
設置 昭和 46 年 4 月 1 日

改築 平成 4 年 2 月 11 日

在宅の方への
子育て支援事業 *****

障がい児保育 　あり

保育可能年齢 　生後43日以上

園の特色

・園舎は高台にあり、東に陸奥湾、南に八甲田山が見え、眺めがいい。(裏山の林をまわると西に岩木山も見える)
・南側にビオトープと芝生の遊び場、裏山に林があり、自然環境に恵まれている。
　子どもたちはその中で、泥だんご作りや虫採りなど、夢中になって遊べる。
・園舎は白い外壁で、屋内は採光が良く明るい。
・30数年来リズム運動に取り組み、子どもたちの全身発達を育んでいる。
・絵本の読み聴かせやわらべうた、絵画・版画制作に取り組んでいる。
・子どもの成長を記録し、それを保育実践や日々の保育に生かすことで、保育内容の充実を目指
   している。
・天然調味料、無農薬五分つき米（乳幼児・年少児）、年中児以上は御飯持参。
・冷凍母乳や授乳の相談が可能。
・週2回手作りおやつを実施。（卵・牛乳を一切使わず、白砂糖は使わず甘さはご飯から作った甘酒又はてんさい糖を
使用しています）
・食器洗いには石けん成分のものを使い、合成洗剤は使っていません。
・アレルギー対応食を10数年来実施。除去食や代替食、離乳食は、保護者の方と相談しながら
　個別に対応可能。

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。

休日保育 　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。

在園児以外の
一時預かり

　平日・土曜　　7:00～19:00
　日曜・祝日　　なし

　1日8時間以内　　　週3日、月12日程度
　1時間： 0,1歳児　　300円（30分150円）
　　　　   2歳児以上　200円（30分100円）
　おやつおよび給食費　1日　　200円

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

18:00～18:30:100円
18:30～19:00:200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

30分毎　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 8:30～16:30

社会福祉法人しらかば福祉会 園　長　小山内　静子

保育方針 施設の案内図

○豊かな自然環境の中で遊ぶことにより、自立を目指
　し、豊かな創造性を育てます。

○遊びを原点とし、芸術や創造活動を通して豊かな
　人間性を育み、表現力を培います。

○安心できる環境の中で、地域・保護者・子どもと共に
　学び合います。

青森市大字新城字平岡146-101 ホームページ http://shirakabahoikuen.jp

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

しらかば保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-788-3441

038-0042 ＦＡＸ 017-718-3882



設置 昭和 49 年 4 月 1 日

改築 平成 8 年 2 月 1 日

　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

障がい児保育

　なし

　なし

　あり

送迎バス 　あり　生後3か月程度から（要相談）　バス代無料

その他の経費

保育可能年齢

在宅の方への
子育て支援事業

園の特色

・ゆとりのある保育・・・・・　子どもらしさを大切にした、ゆとりのある保育を行っています。
                                            「明日もまた保育園に来たい！」と子どもに思ってもらえるような
　　　　　　　　　　　　　　　保育内容に努めています。
　
・通園バス利用の園外保育・・　天気の良い日は県内のいろいろな公園や野山そして各イベント
　　　　　　　　　　　　　　　に出かけます。新しい体験を通して視野を広めたり、自然の散
　　　　　　　　　　　　　　　策を通して感動したりと、社会や自然に関心を持つ感性と情緒
　　　　　　　　　　　　　　　を育む保育を行っています。
　
・習字・スイミング教室・・・　4・5歳児を対象に専門家による習字、英会話、スイミング
　英会話・リトミック教室 　　  スクールでのスイミング指導。4・5歳児対象のリトミック教室
　ピアノ教室　　　　　　　　　この他3・4・5歳児を対象にしたピアノ教室があります。
　
*通園バス　延長保育料金は無料です。

・育児相談
・ピアノ教室（週4回）
・リトミック（年4回）

　生後43日以上

6:30～8:30
16:30～19:30

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

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　50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

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

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。

園長　　山上　華奈子社会福祉法人高田福祉会

保育方針 施設の案内図

　
　　　　元気なあかるい子

　　　　　★みんなと協力できる子ども

　　　　　★自主性のある子ども

　　　　　★がまん強い子ども

　　　　　★創造力豊かな子ども

地図の入力をお願いします。

6:30～17:30 17:30～19:30 8:30～16:30

高田保育園
***

https://www.ans.co.jp/u/takadafukushikai/

所在地 ＴＥＬ 017-739-3641

030-0151 ＦＡＸ 017-739-3641

青森市大字高田字日野200 ホームページ

コンビニ



設置 昭和 33 年 4 月 1 日

改築 昭和 46 年 9 月 1 日

浪館保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-766-1307

038-0022 ＦＡＸ

定員　60人
延長時間 保育時間

青森市大字浪館字平岡66-1 ホームページ

浪館安田福祉会

保育方針 施設の案内図

設置年月日（改築年月日）

017-766-1405

施設長設置主体

保育可能年齢

　〇体を丈夫にするために、天気の良い日は太陽の下、園庭でのびのび遊んだり、
　　地域へ散策に出掛けています。４歳児・5歳児は体づくりの一環にスイミング
　　をやっています。
　〇5歳児は英語教室、習字の時間を設けています。
   〇保護者さま・地域の皆さまとの情報交換を密にし、きめ細かい保育に努めて、
　　『安心・安全・信頼』される保育園を目指しております。

　　　　　見学はいつでもできますので、お気軽にお電話ください。

*****

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

保育方針
　　◎心身の自立を促し、生命の基礎を培う保育

保育目標
　　◎健康で元気に活動する子
　　◎友達と仲良く遊べる子
　　◎季節の変化に関心を持つ子
　　◎自分で良く考えて行動する子
　　◎元気にあいさつができる子

