
設置 昭和 51 年 4 月 1 日

改築 平成 6 年 11 月 30 日

在園児以外の
一時預かり

給食費
【月額】

   2号認定　主食提供　　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。

　平日・土曜　　7:00～18:00（土曜は17:30まで）　4時間未満500円/以上1,000円
　日曜・祝日　　なし

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

保育可能年齢 　生後2か月以上

在宅の方への
子育て支援事業

・鼓笛練習に参加し、体力作りと協調性を養う。
・英語コンサートで国際感覚を養う。
・落語鑑賞会で日本の伝統芸能を学ぶ。
・その他、ジャグリング・マジック・パントマイム・ヴァイオリンなど様々な観賞会を行い、
　子どもの感性を育てる。
・保育園で、プロの料理人が料理するところを実際に見て食事を味わい、マナーも学ぶ。

*****

その他の経費

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

16:00～18:00　100円
18:00～19:00　100円

　なし

　なし

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

送迎バス

　詳しくは園にお問い合わせください。

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　60人

7:00～18:00 18:00～19:00

保育短時間保育標準時間

8:00～16:00 16:00～19:00

施設の案内図

心身の自立・豊かな人間性を育む保育

社会福祉法人桐紫会 園長　　中村　真依

保育方針

青森第三なかよし保育園
***

https://aomori-nakayoshi.com/daisan/

所在地 ＴＥＬ 017-741-7722

017-741-7807

青森市小柳3丁目15-1 ホームページ

030-0915 ＦＡＸ



設置 昭和 45 年 10 月 1 日

改築 平成 2 年 12 月 20 日

保育可能年齢 　生後2か月以上

在宅の方への
子育て支援事業

・鼓笛練習に参加し、体力作りと協調性を養う。
・英語コンサートで国際感覚を養う。
・落語鑑賞会で日本の伝統芸能を学ぶ。
・その他、ジャグリング・マジック・パントマイム・ヴァイオリンなど様々な観賞会を行い、
　子どもの感性を育てる。
・保育園で、プロの料理人が料理するところを実際に見て食事を味わい、マナーも学ぶ。

*****

園の特色

　平日・土曜　　7:00～18:00（土曜は17:30まで）　4時間未満500円/以上1,000円
　日曜・祝日　　なし

料金

その他の経費

・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

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

16:00～18:00　100円
18:00～19:00　100円

在園児以外の
一時預かり

給食費
【月額】

   2号認定　主食提供　　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。

   詳しくは園にお問い合わせください。

送迎バス 　なし

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし

心身の自立・豊かな人間関係を育む保育 地図の入力お願いします

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　60人

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

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

青森第二なかよし保育園
***

https://aomori-nakayoshi.com/daini/

所在地 ＴＥＬ 017-742-3969

030-0915 ＦＡＸ

保育標準時間 保育短時間

017-742-3982

青森市小柳6丁目11-11 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人桐紫会 園長　　工藤　禮子

保育方針 施設の案内図



設置 昭和 30 年 12 月 1 日

改築 昭和 62 年 12 月 17 日
社会福祉法人円覚会 園長　　柿崎　史子

青森双葉保育園
***

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

所在地 ＴＥＬ 017-741-5919

030-0911 ＦＡＸ 017-741-5935

青森市造道1丁目2-14 ホームページ

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

「明るく　元気な　温かい　思いやりのある子に」

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　60人

7:00～18:00

保育標準時間 保育短時間

在園児以外の
一時預かり

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　　副食費：4,500円

18:00～19:00 8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～19:00

　なし

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

　なし

※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。

送迎バス

在宅の方への
子育て支援事業

　合浦公園東口に隣接し、静かな環境にあって公園を我が庭のように遊歩し、自然の
恩恵を満喫し、健やかに保育されています。

*****

その他の経費

園の特色

休日保育

障がい児保育

　なし

　なし

保育可能年齢 　生後57日以上



設置 昭和 53 年 4 月 1 日

改築 平成 11 年 3 月 5 日

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

送迎バス 　なし

　平日・土曜　　9:00～18:00
　日曜・祝日　　なし

4時間まで1,000円・給食費200円
4時間を越えた場合、1時間につき200円を加算

定員　75人

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：500円　　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。

