
設置 平成 30 年 8 月 1 日

改築 平成 年 月 日

若芽保育園（分園）
***

所在地 ＴＥＬ 017-739-0300

030-0856 ＦＡＸ 017-739-0301

青森市西大野3丁目13-4 ホームページ www.wakamekai.com/custom.html

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

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

明るく思いやりのある子どもを育成する
〇おもいやりあふれる心・・・
自然や人との触れ合いの中で美しいものに感動する心、
友だちへの優しさや思いやりの心を育む
〇丈夫で健康な身体・・・
子どもの安全と安心を基本として、
健やかでどんな事にもくじけない強い心身を育む
〇明るく伸び伸びした感性・・・
子どもたちの持つ大きな可能性、
創造性を引き出し、遊びの中で自然と五領域である
健康・人間関係・環境・表現に関わり、一体化を目指す

定員45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

7:10～18:10 18：11～18:30 7:30～15:30 15:31～18:30

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

18：11～18:30
（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

15:31～18:10
（100円）

18：11～18：30
（100円）

障がい児保育 　なし

　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　　9：00～16：00
　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

送迎バス 　なし

給食費
【月額】

※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：1,000円　　副食費：4,500円

保育可能年齢 　生後43日以上

園の特色

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。
　
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。

在宅の方への
子育て支援事業 *****

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



設置 昭和 45 年 4 月 1 日

改築 平成 18 年 7 月 31 日

　なし

保育可能年齢

園の特色

障がい児保育

在宅の方への
子育て支援事業

・交通の便に恵まれた閑静な住宅地にあります。
・家庭的雰囲気の中で、きめ細かな保育ができるよう人的環境を整えています。
・異年齢の子どもたちと触れ合う週2回の「自由共育」によって、生活経験を豊かにし、
　思いやりの心を育てます。
・健康視診の他3歳未満児は朝昼2回の検温、3歳以上児はうがいなど健康管理には日々
　注意を払っています。

・育児相談

　生後43日以上

　なし

休日保育

　なし

　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。

送迎バス

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。

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～18:00
7:00～18:00 18:00～19:00

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

保育方針 施設の案内図

　　　　安心して遊べる家庭的環境を整え
　　　　自己を発揮しながらのびのび保育

　　　　１　明るく元気な子ども

　　　　２　思いやりのあるやさしい子ども

　　　　３　感謝の心を忘れない子ども

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

定員　60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

園長　　三上　省治社会福祉法人聖星会

青森聖星保育園
***

seisei-hoikuen.com

所在地 ＴＥＬ 017-739-4924

030-0852 ＦＡＸ 017-739-4932

青森市大野字山下148-19 ホームページ



設置 昭和 44 年 9 月 1 日

改築 昭和 60 年 2 月 22 日

障がい児保育

　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

　なし

　なし

送迎バス 　なし  

その他の経費 　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

保育可能年齢

園の特色

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。

*****

　生後2か月以上

7:00～18:00 18:00～19:00 8:00～16:00 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

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

定員　60人

心身の自立・豊かな人間性を育む保育

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

設置主体 施設長

園長　　鎌田　ひとみ社会福祉法人桐紫会

保育方針 施設の案内図

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。

青森第一なかよし保育園
***

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

所在地 ＴＥＬ 017-777-2976

030-0853 ＦＡＸ 017-777-2978

青森市金沢4丁目9-18 ホームページ

設置年月日（改築年月日）



設置 昭和 55 年 4 月 1 日

改築 平成 23 年 4 月 1 日

　なし

8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～19:00

1時間：300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：300円

休日保育

在宅の方への
子育て支援事業

改築工事も終わり新しい園舎で、園庭も広く、園児がのびのびと戸外遊びを楽しめます。
また、情緒教育の一環として音楽教育にも力を入れており、平成25年4月からは青森
ヤクルトスイミングスクールへ行って体力作りもしております。対外的な行事として
①こども赤十字活動
②緑の幼年団加入
③浪館地区社協、学区内小中高校との交流を盛んに行っております。
　全館冷暖房完備、1階には床暖房も使用しております。

・育児相談

障がい児保育 　なし

　なし

保育可能年齢 　生後43日以上

園の特色

施設長

030-0852 ＦＡＸ

給食費
【月額】

   2号認定　主食持参　副食費：4,500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

ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

施設の案内図

　１　明るく元気な子ども

　２　意志をはっきり表現できる子ども

　３　丈夫で体力のある子ども

　４　物ごとに感動する子ども

　５　やさしい心を持ち誰とでも仲良く遊べる子ども

保育時間 延長時間 保育時間

泉川保育園
***

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

所在地 ＴＥＬ 017-739-8489

017-739-8336

青森市大字大野字鳴滝76-7

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。

社会福祉法人鳳会 園長　　佐々木　浩司

保育方針

保育短時間保育標準時間

在園児以外の
一時預かり

延長時間
定員　60人

7:00～18:00 18:00～19:00

※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。



設置 昭和 56 年 4 月 1 日

改築 平成 30 年 11 月 5 日

大野保育園
***

http://sakuragawakai.com

所在地 ＴＥＬ 017-739-7871

017-718-7081

青森市大字大野字前田74-1 ホームページ

030-0852 ＦＡＸ

保育時間 延長時間

定員　60人

7:00～18:00
18:00～20:00

（平日のみ）

保育時間 延長時間

9:00～17:00

7:00～9:00
（保育前）

17:00～18:00
（保育後）

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

保育短時間保育標準時間

社会福祉法人桜川会 園長　　工藤　暁子

保育方針 施設の案内図

　１）元気な子ども

　２）仲の良い子ども

　３）考える子ども

　４）生きる力を持った子ども

　５）身辺処理のできる子ども

園の特色

休日保育

在宅の方への
子育て支援事業

障がい児保育 　なし

　なし

保育可能年齢

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

　生後43日以上

　なし

　なし

・育児相談（電話対応）

　本園では、日常の保育（生活指導、表現、創作活動）と、自然と触れ合うことで、
安定した情緒と豊かな感性を育むために、季節に応じた体験活動（田植えや稲刈り、
じゃがいも掘り、りんごもぎ等）を行っています。又、遊びを通して身に付ける英会話
教室や、団体行動のルール等を学び、守る事を身につけながら、思いやりの心を育成
するために、専門の指導員によるサッカー教室を取り入れています。
　併設する学童保育では、小学校高学年までの児童を受け入れ、一貫した子育て支援
を行い、保護者が安心して就労できる体制を整えています。
日常の要望等に対しては、セーフティーオンブズマン（セーフティーネットあおもり）
を配します。

送迎バス

その他の経費

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

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

　平日　                       9:00～17:00　　1時間200円・昼食代200円
　土曜・日曜・祝日        なし          　　　※行事等の都合でお断りする場合があります

※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。

ビッグボーイ



設置 平成 17 年 4 月 1 日

改築 平成 17 年 7 月 30 日

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。

蜆貝保育園
***

www.wakouen.or.jp

所在地 ＴＥＬ

ホームページ

社会福祉法人 和幸園

017-735-2567

030-0811 ＦＡＸ 017-735-2570

青森市青柳1丁目8-28

園長　　木立　たき子

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

　✿めざす子ども像✿

　・丈夫で、自分の体を大切にする子ども［健康］

　・友だちと力を合わせてよく遊ぶ子ども［人間関係］

　・自分で考えて行動する子ども［環境］

　・人の気持ちがわかる子ども［言葉］

　・豊かに感じて表現する子ども［表現］

定員　60人
保育時間 延長時間 保育時間

保育標準時間 保育短時間

延長時間

7:00～18:00
18:00～20:00

(平日のみ)
9:00～17:00

7:00～9:00
17:00～18:00

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：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
その他　相談に応じます