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

　あり　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

無料

　生後43日以上

園長　　秋元　滿則

　なし

　なし

　なし

保育時間

7:00～18:00

保育短時間

18:00～19:00

無料

8:00～16:00

延長時間

保育標準時間

7:00～8:00
16:00～19:00

   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

障がい児保育

給食費
【月額】

送迎バス 　なし

その他の経費

休日保育

県総合運動公園

←安田 三内→

←金沢小

陸
上
自
衛
隊



設置 昭和 48 年 4 月 1 日

改築 平成 13 年 12 月 24 日

　なし

　なし

　なし

　生後43日以上

　　外国人英語講師による 　スポーツ塾MATSURI

　4.5歳児・月３回「英語の日」 3.4.5歳児「体育の日」

設置年月日（改築年月日）

青森市里見1丁目8-37

保育方針

ＦＡＸ

社会福祉法人黎明会

施設の案内図

園長　　林　秀雄

設置主体

ホームページ

施設長

ひなづる保育園
ＱＲ

コード

https://www.hinaduru.jp

所在地 ＴＥＬ 017-781-1219

017-781-1558038-0032

３０分毎：100円

保育時間 延長時間 保育時間

キッズタブレット

18:00～19:00 9:00～17:00

保育標準時間

・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　主食費：1,500円　副食費：4,500円
※完全給食
　年収約360万円未満は、主食費無料

定員　60人

7:00～18:00

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

料金

保育短時間

30分毎：100円

7:00～9:00
17:00～19:00

延長時間

　なし

在宅の方への
子育て支援事業

在園児以外の
一時預かり

休日保育

障がい児保育

送迎バス

保育可能年齢

・育児相談（随時）地域の子育て中のご家庭を対象
　【相談方法】①電話相談  　         ②来園相談
　【相談内容】①育児に関する相談　②お子さんの発育・発達・成長過程の相談
　　　　　　　③食育に関すること　④健康（アレルギー等）　⑤児童福祉に関する相談等
・図書室開放　（年12回　第4土曜日）
地域の皆様と『共に育て・共に考え・共に助け合う』ことを心がけ、次代を担う子どもたちやご家庭をサポートします。
いつでもお気軽にご利用ください！

その他の経費

園の特色

※新型感染症の
感染状況により
実施できない場
合あり

親子で絵本が楽しめる『絵本の日』
図書室を地域の子育て世帯の皆さんに開放。 毎月第4土曜日10：00～12：00

保育理念

すべては
子どもの

笑顔のために！

保育目標

・心身共に健康な子ども
・思いやりのある子ども
・ねばり強い子ども
・生命の尊さを知る子ども



設置 昭和 54 年 4 月 1 日

改築 平成 13 年 5 月 31 日

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：50円/1回　　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。

ひまわり保育園

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

所在地 ＴＥＬ 017-766-0411

038-0032 ＦＡＸ 017-766-0442

青森市里見1丁目5-25

延長時間

保育標準時間

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ＷＩＮＧ 園長　　間山　奈帆子

保育方針 施設の案内図

　  「仲良く、明るく、元気な子ども」を基本方針に

  掲げ、発達段階に応じた保育計画を作成し、乳幼児

  の全面発達を促しながら、保育目標の達成に努力し

  ています。

延長時間 保育時間

保育短時間

保育時間

障がい児保育

   1時間当たり
   0,1,2歳児　   200円
   3,4,5歳児　   100円

　平日・土曜　　9:00～17:00
　日曜・祝日　　なし

　なし

　なし

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

休日保育

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

延長区分毎：100
円

区分①7:00～9:00
区分②17:00～

18:00
区分③18:00～

19:00

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

　当法人では「地域子育て支援センター」を運営していることから、支援センターとの

連携を密にし、支援センターの提供する保育サービスを活用した子育て支援等新たな保

育の展開を図っています。

※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



【別紙】

　　　　　　　

月1回

月1回

月1回

月1回

月1回

月1回

月1回

○子育てに関する情報提供

○育児講座

おしゃべり会

地域子育て支援センター　　ひまわり保育園

　　　　　　　　（訪問）　相談者の自宅や施設で実施　　　　※事前にご連絡ください
　　　　　　　　（手紙）　随時

○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　　9：30～17：00
　　　　　　　　（来所）　金曜日　　　　　　9：30～15：30 ※事前にご連絡ください

ベビー＆フィットネス

子どものこと、自分のことおしゃべりをしてリフレッシュ！

生後7か月～参加できます

生後4か月～1歳　親子で体操

○その他　子育て支援

誕生会 その月の誕生会のお子さんをお祝いします

赤ちゃんサークル
赤ちゃんをもつママと妊婦さんのおしゃべりと情報
交換の場

エアロビクス

ハローtime おはなし、模倣遊びなど英語で楽しみます。

園庭であそぼう

○子育てサークル

スマイルままサークル
ママのためのヨガやストレッチなどでリフレッシュ、
アロマなどの手づくり、子育てに役立つ講習会など

6月～11月 （月3回）主に金曜日　10：30～12：00

○あそびにおいでよ！青森市子育てひろば（B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。

お部屋であそぼう 12月～5月 月のテーマに沿った遊びを提供します。



設置 昭和 53 年 4 月 1 日

改築 平成 24 年 4 月 1 日

保育可能年齢

休日保育

その他の経費

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

障がい児保育

　平日・土曜　　8:00～17:00

　日曜・祝日　　なし

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

　本園は新城の高台にあり、園庭をはさんで隣接されたデイサービスの高齢者と
交流を重ねることで思いやりや感謝の心を育んでおります。
　開園以来無理なく「音楽を好きな子どもに育てたい」という希望のもとで、環境
づくりを大切に保育を進めております。
　近くに園の運動場と畑があり、伸び伸びと遊び、さまざまな体験をしながら絵や
版画への表現意欲を高めております。
　また、手作り給食、手作りおやつは当園の自慢の1つでもあります。
　平成24年度より園舎を改築し新園舎となりました。

*****

　なし

　なし

　生後43日以上

送迎バス 　なし

7:00～19:00 18:00～19:00

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　60人
延長時間 保育時間

8:30～16:30
7:00～8:30

16:30～19:00

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

在園児以外の
一時預かり

  0歳児半日給食なし　　1,000円　1日2,000円
  1、2歳児半日給食なし　 900円　1日1,800円
  3歳児以上半日給食なし　750円　1日1,500円
  給食が必要な場合は＋200円となります。