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

月払 1時間延長 3,000円
　　 2時間延長 4,000円
日払 1時間　　　200円
その後30分毎に100円加

算

・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
その後30分毎に100円加算

施設長

あさひ保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-742-6939

030-0914 ＦＡＸ 017-744-5134

青森市岡造道2丁目4-40 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

社会福祉法人五誓会 園長　　木村　秀和

18:00～20:00 9:00～17:00
7:00～9:00

17:00～20:00

保育標準時間 保育短時間

7:00～18:00

保育方針 施設の案内図

　・情緒が安定し、表現力が豊かでいつも笑顔で
   　いられる子

　・健康な身体と心を持ち、意欲があり、忍耐力と
　　たくましさのそなわった子

　・友だちと仲良く遊び、相手の気持ちを、考えら
　　れる優しい子

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

　なし

　なし

休日保育

障がい児保育

保育可能年齢 　生後43日以上

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

　集中力や感性を養い情操豊かな子どもに育つように、講師を招き３歳以上児を対象に
月１回表現活動を行っているほか、４・５歳児を対象に月２回の英語教室及び週１回のコンビネ
ーショントレーニングを開催している。
　また、３歳以上児全員で、年１回の幼児音楽発表会に参加し、いろいろな楽器演奏に
取り組む機会を多く持つようにしている。

※地域子育て支援センター事業により支援事業実施（別紙参照）



【別紙】

　　　　　　　

年９回

月１回

年４回

月1回

月1回

　　　　　　　　（訪問）（出張）    ※事前にご連絡ください

園の行事に親子で参加して、園生活を体験

園のお友だちと一緒にお誕生日をお祝い

室内の遊具で親子でのんびり遊んで過ごす

地域子育て支援センター　　あさひ保育園

○親子交流の場　　　　　　　　　　　月曜日～土曜日　　10：00～15：00

○育児相談　　　（電話）　　　　　　月曜日～土曜日　　 9：00～17：00
　　　　　　　　（来所）        　　月曜日～土曜日　　 9：00～17：00

○子育てに関する情報提供

○育児講座

親子で製作

親子で健康体操

親子で自由遊び

親子で行事に関係のある作品を作る

保育士や専門講師による親子で楽しむ健康体操

○あそびにおいでよ！青森市子育てひろば（E地区事務局）

※予約が必要な場合がありますので、事前に園にお問合せください。

お誕生会

お部屋開放日

お話の読み聞かせや手作りのおもちゃを作ったり、
バルーンアートなどで親子で楽しい時間を過ごす

○その他　子育て支援

体験入園

○子育てサークル

親子でリズム遊び 手遊びや歌、ふれあい遊びを楽しむ

なかよくあそぼう 歌をうたったり、体操をしたり、成長の記録を製作する



設置 昭和 52 年 4 月 1 日

改築 平成 28 年 12 月 8 日

小柳保育園
***

http://kinsei-kai.jp/

所在地 ＴＥＬ 017-741-5888

030-0915 ＦＡＸ 017-741-5888

青森市小柳2丁目8-2 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人均生会 園長　　山口　万里子

保育方針 施設の案内図

明るく元気で素直な子 地図の入力お願いします

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　70人

7:00～18:00

保育標準時間

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

保育短時間

利用1回：200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

利用1回：200円

18:00～19:00 8:30～16:30
7:30～8:30

16:30～17:30

　なし

在宅の方への
子育て支援事業

　異年齢児や老人との交流を図ったり、子どもたちが季節の移り変わりを感じとれる

よう行事をなるべく多くし、明るく元気で素直な子の育成を目指しています。

*****

園の特色

休日保育

障がい児保育

　生後43日以上

　あり

保育可能年齢

※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。

　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

   平日　　　　　　　　8:30～16:30　１時間200円　１日1,600円　

   土曜・日曜・祝日　　なし

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：1,000円　　副食費：4,500円

その他の経費

送迎バス 　なし

小柳
保育園

福士
レディス
クリニック

永井
商店

小柳
郵便局

国道4号



設置 昭和 60 年 4 月 1 日

改築 平成 2 年 11 月 1 日

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

　子どもは環境と関わりながら、そして自ら環境を作りあげながら成長していきますが、
時には大人の側が意図的により望ましい環境を整えてあげることも大事なことです。
　当園では、大事なお子様を責任を持ってお預かりし、絵画・制作や音楽・運動遊びを
中心に日常の保育を展開しておりますが、子どもたちのより豊かな心情や思考力の基礎
を培うために、次のような活動を遊びの中に取り入れております。
　　・外国人講師による英会話。
　　・体操教室（BLUE ｔies Inpression）
　　・書道講座（講師は高井安津子先生です）
　　・スイミングスクール
　以上のような活動は、小学校での教科学習へのスムーズな移行を目的としているもの
です。
　子ども自身の興味・関心を大切に受け止め、小学校からの学習に自ら意欲的・自発的
に取り組めるように保育を実践しております。
 ※お昼寝用のお布団やベッドは、園でご用意しております。

・人形劇鑑賞(年1回)　・子育て相談

　平日・土曜　　7:00～18:00　 4時間未満2,000円　　4時間以上3,000円

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

在園児以外の
一時預かり

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：3,000円　　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

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし

送迎バス

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

　子どもは豊かに伸びていく可能性をその内に秘めていま
す。現在を最も良く生き、望ましい未来を作り出す力の基礎
を培うことが戸山保育園の保育における基本理念です。
　この保育理念に基づき、次の保育目標を掲げています。