在園児以外の
一時預かり 　日曜・祝日　　なし

休日保育

在宅の方への
子育て支援事業

園の特色

　平日・土曜　　8:00～18:00　　1時間200円（給食費200円　おやつ代込み）

障がい児保育

　なし

　あり

　平成17年度、青森市の公立保育所民営化第1号としてスタートしました。
　２時間延長保育、一時保育、育児講座、世代間交流を含め、親（保護者）が安心して、就労でき
る体制を整えています。オンブズマンを設置し、日々の保育をチェックしています。
　また、平成27年度より青森市病児一時保育事業を、受託しています。
※病児一時保育…8:00～18:00
（対象は0歳から小学校3年生(9歳)   料金は1,200円　申請書等が必要です。）
（平成28年4月1日より、「青森市病児一時保育事業診療情報提供書」が必要になりました。
市子育て支援課、保育所等のほか、市のホームページから入手することができますので、かかりつ
け医を受診する際は持参して下さい）
　令和4年4月1日から社会福祉法人和幸園　蜆貝保育園として事業継承しました。
　入所する保護者の意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育士等の専門性をい
かして、援助ににあたります。

送迎バス 　なし

その他の経費 　なし

保育可能年齢 　生後43日以上

・育児相談



設置 昭和 44 年 10 月 1 日

改築 平成 年 月 日

保育可能年齢 　生後57日以上（3歳児未満まで）

在宅の方への
子育て支援事業

　人として育ち行く初めの時期に、大切に願っている事は、「信頼」です。一人ひとりが
豊かで暖かな人との関わりの中で、愛されていることを十分に感じ自己発揮できるような
月齢別のクラス編成をしています。日々の生活を丁寧に見つめながら、それぞれの時期に
ふさわしい経験が出来る環境を整えています。
　また、地域社会との繋がりを深め、子どもの幸せを中心に据えながら園と家庭が心を
1つにし、子どもたちの成長を支え、大人も子どもも、皆が人として育ち合える関係作り
をめざしています。

*****

園の特色

　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

在園児以外の
一時預かり

料金

送迎バス 　なし

・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

・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

休日保育

障がい児保育 　詳しくは園にお問い合わせください。

　不定期　詳しくは園にお問い合わせください。

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。

保育方針 施設の案内図

　
　　　　　  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。

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　50人

7:00～18:00

保育標準時間 保育短時間

18:00～19:00 8:30～16:30
7:00～8:30

16:30～19:00

社会福祉法人申孝福祉会 園長　　須藤　真悟

申孝保育園
***

http://shinkou-fukushikai.org/shinkou

所在地 ＴＥＬ 017-734-3032

030-0822 ＦＡＸ 017-734-3077

青森市中央1丁目19-7 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長



設置 平成 18 年 4 月 1 日

改築 平成 20 年 11 月 16 日

給食費
【月額】

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

   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。

在園児以外の
一時預かり

　土曜・日曜・祝日　　なし

休日保育

障がい児保育

　なし

　あり

　
　平日のみ　　8:00～18:00　（最大8時間30分以内）
　　　　　　　4時間以内：1,000円　　8時間30分以内：2,000円

送迎バス

保育可能年齢 　生後57日以上

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

安全なオール電化システムと自動ロック式ドアや防犯カメラを設置し、安心・安全な設備環境です。
園児の登降園管理システムを導入しスマートフォンのアプリと連動しているので、各種予約や緊急連絡配信の確認
も簡単でスムーズです。料金精算も電子マネー対応しています。
　また、日常生活や遊びを通して、一人ひとりの子どもとしっかり向き合い、豊かな人間性を育成する為、外部
講師によるキッズ英会話・専門トレーナーによるビジョントレーニング他、習字・クッキング・老人福祉施設
慰問・ねぶた祭りハネト参加・リトミックなど「知恵」「徳育」「体育」「食育」の4つの学びを実践した教育と
保育を行います。
この他、紙おむつのサブスクリプションの導入や、動画配信ツールを活用し日常の子どもたちの成長をご家族
に配信しています。

*****

　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。

保育理念
　子どものしあわせと　お父さん・お母さんの子育てを支援します

保育の基本方針
　日常の生活や遊びを通して、一人ひとりの子どもとしっかり向き
　合い、豊かな人間性を育成するため「４つの学び」を実践し、教
　育と保育を行います。

　知育／豊かな遊びや自然とのふれあいの中で、気づき、考え、
　　　　活動する子ども
　徳育／楽しさや、喜び、感動を共有し、認め合う子ども
　体育／遊びや運動に挑戦し、健やかでしなやかな体作りをする
　　　　子ども
　食育／食べる喜びを知り、望ましい食生活を身に付ける子ども

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

30分：100円

定員　120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

7:00～18:00 18:01～20:30 8:00～16:00
7:00～7:59

16:01～18:00

設置主体 施設長

社会福祉法人恵寿福祉会 園長　三浦 麻美

保育方針 施設の案内図

設置年月日（改築年月日）

ゆうゆうきっず青森
***

https://www.keiju-w.or.jp/aomori/

所在地 ＴＥＬ 017-776-5611

030-0802 ＦＡＸ 017-776-5610

青森市本町1丁目5-41 ホームページ



設置 昭和 56 年 4 月 1 日

改築 平成 30 年 9 月 1 日

給食費
【月額】

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

料金

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

   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。

在園児以外の
一時預かり

　あり

　なし

送迎バス 　なし

休日保育

障がい児保育

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 　生後43日以上

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

・和風給食中心で、有機無農薬野菜、無農薬玄米の六分づきご飯、無添加調味料などできる
   範囲での食への取り組み。

・園から車で15分の所に園外施設「ひなたの森」があり春から秋まで毎週1～2回、マイク
　ロバスで遊びにでかける。森の季節の移り変わりの中を散策したり、畑づくりを楽しむ。

・鉄骨2階建て建物や温泉プールがある。

*****

・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

設置主体 施設長

延長時間
定員　90人

保育短時間保育標準時間

　リズム遊び、戸外遊び、散歩など、健康作りを第一に

考え指先から爪先まで全身のバランスの良い発達を促す

保育を大切にする。

保育時間 延長時間 保育時間

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

16:00～19:00

030-0845 ＦＡＸ

施設の案内図

ひなた保育園
***

http://hinata-hoikuen.hp.gogo.jp

所在地 ＴＥＬ 017-774-5800

017-774-5801

青森市緑2丁目20-4 ホームページ

社会福祉法人向陽会 園長　　佐々木　多江子

保育方針

設置年月日（改築年月日）



設置 昭和 51 年 4 月 1 日

改築 平成 18 年 2 月 20 日

生後６ヶ月以上で就学前の児童

園の特色

・育児相談
・地域交流会（年4回）　6月　遠足     　　7月　松原町会こどもねぶた
                               　 9月　運動会　　12月　餅つき会

在園児以外の
一時預かり

休日保育

在宅の方への
子育て支援事業

・｢体験することによって学ぶ」ことを保育の大きな目標にしています。毎週、毎月の
　行事を（年間100回以上）年齢に応じて保育に生かしています。
・1・2歳児、3・4・5歳児は「たてわり保育」(異年齢児混合保育)を実施しています。
　年齢差を越え、たくさんの兄弟の雰囲気を醸し出し、楽しく過ごすようにしてい
　ます。
・基礎体力の向上として『スイミングスクール』『体育教室』『幼児柔道』を、音楽能
　力の基礎知識を養う為、音楽を聴きながらリズムに合わせて体を動かす『リトミッ
　ク』を行っています。
・1年を通して、子どもたちの造形や絵画活動を中心に表現したものを各年齢別にまと
　め、玄関ホールに展示しています。