延長時間

保育標準時間 保育短時間

保育時間

給食費
【月額】

ＦＡＸ 017-788-5337

青森市大字新城字山田618-19 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

   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。

社会福祉法人むつ福祉会 園長　　坂本　睦

保育方針 施設の案内図

　  明るく、素直なたくましい子どもの育成

　　・心身ともに明るく健康な子ども

　　・素直な思いやりのある子ども

　　・たくましく、意欲的に活動できる子どもを育てる

平和台保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-788-5322

038-0042



設置 昭和 53 年 4 月 1 日

改築 平成 29 年 7 月 1 日

在園児以外の
一時預かり

休日保育

障がい児保育

　平日　　    　 8:00～17:00　4時間以内900円　 8時間以内1,800円（別途食事代200円）
　日曜・祝日  　なし

　なし

　なし

送迎バス 　あり（1歳から）　　バス代有料2,500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。

保育可能年齢

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

　市内を一眺できる小高い所にあり、木々や草花など緑に囲まれた、豊かな自然環境の
中で、園庭はもちろん、裏の山でも散策しながら、小動物を見つけたりと、日常的に自
然と触れ合うことができます。
　また、園外保育では、水族館や、青森市スポーツ公園わくわく広場に出かけたりして
います。

*****

　生後43日以上

保育方針 施設の案内図

　「保育所保育指針」に依拠して、職員が保育に臨む基

本的姿勢にあっては、子どもや家庭に対してわけへだて

なく保育を行い、人権を尊重しプライバシーを保護する

ことを第一義とする。又、常に児童の最善の幸福を願う

ために保護者との連絡も密にし、よりよい保育の為に努

力研鑽することを基本とする。

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
定員　42人

7:00～18:00 18:00～18:30 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

園長　　佐藤　ひろみ社会福祉法人たけの子会

細越保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-739-7241

038-0023 ＦＡＸ 017-762-3816

青森市大字細越字栄山419 ホームページ

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：1,000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。

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：50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

栄山
小学校

細越
保育園

至　自衛隊 至　空港

細

越

公

民

館



設置 昭和 42 年 4 月 1 日

改築 平成 29 年 10 月 1 日

在宅の方への
子育て支援事業 *****

障がい児保育 　なし

保育可能年齢 　生後43日以上

子どもたちは大空へ延びる若い芽であり、私たちもそれを助け共に成長する若い芽です。
子どもたちは遊びの中での様々な体験を通して豊かな人間へと成長します。若芽保育園は
子どもたちに最もふさわしい生活の場となります。
食物アレルギー対策で卵を完全除去したなかよし給食を実施。毎月保護者を招いての
お誕生会で一緒に給食を食べます。平成2年度より毎年、職員・児童制作の「子どもねぶた」
運行をしています。
年長組は1泊のお泊り保育の他、草原保育の実施。小学校への接続をスムーズにするためにアプ
ローチカリキュラムを実施しています。

豊かな感性と豊かな言葉を育成し、生きる力をもった豊かな人間を育成していきます。

送迎バス 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

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

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：1,000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。

在園児以外の
一時預かり

　平日・土曜　　9:00～17:00
　日曜・祝日　　なし

4時間以内　1,000円 　<別途>給食代400円
8時間以内　2,000円　　　　  ミルク代200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

申し込みをして免除
※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

15:31～18:30
（100円）

18:31～19:00
（100円）

定員　90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

7:15～18:15 18:16～19:00 7:30～15:30
15:31～18:15
18:16～19:00

社会福祉法人　若芽会 園長　　小林　直人

保育方針 施設の案内図

　　　豊かな人間性をもった子どもを育成する
　　   ・豊かな心・・・情緒豊かな優しい心を育む
　　   ・豊かな言葉・・表現力の豊かさを育む
　　   ・豊かな感性・・豊かな感性を育む

青森市浪館前田4丁目20-26 ホームページ www.wakamekai.com/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

若芽保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-781-0400

038-0024 ＦＡＸ 017-781-0125



55 年 4 月 1 日

年 月 日

認定こども園　青森中央短期大学附属第二幼稚園

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

　あり　（2歳から）　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　　

送迎バス

設置年月日（改築年月日）

改築

設置主体

制服

017-782-5665

施設長

所在地 TEL 017-782-5665

038-0031 FAX

青森市大字三内字丸山16 ホームページ

設置
学校法人青森田中学園

地図の入力をお願いします

園長　　中田　尋美

健康で明るく、心豊かな子ども

 ・友達と仲よく遊ぶ

 ・よく見、良く聞き、良く考える

 ・思ったことは、はっきり話す

 ・自分のことは、自分でやる

昭和

教育方針 施設の案内図

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
54人

教育時間

保育時間 延長時間

一時預かり（在園児）

延長時間

長期休業中の一時預かり

平日
8:00～16:00

(1日600円　半日300円)10:00～14:00

土

保育時間

7:00～18:00

保育可能
年齢

　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。

在園児以外の
一時預かり

　1・2号認定：行事費 10,000円　　 特色ある教育経費：1,500円 
その他の経費

在宅の方への
子育て支援事業

園の特色

　なし休日保育利用料金

・育児相談　　・情報提供
・「親子で作ろう」（年4回）　園自由開放・園の行事に参加・制作など
・「わくわく♪プール楽しいね！」（年3回）　水遊び参加・見学
・「英語で遊ぼう」（年4回）　園自由開放・園の行事に参加・制作など

・英会話遊び保育　（外国人講師による学年ごとの保育）
・水遊び保育　　　（専用の温水プールを使って、講師による学年ごとの保育）
・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）
・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）
・数遊び保育　　　（数遊びを通して、数や量の感覚を育てる）
・附属第一・第三幼稚園、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

　なし

保育料

8:00～16:00
(1日600円 　半日300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）

　　  3号認定：行事費　6,000円　 

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
90人 ８:00～16:00

短時間認定標準時間認定

16:00～18:00
(1時間200円)

生後2か月以上
18:00～19:00
(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

給食費
【月額】

　１号認定　主食費：1,000円　副食費：3,800円

15:00～18:00
(1時間200円)



