FAX 017-776-5538

青森市千刈4丁目4-8 ホームページ kodomo-land.com/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

設置 昭和
社会福祉法人積善会 園長　　佐藤　秀樹

改築 昭和

保育方針 施設の案内図

　○空も大地も海もともだち！心豊かに、からだ、たくましく！
　　よくあそび、よくまなぶ子ども
　○子どもの時間は子どものいのち
　○子どもたちに思い出の故郷を
　○すべての子どもたちの側にセンス・オブ・ワンダーを！
　　（驚きや不思議さに目をみはる感性の育み）

　◎生命の保持と情緒の安定（生存、発達、保護）・教育・参加
　　健康：食事、排泄、睡眠、衣服の着脱、清潔
     　       （安全で均衡のある生活態度）
　　人間関係：自己尊厳とかかわる力の育み。感じる力、思いやる心
　　環境：直接的、具体的な体験を通しての自然や社会への興味・関心
　　言葉：バーバル＆ノンバーバル・コミュニケーション。話す、聞く
　　表現：感動体験を伴う、であいとふれあい＝感性、創造性の育成

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
15人

教育時間
一時預かり（在園児） 長期休業中の一時預かり

平日 土 　　通常保育を実施。
　　教育時間としての扱いはなし
　　一時預かりあり
   ※詳細は園へお問合せください

8:00～14:00
7:00～8:00

14:00～18:00
（1日につき400円）

8:30～18:00

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
60人

保育可能
年齢

標準時間認定 短時間認定

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

生後6か月以上 7:00～18:00
18:00～18:30

30分につき150円
8:00～16:00

16:00～18:30
7:00～8:00

（1時間100円）

保育料
　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

給食費
【月額】

　１号認定　主食持参（満3歳児のみ月3,000円）　副食費：4,500円

　２号認定　主食持参　副食費：4,500円

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

その他の経費 　なし

送迎バス 　なし

制服 　なし

在園児以外の
一時預かり

　なし

休日保育利用料金 　なし

障がい児保育 　あり

園の特色
　いつも元気、きっと元気！園は子どもたちが長い時間生活をする場です。いつも元気
　でいてほしい、きっと元気で遊んでほしい。そんな生活の質が豊かでありますように
　と願って保育をしています。

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・「ねぶたお囃子クラブ」（年20回）ねぶた囃子・制作活動・園の自由開放・親子交流
　の場の提供

こどものくに



35 年 7 月 5 日

30 年 3 月 1 日

FAX 017-766-1573

施設の案内図

長期休業中の一時預かり

なし

短時間認定

施設長

幼保連携型認定こども園　源内幼稚園

 http://gennaikg.com/

　・みんなとなかよくするひとに
 
　・ありがとうをいうひとに
 
　・つよいひとに
　
　・うそをいわないひとに

　・よくかんがえるひとに

ホームページ

昭和

平成改築

所在地 TEL 017-766-1534

038-0004

園　長　　柿﨑　賀

青森市富田1丁目26-33

教育方針

　２号認定　主食費：1,250円　副食費：5,000円

　３号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

   7:30～10:00（無料）
 12:00～18:30
          （1時間100円）

8:30～16:307:30～18:30

　１号認定　主食費：1,000円　副食費：4,000円

保育可能
年齢

生後57日以上

保育時間 延長時間

7:30～8:30(無料)
16:30～18:30
（1時間100円）

10:00～14:00
7:30～18:30

延長時間

給食費
【月額】

休日保育利用料金

平日

　7:30～10:00（無料）
 14:00～18:30
          （1時間100円）

保育料

保育時間
2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
110人

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
167人

　1号認定：あり　譲り受け：可　　購入金額：冬服4,590円・夏服4,060円
制服

標準時間認定

送迎バス

その他の経費 　教材費　　約20,000円（兄弟が使ったもの利用可、その場合は差額返金します）

　あり（2歳から）　バス代　月2,000円　※兄弟同時利用の場合１人分は免除

　3～5歳児　無料
　0～2歳児　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

設置年月日（改築年月日） 設置主体

土
教育時間

一時預かり（在園児）

設置
学校法人　源内幼稚園

　2・3号認定：あり（0歳、満１歳は制服なし）

障がい児保育

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

　なし

　要相談

在園児以外の
一時預かり

・育児相談
・「源キッズクラブ」(未就園児対象の親子教室)園内開放、絵本の読み聞かせ等）

　本園は、約3,300㎡の園地に園舎及び園庭があり、春夏秋冬美しい自然の変化を感じることの
できる、恵まれた環境の中にあります。春の花摘み、夏のプール遊び、秋の栗拾い、そして冬の
そり遊びなど自然界の妙を体得しながら、心身共にのびのびと健やかに育つよう願っております。
　「三つ子の魂百まで・・・」幼児から道徳性を備えた、円満な人格、情操豊かな人間として成
長するよう、子どもたちの成長をあたたかく見守って保育をしております。