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

障がい児保育

　なし

送迎バス 　なし

保育可能年齢 　生後56日以上

　なし

　平日　   　　　　　　9:00～16:00
　土曜・日曜・祝日　　なし

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

・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　60人

1時間　　　500円

日　額　　２,000円（給食、おやつ含む）

松原保育園
***

http://matu-ho.jp

所在地 ＴＥＬ 017-734-3081

030-0813 ＦＡＸ

ホームページ

017-734-3081

青森市松原2丁目7-5

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。

保育方針 施設の案内図

　　人としての基礎となる心と身体を育てる

・親の子育て支援に地域の人々と共に子どもの将来に
　夢を抱き、共有する。

・子ども一人ひとりの個性が発揮できるような保育を
　創造する。

・地域における子育て支援をします。

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

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人松原福祉会 園長　附田　尚美



設置 昭和 42 年 9 月 1 日

改築 昭和 48 年 12 月 28 日

　平日・土曜　　9:00～16:00　　･･･ 1時間　500円、日額　2,000円

　日曜・祝日　　8:00～19:00　 ･･･

休日保育 　あり　詳細は保育園にお問い合わせください。

障がい児保育 　なし

保育可能年齢 　生後43日以上

園の特色

・東北初の乳児保育専門保育所として開設されて以来、様々な利用者ニーズに応える、市内の
   中心部に位置する街中の大型保育園として、児童福祉を通して社会貢献に努めている。
・中心商店街のマンションに0歳児専門の中新町まちなか乳児室(分園)を持ち県都の中心部
　エリアでまちなか保育を展開する認可保育所。（平成30年4月に拡張）
・青森市初の地域子育て支援センターとして、乳幼児の子育てに関する相談をはじめ育児講座、
　子育てサークル育成支援等、様々な子育て支援活動に力を入れている。
・乳児期から、赤ちゃん体操やリズム遊びを取り入れ、就学前まで一貫した保育を行なっている。
・「こども赤十字」「幼年消防クラブ」「緑の幼年団」等の社会活動を活発に実施している。
・ボランティアさんや他園の子どもたちとの交流会を活発に実施している。
・街中ならではの特長を活かし、独自の緊急時対応策を強化。安心安全な福祉施設をめざしている。
・広く青森市に高齢福祉事業を展開する社会福祉法人と合併したことにより、児童福祉のみなら
   ず、総合的なサービス展開、人材育成が可能な社会福祉法人への進化をめざす。

在宅の方への
子育て支援事業

※地域子育て支援センター事業により子育て支援事業を分園で実施。
　和幸保育園地域子育て支援センター専用　TEL　090－3371－1924

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：月額3,500円
           （ おやつ付）
2時間：月額6,000円
               （夕食付）
3時間：月額6,000円
         ＋30分500円
                （夕食付）
日額１時間：1,200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

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

日額　2,000円

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。

在園児以外の
一時預かり

送迎バス 　なし

その他の経費 　なし

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　150人

7:00～18:00 18:00～21:00 8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～18:00

保育標準時間 保育短時間

・朝１時間（7時～8時）
             ：月額2,000円
・夕１時間（16時～17時）
             ：月額2,000円
・夕２時間（16時～18時）
             ：月額4,000円
・朝１時間（7時～8時）
  夕２時間（16時～18時）
             ：月額6,000円

社会福祉法人和幸園 園長　　今村　真由美

保育方針 施設の案内図

　当園の保育方針は、「法人の理念」「保育の理念」「保育所保育指針」に依拠し、すべての人々に分け隔て無く
公平・平等に、人権を尊重し、プライバシーを保護することを心に刻み、利用者の意見要望に耳を傾け、報告と説
明に努め、別に定める「保育目標」達成に誠心誠意取り組むことを基本とする。
　　《保育目標》
1、子どもの豊かな心を育みます。
・生活や遊びを通して、様々な考えや気持ちに出会い、豊かな心ｗｐ育みます。
２、子どもの「探求心」「できた」を大切にします
・物事に対し目標や意欲、興味・関心をもち、粘り強く友達と考えたり、試行錯誤をしながら、協調して取り組む
力を育みます。
３、様々な人との出会いを創ります。
・社会活動や身近な事象、多種多様な人との関わりをもって、人との様々なコミュニーションの仕方に気付き、自
主性や社交性を育みます。
　　《めざす子ども像》
・丈夫で自分のからだを大切にする子ども
・自分で力を合わせてよく遊ぶ子ども
・友達と力をあわせよく遊ぶ子ども
・人の気持ちがわかる子ども
・豊かに感じて表現する子ども

和幸保育園
ＱＲ

コード所在地 ＴＥＬ 017-776-4826　 017-776-1924

030-0861 ＦＡＸ 017-776-1940

青森市長島2丁目1-12 ホームページ http://www.aomori-wako.com/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長



【別紙】

　　　　　　　

年1回

年1回

年2回

年1回

年3回

年1回

年1回

年1回

年2回

年1回

年1回

年1回

ねぶた囃子交流会

ピアノの曲に合わせて親子で身体表現を楽しむ

花や香草の香りの中で、親子でリラックス

地域の人や保育園の子どもと一緒にねぶた体験

自然ふれあい教室 親子で芋掘り体験をし、自然の中で伸び伸びと過ごす

赤ちゃんサークルFan2

地域子育て支援センター　　和幸保育園

○親子交流の場　　　　　　　　　　　　　月曜日～土曜日　　10：00～16：00
○育児相談　　　（電話）　　　　　　　　月曜日～土曜日　　 9：00～17：00
　　　　　　　　（訪問・出張）　　　　　　　随時　　
　　　　　　　　（訪問・談話室の開設）　　　随時 　※事前にご連絡ください

ママと子どもの栄養講座 子どもの食事や離乳食の進め方について学ぶ

○子育てに関する情報提供
○育児講座

リトミック教室

アロマセラピー講座

ママと子どもの美容教室 子どもの簡単なヘアアレンジや前髪カットの仕方を学ぶ

ママと子どもの歯みがき教室 正しい歯みがきの仕方や虫歯予防について学ぶ

乳幼児すくすく講座 子育ての知識を身につけて子育ての不安を解消

子育てOpen・Heart 談話を中心とした出張の講座

親子ふれあい教室 曲やリズムに合わせて踊ったり表現を楽しむ

手づくりおもちゃ教室 家庭にある廃品でおもちゃ作り

ファミリー教室 集団でゲーム遊びやふれあい遊び

※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。

月曜日～土曜日（要予約）

毎月第2・第3水曜日

保育園の園庭で親子で遊ぶ

親子で保育園の生活を体験

園庭の開放

体験保育

○あそびにおいでよ！青森市子育てひろば（C地区事務局）

○子育てサークル

すくすくサークル

ピクニックサークル

ぴよぴよBookサークル

親子ハッピールーム

サークル＝Free

さくらクラブ

毎月第3木曜日

毎月第2・3水曜日

毎月第1火曜日

ママの趣味サークル（小物作りなど）

毎月第4水曜日

毎月第1水曜日

毎月第４水曜日

毎月第1金曜日

毎月第3木曜日

月毎に身長・体重を測定し、成長の記録を残そう

公園や室内で全身を使った遊びをする

絵本の読み聞かせなど、様々なお話を楽しむ

子育ての情報・親子の交流・ふれあい遊び

好きなおもちゃで遊ぼう

園児と同じような活動を体験をしてみる

保育士がサークル活動場面に出張し、遊びを提供

子育て保育ルーム
自由来所
子育て談話室

月曜日～土曜日
（要予約）

保育園を開放して母の集いの輪を広げる

こっこクラブ

○その他　子育て支援



設置 平成 28 年 8 月 1 日

改築 平成 30 年 4 月 1 日

和幸保育園　中新町まちなか乳児室　（分園）
ＱＲ

コード所在地 ＴＥＬ 017-752-1445

030-0801 ＦＡＸ 017－752－7034

青森市新町2丁目6-13 ホームページ http://www.aomori-wako.com/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