28 年 4 月 1 日

年 月 日

送迎バス

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
27人

保育料
　
　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

保育可能
年齢

標準時間認定

7:30～18:30

短時間認定

認定こども園 あすなろ幼稚園 併設保育機能施設　あすなろキッズ園
***

http://www.asunaro-ed.jp/kids/

改築

青森市三好1丁目12-24

設置
学校法人三宝学園

017-763-0163

ホームページ

設置年月日（改築年月日）

FAX

施設長

園長　 長尾　正順
平成

平成

所在地 TEL 017-763-0163

038-0006

設置主体

　なし

土

　平日           　　　　8:30～16:30
　土曜・日曜・祝日　 なし

休日保育利用料金

　施設設備費：1,000円　絵本代：400円～700円　活動協力費：350円
その他の経費

【月額】

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

制服

在園児以外の
一時預かり

障がい児保育 　なし

在宅の方への
子育て支援事業 ぴよぴよクラブ（コロナ禍のため、お休み中です。）

園の特色

・仏教保育
・音感教育(リトミック)
・食育
・基本的生活習慣の育成

 日額（満3歳未満）1,500円
 日額（満3歳以上）1,200円

　なし

生後3か月以上
1,2歳児

延長時間保育時間 延長時間

18:30～19:00
100円

　なし

保育時間

7:30～8:30100円
16:30～19:00 200円

保育方針

平日
1号認定

（教育標準認定）
利用定員

0人

長期休業中の一時預かり
教育時間

一時預かり（在園児）

・一人ひとりを大切にし、豊かな心としなやかな体を育つよ
　う努めます。

・家庭的な雰囲気のもと、子どもたちが、安心して過ごせる
　よう安全で、衛生的な環境づくり心がけます。

・家庭と園と地域が連携し、子育てをしていきます。

施設の案内図



44 年 4 月 1 日

23 年 2 月 14 日

　なし

青森市大字荒川字柴田10-2 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

　　夏休み：8:00～16:00 1回500円
　　　　　　　　　　　　  （月3,000円）
　　冬休み：8:00～16:00 1回500円
　　　　　　　　　　　　  （月3,000円）
　　春休み：なし

生後43日以上 8:00～16:00

社会福祉法人めぐみ会

所在地 TEL 017-739-2645

　あり（1歳から）バス代2,500円（1か月往復）  片道1,250円　

昭和

平成

送迎バス

園長　　成田　智典

　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】

7:00～9:00（無料）
13:00～19:00

14:00～18:00（1時間100円）

18:00～19:00（30分100円）

18:00～19:00
（30分100円）

   7:00～8:00（無料）
 16:00～19:00

　16:00～18:00（1時間100円）

18:00～19:00は標準時間と同じ

　１号認定　主食持参　　副食費：4,500円

9:00～13:00

保護者の有無に関わらず、「一緒に育ちあい、一緒に
就学」するための場として、明るく衛生的な環境のも
と、集団活動の中で乳幼児期に於ける保育と教育を一
緒に行い、子どもの健やかな心身の発達・育ちを促し
助長するとともに、保護者・地域社会に於ける子育て
支援を行うことを目的とする。
 
（目標とする子どもの姿）
・心身ともに健康でたくましい子ども
・自分の思いを素直に表現できる子ども
・明るく思いやりのある子ども

長期休業中の一時預かり

認定こども園あらかわ
***

http://www.megumikai.net/arakawa/event.html

保育可能
年齢

教育方針

改築

030-0111 FAX

　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。

・スイミング・・・・・・毎週火曜ヤクルトスイミングスクールへ（3歳児より）
・鼓笛フェスティバル・・毎年行われる子どもたちの発表会（リンクステーションホール青森）
・スケート教室・・・・・1月スケート教室の実施（5歳児）（盛運輸アリーナ）
・英語教室・・・・・・・英会話教室より専門の講師を招き指導（毎週金曜）（4･5歳児）

017-739-3855

設置

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
70人

施設の案内図

7:00～18:00

短時間認定標準時間認定

教育時間
一時預かり（在園児）

8:00～16:00
１回500円

（月1,000円）

平日

保育時間

土
1号認定

（教育標準認定）
利用定員

15人

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・園庭開放（月１回）
　園庭自由開放～雨天時、冬季等園庭が使用できない場合は遊戯室

延長時間

その他の経費

制服

保育時間 延長時間

園の特色

　なし

　なし

　平日・土曜　　9:00～17:00　　1日1,200円
　日曜・祝日　　なし

在園児以外の
一時預かり

障がい児保育

絵本代（3・4・5歳児）450円程度、教材費（3歳児及び4・5歳児の新入園児）4,000
円程度
親子遠足代　1,500円程度　　積立金（５歳児）※月 2,000円（６月～２月）

休日保育利用料金

保育料

COFFEE

ファミリーマート

荒川
市民センター

駐在所

荒
川
小



36 年 10 月 1 日

28 年 12 月 1 日

幼保連携型認定こども園　いしえこども園
***

https://ishiekodomoen.jp

　なし

　なし

青森市大字石江字高間138-3 ホームページ

設置年月日（改築年月日）

保育時間

送迎バス

設置主体

所在地 TEL 017-781-0881

038-0003 FAX 017-783-2040

施設長

【理　　念】
  子育て家庭の支援を基に子どもたちを優先する質の高い教育・保
  育の実践に努める。

【基本方針】
　・集団の中で一人ひとり能力を発揮させ、豊かな人間性をもった
      子どもを育成する。
　・子育てを支援し、教育と保育の一体的展開を図る。

【目　　標】
　「生き生きした子どもを目指して」
　
   ・明るく元気な子・人と協力し合う思いやりのある子
　・よく考えて行動する子

保育方針

昭和

平成

設置
社会福祉法人共愛会 園長　  藤元　悦子

改築

施設の案内図

　　夏休み：8/10～8/20（1時間200円）
  　冬休み：12/26～1/10（1時間200円）
　　春休み：3/25～3/31（1時間200円）8:00～14:00 7:00～18:00