　1　情緒の安定　　　　　　2　心身の健康
　3　豊かな社会性の発達　　4　知性の育成
　5　豊かな言語の発達　　   6　感性と創造性の伸長

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　70人

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

17:00～19:00

保育短時間保育標準時間

設置主体 施設長

030-0957 ＦＡＸ

施設の案内図

社会福祉法人森の都 園長　　久保田　洋子

保育方針

設置年月日（改築年月日）

戸山保育園

http://toyama-hoikuen.com/about/

所在地 ＴＥＬ 017-743-4700

017-743-8833

青森市蛍沢3丁目３-１ ホームページ



設置 令和 元 年 9 月 1 日

改築 平成 年 月 日
社会福祉法人森の都 園長　　久保田　洋子

戸山保育園 (分園）クレヨン館

http://toyama-hoikuen.com/abouto/

所在地 ＴＥＬ 017-752-9977

030-0957 ＦＡＸ 017-752-9976

青森市蛍沢３丁目13-7 ホームページ

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

戸山保育園本園と同じく、次の保育目標を掲げています。

　1　情緒の安定　　　　　　2　心身の健康
　3　豊かな社会性の発達　　4　知性の育成
　5　豊かな言語の発達　　   6　感性と創造性の伸長
＊赤ちゃんの幸せとファミリーのハッピーを支えます

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員 22人

7:00～18:00

保育標準時間 保育短時間

9:00～17:00
7:00～８:00

17:00～18:00

在園児以外の
一時預かり

料金

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。
給食費

【月額】

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

送迎バス

　平日・土曜　　7:00～18:00　　４時間未満2,000円　　４時間以上3,000円

・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

・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

　なし

在宅の方への
子育て支援事業

戸山保育園本園から300ｍ程の距離にあり、戸山地区の中心地に位置する分園クレヨン館は、
０歳児から２歳児までの赤ちゃんのための保育施設です。
＊個人のそれぞれの生活リズムを尊重し、落ち着いた環境の中で保育を行っています。
＊お昼寝用のお布団は、園でご用意しております。
２歳児以降（兄弟入所以外）からは、基本は戸山保育園へ進級となります。

その他の経費

保育可能年齢 　生後43日以上

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし



設置 昭和 32 年 6 月 1 日

改築 平成 12 年 3 月 10 日

保育標準時間 保育短時間

017-736-2247

青森市矢作1丁目22-8 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

原別保育園
***

http://www.harabetu.ed.jp/default2.asp

所在地 ＴＥＬ 017-736-2238

030-0917 ＦＡＸ

施設長

社会福祉法人佐林会 園長　　成田　沙智子

保育方針 施設の案内図

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし

　楽しい遊びや活動を通して、健康な身体と生活習慣を形成
するとともに、自主的に行動する態度や意欲を身につけ、生
きる力の獲得をめざします。

　地域との交流や多様な文化、さまざまな状況の人々との出
会いなど感動的な体験を通して豊かな人間性を培います。

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　60人

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

16:30～19:00

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

　なし

料金

その他の経費

・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

・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

在園児以外の
一時預かり

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。

　なし

送迎バス 　なし

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

　開園以来およそ半世紀を経て、地域の中では親・子・孫の三世代にわたり保育園と
　のかかわりを持つ家庭も増えてきました。
　当保育園では、子どもたちの心身の望ましい発達と、地域の様々な人が互いに支え
　合い、より豊かな人間性を培う地域福祉社会の構築を目ざし、地域のニーズに合っ
　た保育園づくりに重点を置いています。

*****

園の特色



設置 昭和 54 年 4 月 1 日

改築 令和 1 年 10 月 1 日

保育可能年齢 　生後43日以上

　平日・土曜　　8:00～16:00　　 半日500円 ・ 1日800円
　日曜・祝日　　なし

料金

その他の経費

送迎バス

在宅の方への
子育て支援事業

○手と足を使う保育（車社会・便利社会に育つ子どもたちのために）
・広い園庭・・・・・・・・・・・・・・・・思いっ切り走って遊べる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（運動会もできる）
・たくさんの木や菜園・・・・・・・・・・・四季の変化や恵みを体験できる。
・園行事、季節行事に合わせ製作を楽しむ・・創造力をもって行動できる。
・専門講師による体育教室・・・・・・・・・基礎を踏まえて運動ができる。
・スイミングスクールに参加・・・・・・・・無理なく泳げ耐久力がつく。