7:00～8:00
16:00～18:00

社会福祉法人　和幸園 園長　　今村　真由美

保育方針 施設の案内図

　全国的にも珍しい、まちなかにある乳児専門の分園です。本州最北端の中
核市・青森市の中心商店街の中にあるポレスター新町プレミアムステージ店
舗1・2（青森市新町2丁目6番地13号）開設しています。
　東北初の乳児専門保育所として、50年以上に及ぶ信頼と保育を地域に提供
し、青森市のまちなか保育所のノウハウを活かし、本園・分園・法人一体と
なった子育て支援、地域貢献、社会貢献に力を注いだ保育を実施。生後43日
から天寿を全うするまで、切れ目のない福祉のワンストップサービスを提供
しています。
　年度途中からでも受け入れ可能な乳児室を完備し、産休・育休明けの保護
者と赤ちゃんの支援をサポート。人口減少、ドーナツ化が進む中、中心街、
活性化に子育て支援拠点を通してお手伝いさせていただきます。

定員　30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
18:00～21:00

（本園のみで対応）

在園児以外の
一時預かり

　休日保育対象外の方　原則・本園で実施 1時間　500円　日額　2,000円

　平日・土曜　　9:00～16:00

　日曜・祝日　　8:00～19:00

給食費 　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

料金

・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：月額3,500円　おやつ付
・2時間：月額6,000円　夕食付
・3時間：月額6,000円
　　　　　＋30分500円夕食付

・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

・朝1時間（7時～8時）
　　　　：月額2,000円
・夕1時間（16時～17時）
　　　　：月額2,000円
・夕2時間（16時～18時）
　　　　：月額4,000円
・朝1時間（7時～8時）
　夕2時間（16時～18時）
　　　　：月額6,000円

8:00～16:00

・東北初の乳児保育専門保育所として開設されて以来、様々な利用者ニーズに応える、市内の中心
　部に位置する街中の大型保育園として、児童福祉を通して社会貢献に努めている。
・中心商店街のマンションに0歳児専門の中新町まちなか乳児室（分園）を持ち、県都の中心部エ
　リアでまちなか保育を展開する認可保育所。
・青森市初の地域子育て支援センターとして、乳幼児の子育てに関する相談をはじめ育児講座、
　子育てサークル育成支援等、様々な子育て支援活動に力を入れている。
・乳児期から、赤ちゃん体操やリズム遊びを取り入れ、就学前まで一貫した保育を行なっている。
・「こども赤十字」「幼年消防クラブ」「緑の幼年団」等の社会活動を活発に実施している。
・ボランティアさんや他園の子ども達との交流会を活発に実施している。
・街中ならではの特長を活かし、独自の緊急時対応策を強化。安心安全な福祉施設をめざしている。
・広く青森市に高齢福祉事業を展開する社会福祉法人と合併したことにより、児童福祉のみなら
　ず、総合的なサービス展開、人材育成が可能な社会福祉法人への進化をめざす。

送迎バス 　なし

その他の経費 　なし

休日保育 　あり　詳しくは保育園にお問い合わせください。

障がい児保育 　なし

保育可能年齢 　生後43日以降

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

※地域子育て支援センター事業により子育て支援事業を分園で実施。
　和幸保育園地域子育て支援センター専用　TEL　090－3371－1924



46 年 1 月 1 日

3 年 5 月 13 日

教育・保育方針

青森認定こども園
***

http://www.kousaikai.or.jp/sukoyaka/aomori/青森市松原1丁目8-1 ホームページ

所在地 TEL 017-752-8261

030-0813 FAX 017-752-8262

施設長

設置 昭和
公益財団法人鉄道弘済会 園長　　吉田　慶男

改築工事

設置年月日（改築年月日） 設置主体

令和

生後43日以上

延長時間 保育時間 延長時間
2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
94人

16:45～18:15（1時間100円）
18:15～19:15（1時間150円）

18:15～19:15
（1時間150円）

保育時間

7:15～18:15 8:45～16:45

在園児以外の
一時預かり

　なし

　なし休日保育利用料金

保育料

　なし

　なし

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

給食費
【月額】

　１号認定　主食費：700円　副食費：3,800円

　２号認定　主食費：800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。

制服

その他の経費 　なし

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（入所前・卒園後・退所後でも相談に応じます。）

　交通安全運動の取り組み(幼児の交通安全教育、パンダクラブによるマスコツトねぶたの
配布及び自治体や警察署等と連携した交通安全運動)、食育活動(クッキング)、自然に親しむ
（公園での遊びや菜園作り）

施設の案内図

　1　子ども達が、明るく元気に自分を出し切り、
　　　自信をもって過ごせるようにする。

　２　様々な活動にふれる中で、好奇心や探究心を
　　　高め、また、食と体の健康に関心が持てるよ
　　　うにする。
　
　
　３　友達や地域との関わりの中で、自分や他人を
　　　大切にする心を養う。

土
 

13:00～16:00
（300円）

標準時間認定

　　平日　9:00～13:00　　730円
　　　　　9:00～16:00　1,230円
　　土曜　9:00～13:00　　730円

9:00～13:00
（730円）

保育可能
年齢

短時間認定

9:00～13:00

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
6人

教育時間
一時預かり（在園児）

平日

長期休業中の一時預かり



44 年 4 月 1 日

14 年 10 月 29 日

休日保育利用料金

保育料

認定こども園青森ひかり
ＱＲ

コード

https://aomori-hikari.com/

　なし

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

青森市奥野4丁目11-18

　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

ホームページ

給食費
【月額】

　１号認定　1    食：220円（主食20円・副食200円）×月利用日数

　２号認定　主食費：500円　　副食費：4,500円

送迎バス

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地 TEL 017-722-3316

030-0841 FAX 017-722-3357

施設長

標準時間認定

設置
社会福祉法人ひかり福祉会 園長　　鈴木　貴子

改築

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
60人

保育可能
年齢

保育方針 施設の案内図

◎教育・保育を一体的に行い、子どもの生きる力の基礎を育む
◎地域及び保護者の子育てを支える

　認定こども園青森ひかりでは、教育・保育を一体的に行い、遊びを通した
指導を中心に、園児の興味・関心を広げ、主体的な活動体験を大事にし、生
きる力の根底となる基礎を育みます。
　また家庭と連携を図り、保護者の家庭での子育ての支援を始め、地域にお
ける子育て支援のために関係機関と連携を図り、地域で子どもを育てる環境
作りに努めます。

　園の集団生活の中で、子ども自身が友達と認め合い助け合う『思いやり』
の心、活動や遊びの中で育む『意欲』、健やかで丈夫な体作りにつながる
『生きる力』の３つの育みを目指しています。
　教育・保育目標『なかよく たのしむ げんきな子ども』を子ども像として
掲げ、日々安全で充実した保育実践を心がけています。