長期休業中の一時預かり

7:00～8:00
14:00～18:00
（1時間200円）

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
9人

教育時間
一時預かり（在園児）

土平日

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 *****

　・音楽活動（うたう、ひく、聞く、表わす）を通じて、情緒の豊かさ、集中力
　
　・協調性等を身につけていくようにする。（マーチング教室・音楽教室）

　・特別保育（体育教室・英語教室・ダンス教室）

　平日・土曜　7:00～18:00　　1時間200円
　日曜・祝日　なし

保育時間

7:00～18:00
7:00～8:00

16:00～19:00
（1時間200円）

　なし

　スイミング代   　　　　　　　４,000円（3歳以上の希望者のみ）

保育可能
年齢

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
70人

延長時間

標準時間認定 短時間認定

生後43日以上

延長時間

18:00～19:00
（1時間200円）

8:00～16:00

休日保育利用料金

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：5,000円

　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。

制服

その他の経費

在園児以外の
一時預かり

⻄⼝

新⻘森駅

工藤内科

井上整形外科
至新城

至三内

至古川

いしえ

こども園

いしえ

こども園

分園



36 年 10 月 1 日

30 年 12 月 1 日

在宅の方への
子育て支援事業 *****

障がい児保育 　なし

園の特色

　・多人数ではなく少人数の良さである細やかな保育対応。
　
　・３歳児年になりましたら本園にて継続的に預かりが可能。

　・運動会や音楽会などの大きな行事は本園と合同開催。

送迎バス 　なし

制服 　なし

休日保育
利用料金

　なし

給食費 　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

保育料 　保護者の所得に応じて市が設定した保育料金　　　　　　※別紙参照

在園児以外の
一時預かり

　平日・土曜　　　7:00～18:00　　1時間200円
　日曜・祝日　　　なし

その他の経費 　なし

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
９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
2歳児まで

7:00～18:00 18:00～19:00
（１時間200円）

8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～19:00
（１時間200円）

保育方針 施設の案内図

【理　　念】
  子育て家庭の支援を基に子どもたちを優先する質の高い教育・保
  育の実践に努める。

【基本方針】
　・集団の中で一人ひとり能力を発揮させ、豊かな人間性をもっ
      た子どもを育成する。
　・子育てを支援し、教育と保育の一体的展開を図る。

【目　　標】
　「生き生きした子どもを目指して」
　・明るく元気な子・人と協力しあう思いやりのある子
　・よく考えて行動する子

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
０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

設置 昭和
社会福祉法人共愛会 園長　  藤元　悦子

改築 平成

青森市石江３丁目16-５ ホームページ https://ishiekodomoen.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　いしえこども園分園　みわこども園
***

所在地 TEL 017-752-6016

038-0003 FAX 017-752-6017

至西バイパス

至新城小

⻄⼝

新⻘森駅

南⼝

工藤内科

井上整形外科

至新城

至三内

至古川

いしえ
こども園

本園

いしえ

こども園
分園

油川方面



.

56 年 3 月 5 日

27 年 4 月 1 日

保育料

　父母の会費等

　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】

6:45～7:45
16:00～18:00
18:00～19:45

17:45～19:45
（100円）

　１号認定　主食持参　副食費：3,600円（土曜別料金）

　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。

送迎バス

制服

その他の経費

　なし休日保育利用料金

在園児以外の
一時預かり

　平日・土曜　　9:00～12:30（1,200円）　　13:00～17:00（800円）
　　　　　　　　9:00～17:00（2,000円）
　日曜・祝日　　なし

　なし

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
60人

保育可能
年齢

土

6:45～19:45
（6:45～9:30）

(15:30～18:00）
（18:00～19:45）

（無償化の対象になるには
申請が必要。月額上限あり）

標準時間認定

6:45～17:45

6:45～19:45
（6:45～9:30）

（15:30～18:00）
（18:00～19:45）

（無償化の対象になるには
申請が必要。月額上限あり）

生後43日以上

設置年月日（改築年月日） 設置主体

長期休業中の一時預かり

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）

昭和

平成

教育方針 施設の案内図

義務教育及び、その後の教育の基礎を培うものとしての
満３歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とす
る子どもに対する保育を一体的に行い、その心身の発達
を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行
う。

障がい児保育 　なし

園の特色 心身ともに健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための教育・保育を行う。

・育児相談
・「よつばひろば」（週1回）5月～10月園庭開放　5月～3月まで多目的室開放
・地域交流事業（月1回）　季節の制作や遊びを親子で楽しむ。

在宅の方への
子育て支援事業

保育時間 延長時間

　夏休み・冬休み：6:45～19:45
   　　　　　　　　　 （6:45～9:00）
　　　　　　　　　　 （16:00～18:00）
　　　　　            　（18:00～19:45）

　春休み：なし

9:30～15:30

　なし

平日

7:45～15:45

短時間認定

延長時間保育時間

こども園あおもりよつば

http://www.aoyotuba.com/

改築

017-766-1151

所在地 TEL 017-766-1151

038-0031 FAX

設置
社会福祉法人洗心会 園長　  只野　裕子

施設長

青森市大字三内字丸山69-４ ホームページ



56 年 4 月 1 日

年 月 日

　なし　

教育方針 施設の案内図

設置

長期休業中の一時預かり
1号認定

（教育標準認定）
利用定員

1人

平日

12:30～17:00
(1日100円）

休日保育利用料金

保育料

　なし

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

給食費
【月額】

送迎バス

制服

　平日・土曜　８:00～17:00　１日1,200円　※詳しくは園にお問い合わせください。
　日曜・祝日　なし

在宅の方への
子育て支援事業

園の特色

保育時間

　なし

18:00～19:00
（降園が18:30まで150円

19:00まで250円）

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
59人

障がい児保育

　1号認定：粘土600円・ピアニカ6,200円（個人所有物として管理し、卒園時に引き渡します）

在園児以外の
一時預かり

6:45～18:00

保育時間 延長時間

①3歳児以上について、三内丸山遺跡を最終目標とした長距離散歩、創造力を伸ばす絵画指導など
によって身体能力と知的能力を向上させていくための基礎をつくります。
　
②赤ちゃんを含めて全園児が安全に園生活を送るように配慮するとともに、可愛がることを大切に
した保育・幼児教育を行います。