　平日・土曜　７:30～18:30
　日曜・祝日　なし

源
内
幼
稚
園

源
内
歯
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

沖
館
小
学
校



設置 昭和 43 年 7 月 1 日

改築 平成 7 年 4 月 1 日

*****

園の特色

　・スイミング（毎週木曜日）
　
　・鼓笛フェスティバル
　
　・英語教室　（第2，4火曜日）
　
　・習字教室

　あり（生後6か月から）　バス代2000円

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

　なし

保育可能年齢

在宅の方への
子育て支援事業

障がい児保育

延長時間

保育標準時間 保育短時間

保育時間

給食費
【月額】

   2号認定　副食費：4,500円
※保護者の所得等により、
　副食費は免除になる場合があります。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

9:00～17:00
8:00～9:00

17:00～18:00

　生後43日以上

7:00～18:00 18:00～19:00

　あり

送迎バス

休日保育

在園児以外の
一時預かり

料金

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

　平日・土曜　　7:00～18:00　　1日1,000円
　日曜・祝日　　なし

保育方針 施設の案内図

　1　強く正しく朗らかに。

　2　さまざまな経験の中から豊かな人間の基礎を
        作る。

1時間：100円

・3～5歳児　無料

・0～2歳児
　　保護者の所得に応じて
　　市が設定した保育料金
　
　　　　　　　※別紙参照

1時間：100円

定員　50人
延長時間 保育時間

ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人清友会 園長　　奈良　佳代子

幼保連携型認定こども園おくない
***

http://seiyu-kai.jp/okunai/index.html

所在地 ＴＥＬ 017-754-2108

038-0054 ＦＡＸ 017-754-2116

青森市大字奥内字宮田568-2



所在地

設置 昭和 41 年 10 月 18 日

改築 平成 9 年 12 月 20 日

TEL 017-781-1577

038-0013 FAX 017-782-6182

青森市久須志4丁目12-1 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

園長　　棟方　沢子

教育方針 施設の案内図

　　豊かな人格の形成を目標におき、人間性の基礎を
　養います。教育目標を軸とし、“美しいものに感動
　できる”“まわりのものに関心を持ち、自分の発見
　や考えを素直に表現できる”“主体的に行動できる”
　“優しい心を大切にする”子どもを育てます。

　給食週5回　お弁当月1～2回　長期預かり時給食あり　※詳しくは園にお問い合わせください

その他の経費 　施設整備費10,000円　園外保育費2,000円

障がい児保育 　あり（要相談）

在宅の方への
子育て支援事業 *****

園の特色

　1食　  主食費：108円　副食費：216円
※保護者の所得等により、副食費は
免除になる場合があります。

　・子どもの育ちを保証するのは毎日の保育活動の積み重ねと、家庭との連携が最
　　も重要であり、本園ではその実践に努めています。
　・3歳児、4歳児、5歳児それぞれの発達を踏まえた、一貫した指導計画による教
　　育をします。
　・子どもの心身の健やかな成長や発達のために、日々の生活サイクルを一年を通
　　して安定させると共に、子ども自身が意欲をもって充実した園生活に取り組む
　　ことができるように努め、工夫しております。
　・親子の触れ合い、家族同士のつながりを大切にしたいという願いから行事やイ
　　ベントの際には丁寧な対応、環境づくりを徹底し、開催しています。
　　代表的なものは秋の運動会。青空の下でピクニック気分を兼ねた昼食時間を作
　　り、遠方からのご家族や地域の方にもご参加頂けるプログラムとなっておりま
　　す。
　・年々多様化している家庭に合わせた自由と気軽さを兼ね備えたイベント開催や
　　内容を目指しています。

給食

愛育幼稚園

http://www.aomori-aiiku.ed.jp/

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：7:30～9:30　14:30～18:30（平日）
　料　　　金：1日200円・月額1,000円・預かり保育バス利用1,000円（定員あり）
　長期休業中：あり　※詳しくは園にお問い合わせください。
　◆市から『保育の必要性の認定』を受けた方は、預かり保育に係る給付が受けられます。