・育児相談

・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

　なし

在園児以外の
一時預かり

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。

　なし

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　6６人

7:00～18:00 18:00～19:00

保育短時間

8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～18:00

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

施設の案内図

　・健康で明るい　子ども

　・情緒豊かで優しい　子ども

　・がまん強くたくましい　子ども

社会福祉法人育泉会 園長　　鈴木　博雅

保育方針

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

本泉保育園
***

http://motoizumi.ftw.jp/

所在地 ＴＥＬ 017-736-7477

030-0937 ＦＡＸ

保育標準時間

017-736-7477

青森市本泉2丁目16-15 ホームページ



設置 昭和 54 年 4 月 1 日

改築 平成 23 年 3 月 22 日

・園行事への参加（クリスマス体験入園）

その他の経費

※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。

保育可能年齢 　生後3か月以上

送迎バス

在宅の方への
子育て支援事業

・平成23年3月に園舎改築。
・恵まれた自然環境の中で、様々な体験を十分持ち、豊かな人間性を育んでいる。
・小学校低学年児童との異年齢児交流や、地域の高齢者との交流を図っている。
・スイミング 月3回、英会話 月2回、そろばん 月2回行っている。
   そろばんは、「記憶力」「情報処理能力」等、今後の勉強に於いて脳の土台作りに
　なります。また、左脳と右脳を同時に使うので鍛えにくい右脳の活性化に繋がります。
・遊びを通して「エジソン箸 」を使うことで小さいうちから、箸での食事ができます。気になる方は
是非見学にいらしてください。
・トイレトレーニングも個人差はありますが、1～2歳から布パンツで過ごすことが出来ます。
・日々の活動を写真や動画に収め、曲を付けDVDに編集し貸出しをしているので普段の様子が見られ
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

1時間：200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：200円

　なし

在園児以外の
一時預かり

　3歳以上児ベット使用　シーツ費用の一部負担あり

　なし

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし

18:15～19:15 8:00～16:00
7:15～8:00

16:00～19:15

保育標準時間

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：600円　　副食費：4,500円

保育短時間

保育方針 施設の案内図

　　　　　「明るく元気で思いやりのある子」

　身のまわりの様々なものに対する興味や関心を満たし
　ながら豊かな感性が育つようにする。

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　50人

7:15～18:15

ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人ぎんなん会 園長　　今　睦子

宮田保育園

http://www.miyatahoikuen.com/gaiyo.html

所在地 ＴＥＬ 017-752-8250

039-3505 ＦＡＸ 017-726-2140

青森市大字宮田字玉水181-2



設置 昭和 50 年 4 月 1 日

改築 平成 13 年 11 月 26 日

在宅の方への
子育て支援事業

　　家庭的な雰囲気を心がけ、心身共に健康で、また地域の人々との交流を密にし、
　心豊かな子の育成を図っています。

*****

その他の経費

　なし

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

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

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし

保育可能年齢 　生後43日以上

送迎バス

   2号認定　主食費：1,500円　　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。

在園児以外の
一時預かり

給食費
【月額】

　なし

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　60人

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

16:00～19:00

保育標準時間

施設長

保育方針 施設の案内図

　・心身ともに健康な子どもを育てる。

　・養護と教育が一体となって、豊かな人間性を培う。

社会福祉法人筒井福祉会 園長　　今　一志

保育短時間

八重田保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-736-5735

030-0912 ＦＡＸ 017-736-5738

青森市八重田3丁目4-17 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

ユニバース
（ラ・セラ）

小柳小学校至浅虫

県病

東
バ
イ
パ
ス



設置 令和 1 年 10 月 1 日

改築 平成 年 月 日

桜川保育園　浜館分園
***

所在地 ＴＥＬ ０１７-７１８-７２２８

０１７-７１８-７２２８

青森市大字浜館字見取６番 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

030-0947 ＦＡＸ

社会福祉法人　さくら愛育会

　なし

　なし

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

施設の案内図

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：300円　　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。