延長時間

　２号認定　主食持参（ただし土曜は主食持参不要につき、1回40円徴収）
　　　　　　副食費：4,500円

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

短時間認定標準時間認定

16:00～19:00
（降園が17:30まで150円

18:00まで250円）

・「園庭開放会」（年5回）園庭で自由に遊んでもらう。（育児相談対応）

　１号認定　主食持参　　　副食費：1回 200円

　なし

8:00～16:00生後43日以上

保育可能
年齢

設置年月日（改築年月日）

一時預かり（在園児）

土

施設長

　・元気で丈夫な子どもに育てる
　・自分のことは自分でやれる子どもに育てる
　・みんなと仲良く遊び、いたわり合う子どもに育てる
　・想像したことを絵に描かせることなどにより、将来の
  　 学習及び創造的活動の基礎となる想像力・表現力を育
　　てる
　・最も重要な幼児教育及び保育の課題は、子どもたちに
　　基本的信頼感を実感させることであり、そのため、厳
　　しくすべきところは厳しくしつつも、厳しくしすぎる
　　ことのないよう注意するとともに、可愛がることを大
　　切にする幼児教育及び保育を行う

昭和

8:00～17:00
（1日200円※）

※降園時刻や給食の有無によって異なる8:30～12:30
8:00～17:00

（1日200円※）

教育時間

改築 平成
社会福祉法人菊水会 園長　榊　茂信

設置主体

青森市西滝3丁目5-7

所在地

幼保連携型認定こども園　滝内保育園
***

http://www.takiuchiho.server-shared.com/

017-766-1715

ホームページ

TEL 017-782-4360

FAX038-0014



49 年 4 月 1 日

30 年 1 月 31 日

その他の経費   遠足等行事費　 年間1,500円程度・絵本代（3～5歳児）450円程度・教材費4,000円程度

  なし　　※行事のみ使用のため、園で貸出します。制服

　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：600円 　副食費：3,800円

　２号認定　主食費：700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。

施設長

認定こども園ひのき
***

http://www.megumikai.net/hinoki/about.html

  あり（1歳から）　　　バス代 2,500円（1か月往復）　片道 1,250円

青森市大字金浜字伊吹128-20 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地

送迎バス

TEL 017-739-3010

030-0145 FAX 017-739-3510

園長　成田　晴美
改築

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
６０人

保育可能
年齢

教育方針 施設の案内図

・心身ともに明るく健康でたくましい子ども

・豊かな感性、創造性に富み、
　積極的に自己を表現できる子ども

・思いやりのあるやさしい子ども

長期休業中の一時預かり

　　夏・冬休み　8:00～16:00
（1日500円・昼食1食200円）

※その他の時間は平日に同じ
春休み　なし

教育時間
一時預かり（在園児）

土
7:00～8:00（無料）

14:00～18:00（1時間100
円)）

18;00～19:00（1時間150円）

昭和

平成

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

・育児相談  ・情報提供
・「ひのきっこくらぶ」(月1回)　園庭解放または園行事に参加・製作等

・スイミング・・・・・・毎週火曜ヤクルトスイミングスクールへ（3歳児より）
・鼓笛フェスティバル・・毎年、秋に行われます子供たちの発表会
　（日本太鼓）　　　　　（リンクステーションホール青森〈青森市民文化会館〉）
・スケート教室・・・・・2月スケート教室の実施（盛運輸アリーナ〈青森県営スケート場〉）
・英語教室・・・・・・・英会話教室より専門の講師を招き指導（毎週月曜）
・親子教室・・・・・・・専門の講師を招き、親子でリトミック等を行う（年2回予定）

  なし休日保育利用料金

在園児以外の
一時預かり

8:00～16:00

短時間認定

生後57日以上

延長時間

18:00～19:00
（1時間150円）

保育時間

7:00～18:00

保育時間 延長時間

7:00～8:00（無料）
～18:00（1時間100円）
～19:00（1時間150円）

標準時間認定

　平日　　　9:00～16:00　　　保育料：0・1歳児　日額1,200円　2歳児から1,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　給食費：1食200円（離乳食・おやつを含む）
　土日・祝日　　なし

保育料

9:00～14:00
8:00～16:00

（1日500円昼食1食200円）
※その他の時間は平日に同じ

平日
1号認定

（教育標準認定）
利用定員

12人

設置
社会福祉法人めぐみ会

認定こども園
ひのき



52 年 4 月 1 日

27 年 10 月 8 日

017-766-1041

038-0021 FAX

設置

短時間認定

　　○元気で遊び上手なたくましい子ども

　　○自分のことは自分でできる子ども

　　○思いやりがあり挨拶ができる子ども

　　○考える力や生きる力を持った子ども

長期休業中の一時預かり

夏・冬休み
　8:00～16:00

（1回500円、月3,000円）
春休み　なし

8:00～9:00（無料）
14:00～（1j時間100円、月額2,000円）

18:00～19:00（1時間150円、補食代含）

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
15人

保育方針

7:00～8:30（無料）
16:30～18:00（時間内100円）

18:00～19:00
（1時間150円、補食代含）

　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別紙参照

18:00～19:00
（1時間150円補食代含）

延長時間

保育料

給食費
【月額】

　１号認定　主食持参　副食費：4,000円（土曜利用無）～4,500円（土曜常時利用）

　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。

保育時間

8:30～16:30

保育可能
年齢 延長時間保育時間

7:00～18:00

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
70人

標準時間認定

生後2か月以上

その他の経費

障がい児保育

　スイミング代　月額3,600円、バス遠足代（後日、内容を通知し徴収）

　なし

　なし休日保育利用料金

　平日・土曜　9:00～17:00
　日曜・祝日　なし

3歳未満児：日額1,300円、1食200円（ミルク代含）
3歳以上児：日額1,000円、1食200円

認定こども園やすた
***

http://www.megumikai.net/yasuta/index.html

園長　　成田　祐平
改築

017-766-1042

施設長

所在地

社会福祉法人めぐみ会

ホームページ

平成

設置年月日（改築年月日）

青森市大字安田字稲森170-1

設置主体

昭和

TEL

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・園庭の開放（月1回）親子が相互に交流を行う場

送迎バス

制服

・スイミング　　　　　毎週月曜ヤクルトスイミングスクールへ（3歳児より希望する子のみ）
・鼓笛フェスティバル   毎年、秋に行われます子どもたちの発表会
  　　　　　　　　　　    　　（リンクステーションホール青森＜青森市文化会館＞）
・スキー教室　　　　    1月、スキー場での実習を実施(年長組)　モヤヒルズスキー場
・登山実習　　　　　    八甲田山登山（年長組）
・英語教室　　　　　    英会話教室より専門の講師を招き指導（毎週木曜）4,5歳児対象
・親子教室　　　　　    専門の講師を招き親子教室、リトミック等を行う（年6回予定）
・日本太鼓　　　　　    4歳児、年長児による日本太鼓演奏　　（3歳児から指導あり）