8:00～16:00

短時間認定

生後43日以上

長期休業中の一時預かり

在園児以外の
一時預かり

　なし

その他の経費

障がい児保育 　なし

　あり

　なし

　園児服あり （約3,200円）

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
・園庭開放 、 室内遊び（※5月～12月　年間で設定した金曜日）
・制作、園行事に参加など

制服

１．菜園活動・戸外遊び・園外保育等で自然とのふれあいを大切にしています。
２．運動遊びや散歩等、園内外での運動の基礎作りを行っています。
３．絵本の読み聞かせやわらべうたで、“聞く力”“話す力”＝「ことばの土台」を育
      みます。
４．食育活動や食育指導で食べる意欲を育てます。
５．クラスの枠を超えた異年齢の子ども同士の交流・多世代とのふれあいと交流を大切
      にしています。

延長時間

18:00～19:00
（1時間200円）

保育時間

7:00～18:00

土曜日と同じ

保育時間 延長時間

7:00～8:00
16:00～19:00
（1時間200円）

教育時間
一時預かり（在園児）

土

7:00～8:00
16:00～18:00
（1時間100円）

昭和

平成

9:00～15:00
7:00～18:00

（9-15時1時間50円、
他は1時間100円）

平日
1号認定

（教育標準認定）
利用定員

15人



29 年 4 月 1 日

年 月 日

7:00～18:00

　２号認定　主食費：2,000円　副食費：4,500円

18:00～20:00
（1時間100円）

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

　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

生後56日以上

在宅の方への
子育て支援事業

施設長

設置
社会福祉法人藤聖母園 園長　　成田　孝平

改築

・育児相談…電話相談、園で面談相談
・「ピッコロクラブ」（月2回）子どもの成長、発達を促進する場、遊びを広げる場
　として親子一緒で行います。

送迎バス

制服

＊教育の環境に、教材としてモンテッソ—リ教育の日常生活・感覚教育・言語教育・数の教育・
　文化の教育を配置し、豊かな感性・知識・表現する能力を養います。
＊専門講師の指導によって、体育指導、音楽指導、英語指導、美術指導を年齢別に行います。
＊鍵盤楽器・和太鼓・エイサー・表現活動によって、明るく豊かな人格形成の教育を楽しく行い
　ます。
＊カトリック施設の行事（ご復活・聖ニコラオ他）が有ります。

標準時間認定

7:00～9:00
17:00～20:00
（1時間100円）

長期休業中の一時預かり

　あり　月曜～金曜　9:00～17:00　1時間200円　1食250円

9:00～17:00

017-734-3980

030-0841 FAX 017-718-1287

障がい児保育 　あり

延長時間保育時間

7:00～18:00
(1時間100円)

平日

7:00～8:00
14:15～18:00
(1時間100円)

その他の経費

保育料

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
80人

保育可能
年齢

　教材費：(年額)5,000円　行事費：(年額)5,000円　入園時(1号認定のみ)：入園事務手数料1,000円

　なし休日保育利用料金

給食
【月額】

幼保連携型認定こども園　青森藤こども園
***

http://www.fujiseiboen.or.jp/

　あり　月額　2,500円

　なし

　１号認定　主食費：1,000円　副食費：4,500円

青森市奥野3丁目7-2 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地 TEL

平成

平成

園の特色

7:00～18:00
(1時間100円)

保育時間 延長時間

短時間認定

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
45人

教育時間

教育・保育指針 施設の案内図

在園児以外の
一時預かり

一時預かり（在園児）

土

9:00～14:00

　キリスト教の人間観に基づいて、一人ひとりの子ど
もはかけがえのない存在として、それぞれに果たすべ
き使命が与えられた存在としての乳幼児期の教育・
保育を一体的に行う。

筒井郵便局
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園



27 年 4 月 1 日

2 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：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43日以上

長期休業中の一時預かり

延長時間
2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
234人

保育可能
年齢

18:00～20:00
（1時間200円）

保育時間

7:00～18:00

保育時間 延長時間

標準時間認定

7:00～８:00
1６:00～18:00
（16:00～1時間200円）

8:00～16:00

短時間認定

その他の経費

障がい児保育 　あり　　　　（条件:集団活動ができること）

　父母会会費　  特色ある教育経費（英会話講師料）月額1,000円（4・5歳児のみ）　

制服

◎行事を通じての保育
　豊富な経験から豊かな心を育むために、運動会・遠足・おゆうぎ会・毎月季節にあった
　お誕生会などの行事を取り入れています。
◎英会話遊び保育（4･5歳児）
◎リズム・体育遊び保育
◎ことば遊び保育
◎数遊び保育

在園児以外の
一時預かり

　平日　　　　　　　　8:30～17:00　4時間以内 ：900円 　 4時間以上 ：1,700円
　土曜・日曜・祝日　　なし

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

・子育て相談  ・情報提供
・子育て支援  ・行事体験　など

在園児のみ
8:30～17:00

　在　園　児：日曜を利用した場合は、その週の1日を代休とする。

施設の案内図

①健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身
　体諸機能の調和的発達を図る。
②集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家
　族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並び
　に規範意識の芽生えを養う。
③身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対
　する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養う。
④日常の会話や、絵本、童謡等に親しむことを通じて、言葉の使い
　方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養
　う。
⑤音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感
　性と表現力の芽生えを養う。
⑥快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信
　頼関係の構築を通じて、心身の健康の確保及び増進を図る。

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
6人

教育時間
一時預かり（在園児）

土

7:00～9:00
13:00～18:00

（15:00～1時間200円）

9:00～13:00 8:00～16:00
（半日300円　1日600円）

平日

教育・保育方針

8:00～16:00
（半日300円　1日600円）

FAX 017-763-4388

施設長

設置
社会福祉法人中央福祉会 園長　　髙橋　晴美

改築

平成

令和

　在園児以外：なし

休日保育
利用料金

幼保連携型認定こども園　浦町保育園

https://uramachi.site/

　なし

　なし

青森市中央3丁目21-4 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

送迎バス

所在地 TEL 017-734-7749

030-0822

総合福祉
　　　　　　　　　　センター

アピオ　あおもり

ハローワーク

　　　　　　浦町保育園

NTT　ドコモ

国土交通省
県民福祉プラザ

至　雲谷方面

観光通り



35 年 9 月 15 日

3 年 4 月 1 日

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・「スマイルKOUDA」（年10回）　幼稚園生活を体験し、行事に参加したり
　季節の製作やゲームなどを親子で楽しんだりする。

送迎バス

制服

・少人数クラスで一人ひとりに目の届いた家庭的な保育
・新体操の特別講師による体力づくりのジュニア体操
・特別講師の先生によるカリキュラム（英語、ヨガ）
・お母さんが安心して仕事ができる預かり保育
・季節を感じる行事がたくさん
・幼小連携によりスムーズな就学