佐藤　勇太

保育方針

保育短時間保育標準時間

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

定員３０人

7:00～18:00
7：00～9：00

17：00～18：00

その他の経費

無料

9:00～17:00

　なし

18:00～19：00

保育時間 延長時間

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

保育時間 延長時間

障がい児保育

休日保育

送迎バス

・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

　なし

在園児以外の
一時預かり

利便性が高い立地。
浜館小学校が向いにあり、浜館支所の隣です。

定員30名（0歳～5歳）
０歳から入園し、５歳まで進級卒園後、隣の浜館小学校へ
入学する等、一貫性感がある分園です。
※分園と桜川本園への転入・転出も可能。

浜館分園

浜館支所

浜館小学校

赤から１.家庭的な雰囲気の中で保育する。

２.規律ある生活習慣の体得を図る。

３.協調性のある豊かな人間に育てる。

４.知的好奇心を育てる。



56 年 4 月 1 日

17 年 11 月 10 日

給食費
【月額】

　１号認定　主食費：1,000円　副食費：3,800円

　２号認定　主食費：1,250円　副食費：5,250円

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

生後2か月以上 8:00～16:00

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

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
90人

保育可能
年齢 延長時間

18:00～19:00
（1時間200円）

保育時間

7:00～18:00
16:00～18:00
（1時間200円）

標準時間認定

昭和

平成

10:00～14:00 なし

平日

教育方針 施設の案内図

　－ 健康で明るく、心豊かな子ども －
　
　　・友達と仲よく遊ぶ

　　・よく見、よく聞き、よく考える

　　・思ったことは、はっきりと話す

　　・自分のことは、自分でやる

地図の入力お願いします

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
35人

教育時間
長期休業中の一時預かり

8:00～16:00
（1日600円・半日300円）

一時預かり（在園児）

土

15:00～18:00
（1時間200円）

　なし

在園児以外の
一時預かり

　なし

休日保育利用料金

設置
学校法人青森田中学園 園長　　岩葉　悦子

改築

送迎バス

制服

その他の経費

短時間認定

保育時間 延長時間

　1・2号認定：行事費年間10,000円、特色ある教育経費1,500円

       ３号認定：行事費年間   6,000円

障がい児保育 　あり（要相談。面談後、受け入れの可否を決定）

園の特色

・情報提供
・「親子で作ろう！」（年5回）季節や月に合った作品を親子で一緒に作成する。
・「水遊び保育見学会」（年3回）幼稚園の水遊び保育を見学したり、水遊びを楽しむ。
・「みんなでEnglish!～英会話保育体験～」（年4回）英会話保育に一緒に参加しながら英会話を楽しむ。

在宅の方への
子育て支援事業

・英会話遊び保育（外国人講師による学年毎の保育）
・水遊び保育（専用温水プ－ルを使って講師による学年毎の保育）
・リズム・体育遊び保育（身体の表現活動・体育遊びを通して健康的な体を育てる）
・数遊び保育（遊びを通して、数や量についての感覚を育てる）
・ことば遊び保育（ことばや文字に親しみを持ち、言語活動を豊かにする。絵本に親しませる）
・附属第一・第二幼稚園、特別養護老人ホーム三思園、中央文化保育園、浦町保育園との交流を深
める。

認定こども園　青森中央短期大学附属第三幼稚園

https://www.chutan.ac.jp/kg/

　あり（2歳児から）バス代  往復2,000円

　1・2号認定あり　購入金額    20,000円前後（譲り受け可）3号認定なし

青森市大字原別字袖崎9 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地 TEL 017-726-2112

030-0921 FAX 017-726-2112

施設長



50 年 4 月 1 日

24 年 9 月 6 日

障がい児保育 　なし

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談  ・情報提供
・行事への参加

園の特徴

延長時間延長時間
2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
60人

保育可能
年齢

16:00～17:00
（月1,000円）

保育時間

8:00～16:00

短時間認定

生後43日以上
18:00～19:00
（月1,000円）

保育時間

7:00～18:00

標準時間認定

　平日・土曜　8:00～18:00　（0～2歳：1日1,200円・3～5歳：1日1,000円）

　１．和太鼓、音体・・・健康でたくましい身体づくり、協調性を養う
　２．絵画、造形・・・・いろいろな材料を用い、表現・創造を楽しませる
　３．畑づくり・・・・・生命の不思議さに気付かせ、収穫の喜びを味わう
　４．視聴覚指導・・・・視聴覚教材を用い、生活体験の場を広げる
　５．交通安全・・・・・交通の規則がわかり守ることができるようにする
　６．英語で遊ぼう・・・英語であそびながら、興味をもつ
　７．学研わくわくタイム・・・就学前の1年を大切にし、文字や数字に興味をもつ

