
設置 平成 20 年 4 月 1 日

改築 年 月 日

保育可能年齢 　生後43日以上

・育児相談
・情報提供
・園開放「ほいくの日」や行事等で園を開放する。

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

　働く保護者の皆様に代わり、日々成長するお子様を見守りながら保育方針でめざす子
ども像を主軸に、子どもたちの健康を考えた給食づくり（離乳食～幼児食、おやつまで）
や体力づくりのための体育指導を取り入れた保育、伝承していく季節の行事を取り入れ
た保育、有名な合浦公園や茶屋町公園、栄町遊歩道、堤川緑地河川公園等々、近くにあ
る自然事象を通して心身共に健康で思いやりのある未来を拓く子どもたちの育成を図って
います。

障がい児保育

休日保育

送迎バス

　※利用する休日の代わりに、入所している施設において利用分の休みを取る事及び、両親の就労証明書提出が条件で無料となります。

　なし

　なし

その他の経費 　なし

　利用時間：8:00～16:30　　　利用料：1時間500円、１日3,000円

定員　60人

　平日・土曜　　7:00～18:00　　　 1時間500円　1日3,000円

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。

一時預かり

8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～20:00

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

月極1時間：3,000円
月極2時間：5,000円
ｽﾎﾟｯﾄ1時間： 300円

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

合浦保育園

http://www.tukuda.ed.jp/gapo_w/gapo_to.htm

所在地 ＴＥＬ 017-743-6838

030-0902 017-743-6839

青森市合浦1丁目4-9 ホームページ

ＦＡＸ

保育標準時間

園長　　長谷川　秀輝

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。

7:00～18:00 18:00～20:00

保育短時間

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人佃福祉会

・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

月極1時間：3,000円
月極2時間：5,000円
ｽﾎﾟｯﾄ1時間： 300円

施設の案内図

　めざす子ども像「未来を拓く子」

　　・いのちを大切にする子

　　・自分で考え力いっぱい行動できる子

　　・手や足や身体全体を使いこなせる子
 
　　・なかまと力を合わせる子
 
　　・ゆたかな感情をもった子

　　・働くことをすばらしいと思う子

合浦
保育



設置 昭和 51 年 4 月 1 日

改築 平成 17 年 5 月 9 日

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人同伸会

幸伸保育園
***

http://www.koushinhoikuen.com

所在地 ＴＥＬ 017-738-2111

030-0943 ＦＡＸ 017-738-2119

青森市大字幸畑字松元62-23 ホームページ

園長　　中浦　伸一

保育方針 施設の案内図

　「元気で、楽しく、健やかに」

　・いつでも元気いっぱい遊べる子ども

　・いつでもみんなと仲良く楽しく遊べる子ども

　・いつでも健康でやさしい心と思いやりの心を持つ
  　 子ども

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
7:00～9:00

17:00～18:00

保育標準時間 保育短時間

休日保育

障がい児保育 　なし

　平日・土曜　　7:00～19:00  　1日1,200円
　日曜・祝日　　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

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

料金

送迎バス 　なし

その他の経費

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：1,000円　　副食費：5,000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。

　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。

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

　「元気で、楽しく、健やかに」を理念とし、「子どもたちの体力づくり・音楽による情操保育・給食
を通しての食育」に重点を置いて、子どもたちの健やかな成長のため、日々保育を行います。
　その他、乳児保育、延長保育、一時保育の実施と年3回程度の不定期に公開保育を実施しています。

・育児相談
・情報提供
・「公開保育」～ 園内を一部開放、通常保育公開、見学

園の特色



設置 昭和 34 年 5 月 1 日

改築 平成 18 年 7 月 15 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

・木や神社に囲まれ、四季の変化が美しい所。
・明るく元気な子どもを目指す環境の中で、一人ひとりの気持ちを受けとめ、
　遊びを楽しませます。
・地域の人々との交流を深め、心身共に、育成を進めています。
・保育に和太鼓を取り入れ、忍耐力、協調力、集中力を培っています。
・食育活動として、子どもたちによる野菜の苗植えや収穫
・無農薬玄米を主食とした給食の提供

・育児相談
・情報提供

園の特色

※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。

休日保育

障がい児保育 　なし

　平日・土曜　　9:00～16:00　  1日1,000円
　日曜・祝日　　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