障がい児保育

園の特色

　休日保育なし休日保育利用料金

在園児以外の
一時預かり

　あり　　冬用4,８00円　夏用2,600円　レンタル有　譲り受け可

　あり

　あり　　　（応相談）

認定こども園　甲田幼稚園
***

http://www.koudayoutien.com/

　あり　　バス代　月2,000円　片道1,000円　　※満３歳以上利用可

青森市金沢1丁目2-7 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
10人

保育可能
年齢

施設の案内図

モットー「明るく、楽しく、元気よく」

　子どもは「遊び」の天才です。

　子どもたちは皆、きらきらと輝く可能性を秘めてい
　ます。

　遊びや多彩な教育活動を楽しみながら子どもたちの
　成長を促し、子どもたちのすばらしさが実感できる
　園生活を目指します。

所在地 TEL 017-776-8639

030-0853 FAX

長期休業中の一時預かり

施設長

設置
学校法人三ツ葉学園 園長　　山田　由子

改築

昭和

令和

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
75人

017-718-0029

平日
教育時間

一時預かり（在園児）

平日　10:00～14:00　1時間200円　　給食30０円　

10:00～14:００
8:00～18:30
（半日300円）

14:30～18:30
（1日200円）

（1か月3,000円）

　あり　　新年度教材　8,０00円　　進級教材　４,５00円

満１歳以上

延長時間

18:30～19:00
（30分50円）

保育時間

7:30～18:30

土 夏休み・冬休み・春休み
 8:00～15:00（半日300円）
8:00～18:30（1日500円）

標準時間認定

16:00～18:30
（30分50円）

8:00～16:00

短時間認定

保育時間 延長時間

その他の経費

保育料
　 満3～5歳児　無料
　３号認定児　　市の定める額
※別紙参照

給食費
【月額】

　１号認定　主食費：1,100円　副食費：2,900円

　２号認定　主食費：1,300円　副食費：3,700円　　　３号認定は保育料に含む

やまみ幼稚園看板

ローソン



52 年 4 月 1 日

61 年 11 月 1 日

幼保連携型認定こども園　すぎのこ幼稚園
ＱＲ

コード

http://www.suginoko-k.ed.jp/

施設長

TEL所在地

設置年月日（改築年月日） 設置主体

017-739-7255

030-0852 FAX

青森市大字大野字前田75-3 ホームページ

017-739-7243

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

  18:00～18:30（30分200円）
10:00～14:00

教育方針 施設の案内図

　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
120人

教育時間
一時預かり（在園児）

なし

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）

土平日

長期休業中の一時預かり

設置
学校法人杉の子学園

昭和

昭和
園長　　藤本　泰史

改築

保育時間

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

　なし

　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

　平   日   10:00～16:00　1時間400円　

　土曜・日曜・祝日　　なし

保育可能
年齢 保育時間 延長時間

なし 8:00～16:00

　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号認定　主食費：   800円　 副食費：3,200円

7:30～18:30

標準時間認定

その他の経費

・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・制作・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

短時間認定

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
120人

保育料

給食費
【月額】

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

18:00～18:30（30分200円）

延長時間

生後3か月以上

　２号認定　主食費：1,500円　 副食費：4,500円　
※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

園の特色

　なし

在宅の方への
子育て支援事業

　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。

　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）　送迎バス

制服 　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　

休日保育利用料金

障がい児保育



54 年 4 月 1 日

年 月 日

在園児以外の
一時預かり

 　なし

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

給食費
【月額】

平日

8:00～ 8:30（100円）
14:00～18:00
（1時間100円）

2か月以上

延長時間

なし

保育時間

 　あり

　1・２号認定：初年度教材費 7,000～8,300円　 特別教育活動費 １,500円（1,2,３号認定）

 　なし

　1・2号認定：あり（譲り受け可）3号認定：なし

　・健　　康　明るくのびのびと行動できる子ども

　・人間関係　自分の力で行動し、なかよく遊べる子ども

　・環　　境　動植物に親しみ、いたわりの気持ちをもつ
　　　　　　　子ども

　・言　　葉　自分の気持ちをしっかりと伝える子ども

　・表　　現　美しいものに感動できる子ども

標準時間認定

16:00～18:00
（1時間200円）

長期休業中の一時預かり

7:30～18:30

夏休み・冬休み・春休み
8:00～18:00

（1時間200円）

保育時間 延長時間

短時間認定

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

 9:30～14:00 なし

TEL 017-774-2262

030-0845 FAX 017-774-2262

施設長

認定こども園　第一南幼稚園

http://www.1-minami.com

　1号認定：あり（3歳以上）２号認定：あり（3歳以上）バス代３,０00円（片道半額）

青森市緑2丁目10-10 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地

　１号認定　主食費：1,６00円　　副食費：3,２00円

　２号認定　主食費：2,１00円　　副食費：4,９00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

昭和

平成

設置
学校法人公徳学園 園長　　伊藤　慎悟

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
・「おひさまクラブ」（月2回）2歳から　親子運動遊び・制作その他

送迎バス

制服

　開園当初より少人数クラス編成をとっており、広い園舎と園庭で子どもたちがのびの
びと育ち、しかも目の行き届く教育を目標としています。
　リトミックなどの音楽教育や書家による書道教室、専門家による英会話などを通した
人間形成に力をいれ、幼児期のうちに集中力を身に付けていきます。
　また、幼児期の丈夫な身体づくりを願い、専任の体育指導員がリズム運動や楽しい体
育遊びなどを指導しています。

障がい児保育

休日保育利用料金

改築

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
40人

保育可能
年齢

教育方針 施設の案内図



52 年 11 月 1 日

13 年 3 月 15 日

浜田小学校
文

　　　至 八甲田大橋（観光通り）

○　浜田福祉館

在宅の方への
子育て支援事業

・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「きりんルーム」において、未就園児の親子を対象に遊びや製作等を通した
　幼稚園生活の体験の場を提供する。（月１～2回）

8:00～16:00満1歳以上

　満1歳以上から　8:00～16:00　1時間300円 (土・日・祝なし)
　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。

7:30～18:30

　1・2号認定のみ　 約15,000円　リユース可

障がい児保育 　要相談　(詳しくは園へお問い合わせください。)

在園児以外の
一時預かり

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

　休日保育なし

なし

園の特色

制服

延長時間

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

延長時間保育時間

・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、縄跳び、ドッジボール、リレー、砂遊び、アスレチック、プール遊び、水遊び等）
・園外保育、菜園保育を体験することで、自然にふれる。
・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している。（サッカー教室、リトミック教室）

　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　　

　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

　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

　3号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

休日保育利用料金

所在地 TEL 017-739-3441

030-0846 FAX

設置主体

昭和

平成
園長　北山　麻里

改築

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
120人

教育時間

給食費
【月額】

送迎バス

施設長

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
130人

保育可能
年齢 保育時間

　　  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

その他の経費

設置
学校法人 青森幼稚園

教育方針 施設の案内図

10:00～14:00
（8:00～登園可）

なし

平日

保育料

認定こども園　第二青森幼稚園
ＱＲ

コード

http://www.aomori-youchien.jp/aoyou02/toppage.html青森市青葉3丁目10-45 ホームページ

017-739-3442

設置年月日（改築年月日）

一時預かり（在園児）

標準時間認定 短時間認定

長期休業中の一時預かり

  ～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)

　　   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

土

メガ

第二

青森幼稚園

マック

メガ

第二

青森幼稚園

ﾏｯｸｽ
ﾊﾞﾘｭｰ



50 年 4 月 1 日

11 年 6 月 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　主食持参　副食費：3,500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。

長期休業なし
平日と同じ

土平日

保育時間 延長時間

障がい児保育 　なし

　絵本代　　約400円（1，2号認定）

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
・園庭開放（4月～10月、週1回毎週金曜日、10:00～11:00）
・「絵本の日」（春・夏・秋・冬年4回）ピアノやエレクトーンの音楽に合わせた絵本の読み
   聞かせ会。絵本の貸出しもしています。