　1号認定　主食持参　　副食費：4,500円

保育方針 施設の案内図

　明るく　仲良く　元気な子ども
　（子どもの心と体を育てる保育園）

　①身体の丈夫な子ども
　②心のあたたかい子ども
　③よく見、よく聞き、よく考える子ども
　④生き生きと表現できる子ども
　⑤仲よく力を合わせる子ども

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

　2号認定　主食持参　　副食費：4,500円

在園児以外の
一時預かり

休日保育利用料金 　なし

その他の経費 　なし

給食費
【月額】

　3号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

所在地 TEL 017-726-0678

030-0931 FAX 017-726-0718

長期休業中の一時預かり

施設長

設置
社会福祉法人　森越福祉会 園長　　木下　良子

改築

教育時間
一時預かり（在園児）

土
あり

1日1,000円

平日

８:30～12:30 なし
12:30～16:30
（1日1,000円）

　日曜・祝日　なし

幼保連携型認定こども園　青森東こども園
***

http://www.aomorihigashi.com/

　なし

　なし

青森市大字平新田字森越18-5 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

昭和

平成

送迎バス

制服

地図の入力お願いします

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
5人

青森東
こども園



48 年 4 月 1 日

13 年 2 月 13 日

認定こども園　あかしや保育園
***

info@akasiya-hoikuen.com

　なし

　なし

設置年月日（改築年月日） 設置主体

昭和

施設の案内図

送迎バス

所在地 TEL 017-736-4201

030-0921 FAX 017-757-8885

青森市原別8丁目11-15 ホームページ

8:30～16:30

短時間認定

施設長

設置
社会福祉法人　あかしや会 園長　　奥谷　由美子

改築

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
50人

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
3人

・明るく、元気で素直な心を養う
　
・友達や動植物に親しみ、いたわる心を養う
　
・色々なものに興味を持ち、自発的に活動する心を
   養う

平成

保育方針

教育時間

障がい児保育 　なし

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

　・親子交流（年2回）　絵本の読み聞かせ、ままごと、制作   育児相談10時-16時

　東に陸奥湾、南に野内川、そして西には遊歩道があり、四季を満喫できる恵まれた
自然環境にあります。
広々とした園庭もあり、施設的にも恵まれた環境を有しています。
　さらに、年間を通して、紙版画や絵画などの製作活動や鍵盤ハーモニカを主とした
音楽活動に取り組み、情操教育にも力を注いでいます。
　平成16年度からは、近くの医療・保健施設を訪問して、合奏発表などを中心に交流
を行うなど世代間交流にも積極的に取り組んでいます。

一時預かり（在園児）

土

　2号認定　主食持参　　副食費：5,000円

　3号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

8:30～12:30
7:00～12:30

（1日1500円）

長期休業中の一時預かり

延長時間

保育可能
年齢

平日

7:00～8:30
12:30～19:00
（1時間200円）

標準時間認定

7:00～8:30
16:30～19:00
（1時間200円）

7:00～18:00

　　夏休み（8月10日～8月20日）
　　冬休み（12月28日～1月14日）
　　春休み（3月28日～4月2日）
　　利用料金 1時間200円・1日1,500円

延長時間

休日保育利用料金 　なし

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】

在園児以外の
一時預かり

　利用したい日の7:00～18:00のうちの８時間以内
　４時間以内1,000円・1日2,000円

保育時間

生後43日以上
18:00～19:00
（1時間200円）

　1号認定　主食持参　　副食費：4,500円

制服

その他の経費 　ピアニカパイプ400円　　（その都度）

保育時間



54 年 4 月 1 日

17 年 10 月 22 日

　2号認定　主食費：1,500円　副食費：4,500円

昭和

平成

　1・2号認定　あり　　購入金額30,000円程度（譲り受け可）　　3号認定なし

10:00～14:00

7:30～18:30

夏休み・冬休み・春休み
７:30～8:30（30分100円）
8:30～18:00（30分50円）

18:00～18:30（30分200円）

8:00～16:00

※土曜保育の利用がない場合減免あり
　主食費：1,000円　副食費：4,000円

制服

設置
学校法人杉の子学園 園長　　藤本　泰史

改築

教育方針 施設の案内図

在宅の方への
子育て支援事業

・子育て相談
・「すぎのこのびのび教室」（月1回）２～3歳児対象：親子遊び・製作・園庭開放等
・「すぎのこにこにこルーム」（月1回）０～１歳児対象：親子遊びの場、園庭開放等

保育時間 延長時間

　3号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

　1号認定：施設整備維持費2,000円/月　行事費3,000円/年　3歳児～教材費6,000円/年
　入園手続き料2,000円　2・3号認定：施設整備維持費2,000円/月　行事費3,000円/年

在園児以外の
一時預かり

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
105人

保育可能
年齢

    7:30～ 8:00  （30分   無料）
  16:00～18:00 （30分  50円）
  18:00～18:30 （30分200円）

　あり（2歳から）　月額2,500円　（1号認定バスの運行時間等に準ずる）

　平日　10:00～16:00　　1時間400円

休日保育

　幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、
乳幼児の心身の健全をはかり、伸びゆく力を助長し、
豊かな情操、道徳性の芽生えを培い自主・自立の精神
と創造力、正しい社会態度を養い、望ましい人間形成
にあたる。

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
60人

教育時間
一時預かり（在園児）

標準時間認定

なし

平日

 7:30～  8:30 （30分  100円）
14:00～18:00（1時間　50円）
18:00～18:30（30分 200円）

土

長期休業中の一時預かり

延長時間

幼保連携型認定こども園　第二すぎのこ幼稚園
ＱＲ

コード

http://www.suginoko-k.ed.jp/青森市はまなす1丁目7-1 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地 TEL 017-726-0200

030-0919 FAX 017-726-0204

施設長

　青森市初の「認定こども園」です。幼稚園と保育園のそれぞれの良いところを生かし
ながら、0歳児から就学前までの一貫した教育・保育を一体的に行い、さらに認定こど
も園に通っていない子どもや保護者においても、地域における子育て支援を行っていま
す。保育教諭の資格を持った職員が、子どもの教育・保育を行います。また、栄養士に
よる献立の給食を提供し、よい食習慣の形成や食育にも取り組みます。異なる年齢の子
ども同士が関わることにより、人を思いやる優しい心を育てます。