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

料金

送迎バス 　なし

その他の経費

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：800円　　副食費：4,500円

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　75人

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

17:00～19:00

保育標準時間

園長　　小泉　隆人

保育方針 施設の案内図

　仲良く・明るく・元気な子ども

　・一人ひとりの気持ちを受けとめ、思いやりや、
　　自主性を芽生えさせる。
　・早寝、早起きなど生活リズムを大切にする。

保育短時間

幸畑保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-738-2359

030-0943 ＦＡＸ 017-738-2363

青森市大字幸畑字谷脇133 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人幸畑福祉会

セルフガソリン
スタンド

幸畑保育園

至幸畑団地

至　戸山
市民館

野内環状線

赤田パン

至松元団地
バ
ス
停

至東青森駅



設置 昭和 53 年 4 月 1 日

改築 平成 28 年 11 月 25 日

桜川保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-743-3287

017-743-3287

青森市桜川9丁目19-23 ホームページ

030-0945 ＦＡＸ

施設の案内図

　・健康で明るい子ども

　・友だちと仲良く遊べる子ども

　・創造力豊かで、協力し合える子ども
 
　・目的を持って活動できる子ども

　　英会話教室　週1回、 パソコン教室　週1回、
　　学研わくわくタイム　週1回 （すべて無料）
　　絵画教室   月2回

社会福祉法人さくら愛育会 園長　　田澤　典彦

保育方針

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　70人

7:00～18:00 18:00～19:00

保育短時間保育標準時間

9:00～17:00
7:00～9:00

17:00～18:00

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

送迎バス

　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

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

　保護者の方が安心して保育園を利用出来るように、また子どもたちが楽しく充実した
   1日を過ごせるように職員一同努めております。
　子どもたち一人ひとりの個性を伸ばせるよう、様々な保育活動に取り組み、その中で
　生活に必要な基本的習慣や、自主性、協調性を養えるようにします。
　最後に、最も重点をおいているのは知的発育と創造力を高めて、未来に生きる子ども
　にしたいと考えています。

・育児相談
・園の自由開放

その他の経費

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

　なし

在園児以外の
一時預かり

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。

　なし

駒込川

南桜川団地

桜川保育園

松
桜
橋

サンクス

文化
タクシー

生協
さくら館

Ｎ



設置 昭和 55 年 4 月 1 日

改築 平成 29 年 6 月 1 日

月額

施設長

8:00～16:00

保育時間 延長時間

玉  川  保  育  園
***

　http://tamakawa-hoikuen.main.jp/

　所在地 ＴＥＬ 　017-774-7225

　030-0843

保育短時間

　017-774-7225

　青森市大字浜田字玉川172-9 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

保育時間 延長時間定員　75人

ＦＡＸ

保育標準時間

7:30～18:30 18:30～19:00

園長　　大澤　智子

保育方針 施設の案内図

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

社会福祉法人みどり福祉会

7:30～8:00
16:00～18:30

園の特色

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
　　　　※別紙参照

無　料

　なし

　概ね生後43日以上

　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
　　　　※別紙参照

無　料

在園児以外の
一時預かり

　なし

　なし休日保育

障がい児保育

その他の経費

保育可能年齢

送迎バス

在宅の方への
子育て支援事業

〇…平成29年に全面改築し、木のぬくもりにあふれた広々とした保育環境を提供し喜ば
　　れています。子どもたちが家庭にいるような雰囲気で過ごせるよう心がけています。

〇…英会話やスイミング、音楽、硬筆などの習い事にチャレンジできる環境を整えてい
　　るほか、運動会、遠足、お遊戯会、サッカー教室、人形劇などのイベントを企画し子
　　どもたちの情操教育に力を入れています。

〇…朝夕の送迎に便利な広い駐車場を用意していますので、お気軽にご利用ください。

　・育児相談
　・運動会、人形劇鑑賞など各種園行事への参加

　なし

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。

　2号認定　主食：ご飯持参　　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。
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設置 昭和 48 年 4 月 1 日