保育料 　無料

送迎バス

　満3歳の誕生日を迎えた時点で入園可

教育時間 　9:30～14:30

定員　90人

制服 　制服購入金額　28,000円　　譲り受け可

　バス代（月額）  2,000円（兄弟軽減あり）

学校法人　青森愛育学園



設置 平成 31 年 4 月 1 日

改築 平成 年 月 日

保育方針

保育短時間

8:00～16:00
7:00～9:00

16:00～19:00

定員　19人

保育標準時間

7:00～18:00 18:00～19:00

在宅の方への
子育て支援事業 *****

 ・1時間：200円
 ・１か月前半後半

　 それぞれ1,500円

在園児以外の
一時預かり

障がい児保育

・保育者の目が届きやすく、家庭的でのびのびできます。

・少ない人数での保育だからこそ、一人ひとりにきめ細やかな対応ができます。

・本園である「こども園青い鳥」の子どもたちとの交流から、異年齢児と活動を
　共にする中で良い刺激を受けられます。

　なし

・1時間：　200円
・1か月：3,000円料金

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

　
　　　　　　※別紙参照

園の特色

保育可能年齢

　要相談

　生後57日以上～2歳児

休日保育

送迎バス

保育時間 延長時間

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

　
　　　　　　※別紙参照

　要相談

　要相談

三國谷　尚之

017-763-0632

保育時間 延長時間

・一人ひとりの育ちに合わせた保育

・個の成長から集団の関わりの中で「生きる力」や
 「思いやりの力」を育みます

設置年月日（改築年月日）

所在地

施設長設置主体

社会福祉法人新井田福祉会

TEL

017-763-5141FAX

ホームページ

施設の案内図

         小規模保育事業A型　　　ぴよぴよルーム青い鳥
***

https://www.blue-bird.jp/

038-0059

青森市大字油川字岡田33



設置

改築

　　　　　チャイルドケアセンター　ホク

http://www.minamifukushikai.com/

０３０-０８５５

青森市北金沢２丁目１８-１

蛯名　將之

017－776－6216

社会福祉法人南福祉会

所在地

施設長

令和2年4月1日

設置年月日（改築年月日） 設置主体

TEL

017－776－6216FAX

ホームページ

保育時間 延長時間

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

なし

なし

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談　情報提供
・こども食堂Cafeteria SunnySide「フードパントリー＆テイクアウト」（月１回）
・子育て広場きらり（月2回 第２・第４火曜）

1日利用　300円

在園児以外の
一時預かり

障がい児保育

　少人数で、家庭に近い雰囲気のもと、友達や保育士と仲良く生活しながら、丈夫な体と心を作ろうと
いう基本方針のもとに、一人ひとりの個性を大切にその芽を育てます。“様々な体験を通して感性豊か
な人間性をそだてる保育”を心がけ、乳幼児期からのベビーマッサージ、運動遊び、リトミック遊びな
ど、生活の中で楽しみながら色々な経験をさせることを大事にしていきます。
　
　また、『ホク』は、ハワイ語で『星』を表しています。子ども達一人ひとりが、“星のように光り輝
くかけがえのない存在”とし、どんな時でも“いそがず、あせらず、じっくりと”を心掛け、子どもと
の関わりを大切にした保育に取り組んでいます。

　そのほか、子ども食堂を運営しており、食育の他、敷地内で栽培している農作物の生長を身近に感じ
ることが出来ます。姉妹園との合同保育、合同行事も実施しております。

日曜日・祝日・年末年始　8：00～17：00　詳しくは園にお問い合わせください

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

送迎バス

園の特色

保育可能年齢

平日・土曜　8：00～17：00　１日１,５００円

０歳児～２歳児

休日保育

１日利用　300円
10日以上利用で

3,000円料金

施設の案内図保育方針

保育短時間

8：00～16：00（８時間）
7:00～8:00

16：00～18：00

定員　19人
保育時間 延長時間

・乳幼児期における特性をふまえ、環境を通して人格
　形成の基礎を培うことを基本とする。

・園における生活を通して生きる力を育成するように
　努め、０～２歳児の保育を行い、保護者とともに
　子どもを健やかに育成するものとする。

保育標準時間

7：00～18：00（１１時間） 18：00～19：00