障がい児保育 　なし

園の特色

短時間認定

生後3か月以上

その他の経費

　なし

　土曜・日曜・祝日　なし

送迎バス

給食費
【月額】

　1号認定　主食費：　800円　副食費：3,200円

なし

保育時間

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



48 年 3 月 8 日

9 年 7 月 31 日

認定こども園　青森第一うとう幼稚園
***

http://www.青森第一うとう幼稚園.com/

 　バス代　2,000円

　 あり　購入金額（男：29,020円、女：27,510円）　譲り受け可

青森市小柳６丁目11-12 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

送迎バス

制服

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
90人

教育時間
一時預かり（在園児）

昭和

施設長

設置

所在地 TEL 017-743-2027

030-0915 FAX 017-743-2027

学校法人　青森うとう学園 園長　工藤　舞子
改築 平成

2号認定
（保育認定）

利用定員
30人

保育可能
年齢

教育・保育方針 施設の案内図

学校教育法の精神にのっとって、幼児を保育し、適当な
環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的と
します。

土

長期休業中の一時預かり

9:30～13:30

満３歳以上

延長時間

なし

保育時間

7:30～18:30
（1日300円）

平日

8:00～16:00

短時間認定

その他の経費
【月額】

障がい児保育  　なし

・情報提供
・「うとうキッズクラブ」（年30回程度）　絵本の読み聞かせ・制作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ベビーマッサージなど

・鼓笛演奏を通し、協調性、我慢強さ、集中力、機敏性を養います。
・外国人歌手による英語コンサートを開き、国際感覚を身に着けるようにしています。
・外国人講師による英語教室・アート教室・体操教室・ダンス教室・スイミング・リト
ミックを実施しています。

園の特色

在園児以外の
一時預かり

　 なし休日保育利用料金

　教材費：800円　行事費：500円　施設整備費：200円　（1号認定のみ）

　 なし

在宅の方への
子育て支援事業

保育時間 延長時間

7:30～18:30

春休み・夏休み・冬休み
7:30～18:30

　（1日300円）
14:30～18:30
（1日300円）

標準時間認定

16:00～18:30
（1日300円）

保育料
　満3～5歳児　無料
　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歳児の2号認定園児）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

給食費
【月額】

　１号認定　主食費：0円　副食費：3,500円

　２号認定　主食費：0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。

成田
本店

生協

１００円
ショップ

生協クリーンＢＯＸ

トヨタ
カローラ

うとう
幼稚園

ほ
ろ
が
け

公
園

うとう幼稚園の看板

保



所在地

設置 昭和 54 年 4 月 1 日

改築 平成 11 年 2 月 1 日

園の特色

・元気に明るくすくすくと、幼児期に大切な遊びを中心に、集団生活において基本
　的な生活習慣や社会的ルール等を身につけることに重点をおいています。
・園の畑でじゃがいも植えの他、トマトなど無農薬野菜を育て、成長を観察し、自
　然との触れ合いを楽しんでいます。
・情操教育の一環として、リトミック、外国人の先生による英語教室の他にスイミ
　ングやサッカーも行っています。青森県幼年サッカー大会では過去に数回の優勝
   実績もあります。
・預かり保育も充実しており、日曜、祝日を除き、春、夏、冬休み期間中も実施し
　ています。
　平日 7:30～19:00、土曜 8:00～16:00　預かり保育代は1日250円です。
・広い園庭も自慢の一つです。

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談  ・情報提供
・「子育てすくすくクラブ」（月１回）２歳～：ジャガイモ掘りや親子でリトミック、
　お店屋ごっこ、簡単な制作など

その他の経費 　施設設備費：10,000円　　入園手続き料：2,000円　　教材費：8,000円

障がい児保育 　あり　

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：7:30～19:00（平日）　8:00～16:00（土曜）
　料　　　金：1日　250円
　長期休業中：※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。

送迎バス 　バス代（月額）2,600円（片道1,300円）

制服 　あり　購入金額：13,800円　　譲り受け可

　家庭からのお弁当・給食どちらでも可（給食費：1食300円）

給食 　月額　主食費：1,620円　副食費：3,780円
　　　　　　※月ごとに金額の変動あり。

※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。

定員　90人 　満3歳の誕生日を迎えた翌日より入園可

教育時間 　9:30（7:30から登園可）～13:30（15:00～19:00　延長保育：250円）

保育料 　無料

学校法人　赤平学園 園長　河野　五百子

教育方針 施設の案内図

　・いろいろなことに興味、関心を持てる子

　・自分で考え、行動できる子

　・物事を最後までやり通す、集中力のある子

青森市大字駒込字蛍沢280-3 ホームページ http://aktanpopo.com/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