　なし

園の特色

在園児以外の
一時預かり

一時預かり（在園児）

土
教育時間

施設の案内図

9:00～13:00
（8:00～14:00
まで利用可能）

8:00～
1回500円

（月1,500円）

平日

デイサービス

セン ター

きさらぎ

自衛隊

三内



36 年 10 月 1 日

31 年 3 月 22 日

認定こども園　ＳＨＩＮＪＯ

http://www.shinjou-kids.com/

　あり

   あり

青森市大字新城字平岡252-4 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
15人

教育時間
一時預かり（在園児）

昭和

施設長

設置

所在地 TEL 017-788-0874

038-0042 FAX 017-788-1006

社会福祉法人ゆきわり会 園長　　土岐　美穂
改築 平成

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
90人

保育可能
年齢

教育・保育方針 施設の案内図

≪園児の命を守る≫
≪園児にハピネスを≫
≪スマイル≫

１、安全・安心な教育及び保育　（園児の命をまもる）
ＳＨＩＮＪＯを利用する園児及び保護者にとって、ＳＨＩＮＪＯは生命・
身体の安全と権利が擁護され、安心して利用できる教育及び保育の提供に努
めます。

２、満足のいく教育及び保育　（園児にハピネスを）
ＳＨＩＮＪＯは保護者とともに、園児の個性や特性に配慮し、人格を尊重
　しながら満足感を与える教育及び保育の提供に努めます。

３、楽しいと思える教育及び保育　（スマイル）
ＳＨＩＮＪＯを利用する園児の生きる力の基礎を育成するための教育の礎
　を培うとともに、楽しく笑顔があふれるような教育及び保育の提供に努めま
　す。

土

長期休業中の一時預かり

9:00～14:00

生後43日以上

延長時間

18:00～19:00

保育時間

8:00～9:00
14:00～18:00
（1時間100円）

平日

8:00～16:00

短時間認定

その他の経費

障がい児保育 　あり

・育児相談
・「ほいくえんであそぼう」（月１回、土曜日）

平成31年4月より、社会福祉法人ゆきわり会新城保育園は認定こども園ＳＨＩＳＪＯとして新たに
スタートしております。

新城の地域を存分に活用し、四季を通じての新城川や、お寺、神社、保養園グランド等様々な場所へ
散歩に出かけ、自然の中で感性を育み、そしてのびのびと元気に育っています。
0.1.2.3.4.5.歳児の子どもたちは週一回、外部講師により英語にも親しんでいきます。子どもたちの
可能性の種を、様々な経験を通してたくさん蒔いていく教育・保育をしていきます。
また、課外教室として、希望者はピアノ、スイミング、英語、スポーツ教室を行っています。

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

　延長保育、遠足・行事参加代、絵本代、一時預かり食事代200円
　課外教室（希望者）

　平日・土曜　　8:00～18:00　　1時間200円
　日曜・祝日　　なし

在宅の方への
子育て支援事業

保育時間 延長時間

7:00～18:00

8:00～17:00
（1時間100円）

8:00～9:00
14:00～18:00
（1時間100円）

標準時間認定

7:00～8:00
　16:00～19:00
（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　副食費：4,000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。



設置 昭和 53 年 4 月 1 日

改築 平成 21 年 4 月 1 日

保育可能年齢

在宅の方への
子育て支援事業

　生後43日以上

*****

　なし

給食費
【月額】

   1号・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。

園の特色

・スイミング（毎週木曜）
・鼓笛フェスティバル
・英語教室（毎週月曜）
・習字教室

1号認定　教育時間　　　9：00～13：00
　　　　　預かり保育　　7：00～9：00　　　13：00～18：00
　　　　　　　　　　　　平日　1時間　100円
　　　　　　　　　　　　土曜日・長期休業日　日額　450円・1時間100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

　なし

　あり

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　　9:00～18:00　1回1,000円　※実施時間は、随時相談に応じます。
　日曜・祝日　　なし

送迎バス 　なし

その他の経費

・強く正しく朗らかに

・さまざまな経験の中からゆたかな人間の基礎を造る

園長　　塩谷克彦

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 9:00～17:00
8:00～9:00

17:00～18:00

保育標準時間 保育短時間

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

保育方針 施設の案内図

幼保連携型認定こども園　さんない
***

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

所在地 ＴＥＬ 017-781-8010

038-0003 ＦＡＸ 017-761-4449

青森市大字石江字江渡6-7 ホームページ

児相・女相



所在地

設置 昭和 41 年 3 月 28 日

改築 平成 21 年 12 月 15 日

園の特色

・広い運動場や園舎等のゆったりとした環境の中で伸び伸びと活動します。
　
・専門教師による“音楽リズム”で豊かな感性を育てます。（無料）

・専門教師による“英会話遊び”で英語に親しむ。（無料）

・専任講師による“体操教室”で心と体力づくりに努める。（無料）

・保育時間外の活動として、専任講師による体操教室。（希望者のみ・有料）
　
・年長児、年中児は、保育時間内にスイミングスクールへ連れて行きます。
　（希望者のみ・有料）

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談  ・情報提供
・「すくすくルーム」（月2回）２歳以上：遊戯室の開放・絵本、紙芝居の読み聞かせ
・制作

その他の経費 　教材費　5,780円位（入園時購入）

障がい児保育 　あり（障害の程度により要面接）

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：14:00～18:00（平日のみ）
　料　　　金：月額　4,000円、1日　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）2,500円

制服 　女児  6,800円、男児　8,900円（中古貸出しあり・無料）※詳しくは園にお問合せください。

　給食回数選択　週3回（3,390円）・週5回（5,690円）
給食 ※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。　月額　主食費：1,790円　副食費：3,900円

定員　105人 　満3歳の誕生日を迎えた時点で入園可

教育時間 　8:30～14:00

保育料 　無料

学校法人　青森西学園 園長　中村　敦子

教育方針 施設の案内図

　・思いやりのあるやさしい子

　・心もからだもじょうぶな子

　・工夫してよく考える子

　・自分の意志をはっきりいえる子

青森市大字三内字稲元55 ホームページ http://www7b.biglobe.ne.jp/~nishiyou/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