制服

　なし休日保育利用料金

在園児以外の
一時預かり

送迎バス

　平日・土曜　7:30～18:00　4時間以内1時間300円　4時間以上1日1,500円（おやつ・昼食含）

　日曜・祝日　なし　　

その他の経費

18:01～19:00
（30分毎に150円）

保育時間
7:00～8:00

16:01～19:00
（保育時間8時間越えた
時点で1時間100円）

延長時間

8:00～16:007:00～18:00

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
60人

保育可能
年齢

保育方針 施設の案内図

　広い園庭、よい環境、充実した教育・保育で
　健康に育てる。

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
10人

教育時間
一時預かり（在園児）

標準時間認定

長期休業中の一時預かり

9:00～13:00

短時間認定

生後56日以上

なし
   7:00～9:00 （1時間100円）
 13:00～15:00（無料）
 15:00～18:00（1時間100円）

030-0851 FAX 017-776-3545

園長　　川村　由美子
改築

昭和

平成

施設長

設置
社会福祉法人若宮福祉会

・豊かな自然環境、園庭の芝生の小山にブナやどんぐりの樹木が植えてあり、野菜や果物の栽培や収穫を
　楽しむことができます。
・保育室には、冷暖房が完備され、乳児室は床暖房です。感染症対策としてオゾン脱臭除菌器を全保育室に設
置。
・安全に配慮し、全室クッションフロアーでのびのびと遊ぶことができます。
・年間を通して、お子様と保護者の皆様が楽しんで参加できる行事を行っています。
・春に野菜の苗を植えて育て、秋には収穫した野菜でカレーライスを作るなど「食育」にも力を入れてい
　ます。
・給食では、青森県産のおいしい食材も使用しています。
・明るく、家庭的な雰囲気の中で、安心して過ごせるよう保育士の目の行き届いた保育を目指します。

幼保連携型認定こども園　つぼみ保育園

http://tsubomi.or.jp/

　なし

　なし

青森市旭町3丁目7-8 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地 TEL 017-776-3544



30 年 3 月 18 日

12 年 4 月 1 日

認定こども園　東奥幼稚園
***

http://www.tooyouchien.com

　あり（希望者のみ月額2,500円）

　あり（夏制服　約3.100円、冬制服　約4,600円、その他通園カバン等あり）

青森市勝田2丁目11-3 ホームページ

その他の経費

保育料

平成

設置主体

所在地 TEL

7:00～19:00
（1日800円）

017-775-2125

030-0821 FAX 017-732-6211

施設長

長期休業中の一時預かり

設置年月日（改築年月日）

設置
学校法人　東奥学園 園長　　阿部　真樹子

改築

昭和

保育方針 施設の案内図

　　教育的環境・自然的環境に恵まれた地域性を生か
　し、様々な体験を通して、人と人との触れ合いを大
　切にしながら、集団におけるルールを身に付け、一
　人ひとりがのびのびと個性を発揮できるよう育てま
　す。

　　・みんなと仲よく遊べるこども
　　・よく聞けるこども
　　・意思をはっきり表現できるこども

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
60人

7:00～8:30
13:30～19:00
（1日500円）

教育時間
一時預かり（在園児）

土

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
30人

保育可能
年齢 延長時間保育時間

7:00～18:00

標準時間認定

　3～5歳児　無料
　1～2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

8:00～16:00

9:30～13:30
7:00～19:00
（1日800円）

第2・4土曜は休み

平日

短時間認定

満1歳児以上
18:00～19:00
（1時間200円）

保育時間 延長時間

16:00～19:00
（1時間200円）

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

・「ピヨちゃん教室」手遊び、絵本の読みきかせ・制作等
　（未就園児教室）

　・リトミック、英語教室、体操教室、科学タイム等、外部講師の先生方とも
　　遊びを通し、楽しく勉強します。
　・季節ごとにスクールバスに乗って出かけ、自然に親しみながら子ども同士の触れ
　　合いを大切にし、のびのびと遊べるようにしています。

給食費
【月額】

　施設設備資金（入園時5,000円）、手数料（入園時1,000円）
　教材費（年1回実費徴収）、父母会費（年額4,800円）

障がい児保育

　1号認定　主食費：　　　0円　副食費：2,500円

　2号認定　主食費：  1,000円　副食費：5,000円

休日保育利用料金 　なし

　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

在園児以外の
一時預かり

制服

　あり（1日1,500円）

　なし



27 年 4 月 1 日

年 月 日

給食費
【月額】

　１号認定　主食持参　副食費：4,000円　　主食提供希望：1,000円

　２号認定　主食持参　副食費：4,500円　　主食提供希望：1,000円

　３号認定　主食費・副食費とも保育料に含まれます。

延長時間

7:00～18:00

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

7:00～9:00
14:00～18:00
（1時間200円）

８時間30分を越えた
場合※送迎時間30分

を含む（1時間200円）

保護者の方の就労
時間帯に合わせた
１日あたり８時間

短時間認定

生後43日以上

9:00～14:00

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
87人

保育可能
年齢

8:00～16:00
教育時間内は無料

一時預かりについては左に同じ

平日

標準時間認定

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
3人

　なし

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

　平日・土曜　8:00～18:00（8時間以内）　0歳児：2,800円　  1・2歳児：1,800円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3歳児：1,200円
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4・5歳児：800円　（4時間以内は半額）
　日曜・祝日　なし 　　※ご希望により200円で給食（昼食・おやつ）を提供します。

送迎バス

・育児相談
・情報提供

在園児以外の
一時預かり

その他の経費

制服

「一人ひとりの子どもを大切にする保育」

子どもは尊重すべき一人の人格であり、特性や発達の過程に応じた指導を積み重ねること
で、その子のもつ可能性を最大限に発揮できるものと考えます。保育者も、子どもとのか
かわりの中に新鮮な喜びを感じ、小さな成長一つひとつを大切にしていきます。信頼関係
に支えられた生活を送ることが自己肯定感につながり、社会にかかわる力の基礎になりま
す。

長期休業中の一時預かり

延長時間

18:00～20:00
（1時間200円）

保育時間

障がい児保育 　あり

教育時間
一時預かり（在園児）

土

施設長

設置
社会福祉法人光福祉会 園長　　高坂　あつ子

改築

教育方針

地図の貼り付けお願いします「仲良く　明るく　元気な子ども」

平成

平成

幼保連携型認定こども園　ときわ保育園

http://tokipyon.com/

　なし

　なし

所在地 TEL 017-776-4135

030-0851 FAX 017-718-4185

施設の案内図

青森市旭町2丁目11-1 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体



所在地

設置 昭和 29 年 3 月 1 日

改築 昭和 63 年 12 月 1 日

園の特色 　遊びを中心に、豊かな心を育て、子どもたちの「生きる力」を育む自由保育

在宅の方への
子育て支援事業

その他の経費 　教材費　8,２０0円（入園時購入）　　行事費　月500円

障がい児保育 　なし

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間： 7:45～9:00　 14:00～18:30（平日のみ）
　料　　　金： 7:45～9:00   （無料）
                    14:00～18:30 （16:30までは100円　18:30までは200円）
　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。

送迎バス 　バス代（月額）2,000円

制服 　制服　 2４,９30円　譲り受け可　　※詳しくは園にお問い合わせください。

　給食　週4回　3,000円　　 週1回お弁当あり　
給食

　月額　主食費：1,000円　　副食費：2,000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。

　年少・年中・年長

教育時間 　9:00～14:00

保育料 　無料

定員　２５人

学校法人大谷学園 園長　　照井　大観

教育方針 施設の案内図

　　み仏さまを中心に、つよく、あかるく、なかよく
　
　　のびる子ども

地図の入力お願いします

青森市長島3丁目9-1 ホームページ https://www.actv.ne.jp/~soushinji/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