たんぽぽ幼稚園
***

TEL 017-742-0985

030-0953 FAX 017-742-0985

青森大学

至　月見野霊園

至　昭和大仏

青森環状線

明
の
星
通
り

たんぽぽ
幼稚園

Ｎ



所在地

設置 昭和 60 年 4 月 1 日

改築 年 月 日

園の特色

・異年齢児交流保育活動を通して、主体的に遊びを展開できるようプログラムを構成

・体操教室・週１回、英語教室・月２回、サッカー教室・月１回（専門の講師による）

・県内初の試み、『サントレ（言葉の教育）』を実施

・特設指導（ヤクルトスイミングスクールの提携）

・課外活動…BLUE KIDSの先生による体操教室（希望者）

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・情報提供
・「おひさまクラブ」（月2回）体操教室、行事の参加、制作など

その他の経費 　教育充実費30,000円（入園時のみ）・教材費　約4,000円（入園時のみ）

障がい児保育 　あり　（要相談）

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：7:30～8:３0　14:00～18:00（平日）　8:10～12:10（土曜）
　料　　　金：1回　300円
　長期休業中：※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。

送迎バス 　バス代（月額）往復2,500円（片道1,250円）

制服 　なし

　週5回給食（月・火・水・木・金）　
給食

　月額　主食費：2,000円　副食費：4,000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。

　満3歳の誕生日の前日から入園可

教育時間 　9:30～13:30

保育料 　無料

定員　25人

学校法人　青森山田学園 園長　越後谷　絹子

教育方針 施設の案内図

　　自然の緑に囲まれた明るい環境の園舎を中核に、
　心身のバランスのとれた基本的な力を身に付けた
　子どもを育てる
　
　　・なかよくあそぶ子ども

　　・元気にあいさつする子ども

　　・気持ちをことばで言える子ども

青森市赤坂1丁目27-9 ホームページ http.//www.hotarugaoka.com

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

 青螢ヶ丘幼稚園
***

TEL 017-742-4452

030-0956 FAX 017-752-6676



設置 平成 27 年 7 月 1 日

改築 平成 年 月 日

チャイルドホームたんぽぽ
***

030-0953

青森市大字駒込字蛍沢279-4

所在地 TEL

FAX

ホームページ

017-742-9727

　安心、安全を基調に自ら伸びる力を大切にしながら
　心身ともに健全な保育を心がける

料金

定員　19人

施設長

施設の案内図

保育短時間

7:00～18:00 18:00～19:00
8:30～16:30

（登園時間については要相
談）

16:30～19:00

　なし

017-742-9727

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

　　　　　　 ※別紙参
照

設置年月日（改築年月日） 設置主体

チャイルドホーム　たんぽぽ 小幡　致知

保育標準時間

保育方針

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

園の特色

・恵まれた自然環境を生かし、園児の自主性と意欲を引き出す豊かな体験ができる保育を
　行います。

・ピアノ等音楽による情操教育を行います。（リトミックなど）

在宅の方への
子育て支援事業 *****

1日：200円

在園児以外の
一時預かり

保育可能年齢 　生後2か月以上

1日：200円

休日保育

障がい児保育 　あり（要相談）

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

　　　　　　 ※別紙参
照

　平日　　　　　　　　9:00～15:00　1時間300円（ただし、定員内の人数に限り）
　土曜・日曜・祝日　　なし

送迎バス 　あり（ただし、居住地によりできない場合もあり）



設置 平成 31 年 2 月 1 日

改築 平成 年 月 日

ぴよぴよランド
***

所在地 TEL 017-752-6251

030-0941 FAX 017-752-6252

青森市自由ヶ丘２丁目12-20 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

株式会社ぐるめ 村田　洋子

保育方針 施設の案内図

・明るく安全な環境と家庭的な雰囲気の中で、情緒を安定さ
せ、自己実現を図り、一人ひとりの個性を伸ばします。
・遊びや保育活動を通し、健康な身体と生活習慣を形成する
と共に、自主的に行動する態度や意欲を身に着け、生きる力
の獲得を目指します。
・いろいろな活動を友だちや保育士と経験することを通し
て、自分に自信を持ち、相手を認め、互いに尊重し合う豊か
な人間性を培います。

16:00～19:00

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

1時間：200円

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

　　※別紙参照

1時間：200円

定員19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 8:00～16:00

在園児以外の
一時預かり

　あり

休日保育

送迎バス 　なし

　なし

障がい児保育 　なし

保育可能年齢 　生後2か月以上～

園の特色
　当園の保育目標である「じょうぶな体で元気な子」「明るく優しく素直な子」「思いやりのある
子」を基本とし、少人数だからこその手厚い保育・保護者の皆様との連携・お子様一人ひとりが安
全安心に過ごせる環境作りを大切にし、職員一丸となり保育に努めております。

在宅の方への
子育て支援事業 *****