青森西幼稚園
***

TEL 017-781-1637

038-0031 FAX 017-766-1056



設置 平成 30 年 8 月 1 日

改築 平成 年 月 日

青森市大字高田字川瀬187-14 ホームページ  http://heigenkai.jp/publics/index/105/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

キッズガーデンたんぽぽ
***

所在地 TEL 017-762-7725

030-0151 FAX 017-762-7725

社会福祉法人　平元会 越後　梓

保育方針 施設の案内図

《保育方針》
　　お子様ひとりひとりの個性やペースを尊重し、お子
　様が精神的に安定して心地よく過ごせる環境作りをこ
　ころ掛け保育いたします

《基本方針》
　　こころもからだも健康で
　　　　　　　情緒の安定した子どもの育成を目指して

《保育目標》
　　仲良く　明るく　元気な子ども

定員　20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

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

保育可能年齢 　生後43日以上～3歳児未満

園の特色

　　保育所型事業所内保育事業として、事業所職員及び地域の子どもの受け入れを行っています。
　子どもにとっては話をしっかり聞いてくれ、そっと寄り添って見守ってくれる大人がいるだけ
　で、心が満たされ愛情を感じて大人への信頼が生まれます。少人数なので家庭的雰囲気の中、
　子ども一人ひとりにじっくり関わり、子どもたちとの生活を大切にゆったりした保育を行って
   います。
　　敷地内には特別養護老人ホーム寿幸園やデイサービスセンター寿永が隣接しそれぞれの行事
　に参加するほか、毎日の散歩の途中でちょっと寄り道をし「おばあちゃんが優しくしてくれる
　から大好き。」と先生以外に甘えられる大人がいて楽しそうに元気なお顔を見せています。
　　天候が悪く散歩ができないときや冬期間は、寿幸園の広いホールで遊んだ後に入居者のデイ
　ルームにお邪魔し触れあいを重ねることで、お年寄りを優しくいたわる思いやりの気持ちが育
　まれるようになり、入居者も「子どもの声が聞こえ笑顔を見られるとうれしい。」と無邪気に
　動き回る子どもを見守り、笑顔で触れあいながら保育士と一緒に思いやりの心をきちんと表現
　できる子どもを育てることのお手伝いをしていただいています。

18:00～20:00 8:00～16:00

在園児以外の
一時預かり

休日保育

平日・土曜
日曜・祝日

7:00～18:00　1時間：200円　1日：1,500円（4時間以上）

送迎バス 　なし

障がい児保育 　あり

　あり

16:00～18:00

在宅の方への
子育て支援事業 *****



設置 平成 31 年 4 月 1 日

改築 平成 年 月 日

7:00～18:00
　7:00～8:00
16:00～18:00
18:00～19:45

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

延長時間

1回：100円

保育時間

　なし

保育可能年齢 　生後57日以上～2歳児

*****

在園児以外の
一時預かり

園の特色

1）生命の保持及び情緒の安定を図る。
2）自ら健康で安全な生活を作り出す力を育てる。
3）自立心を育て人と関わる力を養う。
4）様々な環境に好奇心や探究心を持って関わり、生活に取り入れていく力を養う。
5）言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。
6）豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。

【保育に関して】
18:00～19:45　こども園あおもりよつばでの保育

送迎バス 　なし

障がい児保育 　なし

　なし休日保育

在宅の方への
子育て支援事業

保育標準時間

7:00～18:00 18:00～19:45

心身ともに健やかに成長し、その活動がより豊かに展開
されるための保育・教育を行う

定員　19人
保育時間 延長時間

1日：100円

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）

ホームページ

保育短時間

施設長

施設の案内図

設置主体

社会福祉法人　洗心会

保育方針

倉内　真理

プティよつば
***

http://www.ptyotuba.com/

所在地

青森市大字三内字丸山58-5

017-762-0117TEL

017-766-1151FAX



設置 令和 2 年 4 月 1 日

改築

　　　　　　　　　　　にじいろ保育園
***

https://www.ans.co.jp/u/takadafukushikai/

038-0024

青森市浪館前田２丁目４-１７

施設長　山上　聡史

017-752-8622

社会福祉法人 高田福祉会

所在地

施設長設置年月日（改築年月日） 設置主体

TEL

017-752-8623FAX

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

　　　　※別紙参照

あり　園にお問い合わせください。医療的ケア児についてもご相談ください。(看護師のいる時間対応)

なし

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談

無料

在園児以外の
一時預かり

障がい児保育

少人数の
ゆとりのある保育・・・・・・子どもらしさを大切にしたゆとりのある保育を行っております。
　　　　　　　　　　　　　　少人数の保育をすることで、ひとりひとりとしっかりと向かい合い
　　　　　　　　　　　　　　人間性や信頼性を育みます。

バスを利用した園外保育・・・天気の良い日は公園や野山・各イベントに出かけます。新しい
　　　　　　　　　　　　　　体験を通して視野を広めたり、自然にふれあうことで感動したり
　　　　　　　　　　　　　　社会や自然に関心を持つ感性と情緒を育む保育を行っています。

リトミック・各種行事・・・・リトミック（音楽活動）や各季節の行事を行い、心身の発達を
　　　　　　　　　　　　　　促します。

療育的保育・・・・・・・・・発達障害や軽度の医療的ケア児を若干名受け入れ、療育的活動の中で
　　　　　　　　　　　　　　集団的遊びや、その子に合ったあそびを行いその子らしさを育みます。

なし

保護者の所得に応じて
市が設定した保育料

　　　※別紙参照

送迎バス

園の特色

保育可能年齢

なし

生後４３日以上原則として２歳児まで　　特例の場合（希望者も含む）年長まで

休日保育

無料料金

施設の案内図保育方針

保育短時間

８：３０～１６：３０
７：００～８：３０

１６：３０～１９：００

定員 １２人
保育時間 延長時間

　　　　　　　　「元気な明るい子」

　　　　　　・みんなと協力できる子ども

　　　　　　・自主性のある子ども

　　　　　　・がまん強い子ども

　　　　　　・創造力豊かな子ども

保育標準時間

７：００ ～ １８：００ １８：００ ～１９：００