青森大谷幼稚園
QR

コードTEL 017-776-6649

030-0861 FAX 017-776-6654



所在地

設置 昭和 33 年 4 月 10 日

改築 平成 16 年 12 月 17 日

園の特色

１.   キリスト教保育
　　＊ありのままを受け止め、愛する保育
　　＊神と人から愛されることを知る
　　＊育つ力を信じる

２.  遊びを中心とした保育
　　異年齢の子どもたちとの遊びを通して、育ちあい仲間を広げる
　　＊自由遊びをたくさんすることで育つこと
　　　・自主性の育ち　　　・思いやりの心　　　・創造性

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談  ・情報提供
・「らみいサークル」（月２回）１歳～
   園の開放・自由遊び・体操・絵本・紙芝居・おやつ

その他の経費 　願書　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：7:30～8:30　     14:00～18:00（平日のみ）
　料　　　金： 無料（就労）1回200円（私用）
　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4,000円   片道2,000円

制服 　11,000円　譲り受け可　　※詳しくは園にお問い合わせください。

　週5日・月1回お弁当     月2,000円
給食

　月額　主食費：700円　副食費：1,300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。

定員　15人 　満3歳児（誕生日2か月前より入園可）

教育時間 　8:30～14:00

保育料 　無料

宗教法人青森バプテスト教会 園長　　一戸　一枝

教育方針 施設の案内図

　キリスト教の教えである『愛』を保育の土台とし、幼
児を尊厳ある人格として尊び、一人ひとりの個性を大切
に育て、豊かな感性と誠実な心をもつ子ども、神と人と
に愛される子どもに成長することを望みつつ、日々の保
育を推進します。

青森市青柳2丁目2-10 ホームページ http://www17.plala.or.jp/oukei/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

青森パブテスト教会付属　王恵幼稚園
***

TEL 017-734-3712

030-0811 FAX 017-734-3712



所在地

設置 昭和 35 年 4 月 1 日

改築 昭和 59 年 1 月 20 日

　呉竹幼稚園
QR

コードTEL 017-722-6017

030-0813 FAX 017-722-6017

青森市松原2丁目15-2 ホームページ http://www.kuretakeyouchien.com/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

学校法人　青森山田学園 園長　湯沢　あけ美

教育方針 施設の案内図

　～教育方針～
　主体的な遊びや体験を通して、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。
○主体的な活動ができる子どもの育成・子どもの興味関
   心を大事にする
　　・気付く
　　・考える
　　・伝える
○基本的な生活習慣の確立
　　・挨拶や返事ができる
　　・友だちと仲良く遊ぶ
　　・自分のことは自分でする
　　・最後までやり通す
○多様な体験を通して豊かな感性を育てる
　　・サントレ（言葉の教育）
　　・自然や地域と触れ合う活動
　　・青森山田学園の施設・人材の活動

　満3歳の誕生日を迎えた時点で入園可

教育時間 　8:30～13:30（13:45～14:00降園時間）

保育料 　無料

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談  ・情報提供
・｢ぴよちゃん教室」（年間約８回）
　2歳児：ままごと遊び・制作・ホール遊び・園庭開放等

定員　２５人

その他の経費 　教育充実費　 30,000円（入園時）

障がい児保育 　あり

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：（平日）①７：３０～８：３０　②１４：００～１８：３０
　　　　　　　（土曜）８：１０～１２：１０
　　　　　　　（長期休業・代休日）７：３０～１８：３０
　料　　　金：（平日）①１００円　②３００円
　　　　　　　（土曜）３００円　　（長期休業・代休日）４００円
　　　　　　　　　　　　　　　※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 　体操着のみ　　8,400円　譲り受け不可　　※詳しくは園にお問い合わせください。

給食
　月額　主食費：1,000円　　副食費：2,500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。

園の特色

・言葉や文字への興味・関心を高め、絵本に親しませる。（サントレ言葉の教室）
・多様な体験活動として、サッカー教室、スキー教室、などを行う。
・感性を育む活動として、色々な楽器を使った器楽演奏を楽しむ。
・特設教室として、カワイ音楽教室とカワイ体操教室、習字教室（年長対象）を保育時間
外に行う。（有料）

　給食 週3回 ・お弁当 週2回（希望により注文弁当にもできる） 月額　3,500円



所在地

設置 明治 42 年 4 月 1 日

改築 平成 14 年 12 月 20 日

聖マリア幼稚園
***

TEL 017-734-7728

030-0861 FAX 017-734-7729

青森市長島4丁目23-21 ホームページ http://eikougakuen.jp/maria/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

学校法人聖公会栄光学園 園長　福田  優美子

教育方針 施設の案内図

　　神と人とに愛されることを感謝できる子どもに
　育てたいという目標をもっています。
　
　　一人ひとりの子ども達が個性を生かし合って
　生活し、優しさ、思いやりのある子、命を大切に
　出来る子になるように願っています。

定員　80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（15:30までは自由降園）

保育料 　無料

送迎バス 　バス代（月額）往復4,000円（兄弟特典あり）

制服 　なし

　給食週4回（月火木金・野菜中心のメニュー豊富な給食）・お弁当週1回
給食

　月額　主食費：1,750円　　副食費：2,750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。

その他の経費 　教育充実費：1,500円　（毎月徴収）

障がい児保育 　あり（条件：軽度の場合相談ください）

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：8:00～8:30　　15:30～18:00（平日のみ）
　料　　　金：1日300～400円
　長期休業中：夏季、冬季保育3日間程度あり（無料）
　※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。

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・「プチマリークラブ」（月１回）2～3歳児：もの作り・自由遊び・各イベント参加他
・「リトルマリークラブ」（月１回）1歳3か月～2歳児：もの作り・自由遊び・各イベント参加他

・キリスト教に基づき、心の育ちを大切にするように努めています。

・お天気の日はお散歩をして心身共に強い子どもに育てています。

・一人ひとりの個性を大切に、きめ細かい保育をしています。

・子どもたちの体に優しい給食を提供しています。
 
・はだし保育をしています。
　
・英語あそび、空手教室、サッカー教室、体操教室等を取り入れています。
・
・各クラスチーム保育をしています。（複数の先生で見守っています。）



設置 令和 1 年 7 月 1 日

改築 平成 年 月 日

在宅の方への
子育て支援事業

毎月、子育て支援ひろばとして「にこにこルーム」を実施中です。

障がい児保育 　なし

保育可能年齢 　生後2か月～2歳児

園の特色

　一生を左右する人格形成の土台作りの大切な3年間となる0～2歳児の子どもたちをお預
かりする小規模保育園です。少人数制なので、個別での関わりを通して一人ひとりの成長
発達をしっかり見極め、その少し先を見通して関わっていくことの出来る保育園です。
　少人数だからこそ、じっくり関わり、愛着関係を深めながら、たくさん褒めて認めるこ
とで、自己肯定感を育んでいきます。

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

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：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

1時間：100円

保育方針 施設の案内図

保育理念:おもいっきり遊ぶ　　おもいっきり学ぶ
 
             私たちは
               「やさしく、強く生き抜く力」を育みます

保育目標:すくすく育つ　わくわく遊ぶ　いきいき過ごす

7:00～8:00
16:00～19:00

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

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

株式会社ニチイ学館 張間　佳代

 青森市大字大野字若宮151-3

FAX 017-762-3553030-0852

ホームページ

ニチイキッズわかみや保育園
***

所在地 TEL 017-762-3552

パンダレンタカー

様隣りです