改築 平成 8 年 8 月 31 日

　3号認定　主食費・副食費ともに保育料に含まれます。

　※利用する休日の代わりに、入所している施設において利用分の休みを取ること及び、両親の就労証明書提出が条件で無料となります。

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

1、児童福祉法に基づき、子どもの命と人格を尊び、豊かな心と健やかな身体の
　  発達を援助する保育をめざす。
2、子育て支援センターの併設により子育て中の「親支援子育てサークル」や
　 「親自身の子育て仲間づくり」にポイントを置き子育ての不安、負担感を減少
　  させる施策を図る。
3、やさしい保育、バランスのとれた給食と健康の大切さを学ぶ食育を充実させて
　  保護者や地域の人々と力を合わせ児童の保護、育成にあたる。

  ※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）

 

障がい児保育

7:00～18:00 18:00～20:00 8:00～16:00

一時預かり 　平日・土曜　　7:00～18:00     1時間500円　1日3,000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。

　なし

その他の経費    なし

定員　60人

保育標準時間 保育短時間

・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

月極1時間：3,000円
月極2時間：5,000円
ｽﾎﾟｯﾄ1時間： 300円

保育時間

設置年月日（改築年月日） 設置主体

　　　　めざす子ども像「未来を拓く子」

　　　・いのちを大切にする子
　　　・自分で考え力いっぱい行動できる子
　　　・手や足や身体全体を使いこなせる子
　　　・なかまと力をあわせる子
　　　・ゆたかな感情をもった子
　　　・働くことをすばらしいと思う子

休日保育

7:00～8:00
16:00～20:00

   2号認定　主食費：1,000円　　副食費：4,500円

延長時間延長時間 保育時間

　利用時間：8:00～16:30　　利用料：1時間500円 　１日3,000円

給食費
【月額】

・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

月極1時間：3,000円
月極2時間：5,000円
ｽﾎﾟｯﾄ1時間： 300円

送迎バス    なし

料金

施設長

施設の案内図

佃保育園
***

http://www.tukuda.ed.jp

所在地 ＴＥＬ

ＦＡＸ

017-743-2111

017-743-2111

青森市南佃1丁目６-９ ホームページ

030-0964

園長　　長谷川　直子

保育方針

社会福祉法人佃福祉会



【別紙】

　　　　　　　

年5回

年3回

※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。

絵本サロン

親子で製作

集まれ！お友だち

交流保育＆お誕生会

○あそびにおいでよ！青森市子育てひろば（D地区事務局）

七夕、ねぶた祭り、親子運動会など、季節の行事を親子で一緒に体験＆
その月のお誕生日のお子さまをみんなでお祝いします

読み聞かせにおススメの絵本を紹介・成長記録・折紙製作などで
楽しみます

七夕、節分の鬼のお面、バレンタインデーのプレゼント作りなどを
作ります

たくさんのお友だちと出会い、体操やふれあい遊びなどを行い、
親子で楽しく遊びます

ママが楽しむ手芸講座

体を動かし汗を流して、育児の疲れを解消！

○その他　子育て支援

週1回月曜日

月3回火曜日

月1回木曜日

月1回水曜日

○子育てサークル

音楽サークル

「ナチュラル」

手芸サークル

「夏乃ハンドメイドクラブ」

育児サークル
「ほほえみ」

お花サークル

「ラ・フルール」

音楽好きな方が集まり、年に数回コンサートを
行っています

季節のお花で基礎から簡単なアレンジまで体験できる

季節に合わせた作品や小物を作ります

親子で手遊びを楽しんだり、アンパンマンの指人形を
作っています

地域子育て支援センター　　佃保育園

○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　　10：00～15：00
　　　　　　　　（来所）（訪問） ※事前にご連絡ください

○子育てに関する情報提供

○育児講座

手芸講座

健康講座



設置 昭和 42 年 4 月 1 日

改築 昭和 60 年 12 月 20 日

   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。

　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 　なし

　なし
在園児以外の
一時預かり

給食費
【月額】

保育可能年齢 　生後43日以降

その他の経費 　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

異年齢児保育　　　：3歳以上児からは異年齢児保育を取り入れ、社会性の発達の中で、
　　　　　　　　　　思いやりの心を育てます。
はだし保育　　　　：足の裏を刺激し、土踏まずの形成を促し健康な身体を育てます。
英会話教室　　　　：5時歳児は年間42レッスン・4歳児は年間36レッスンを受けています。
スイミングスクール：4歳以上児から週に1度スイミングスクールに通います。
完全給食　　　　　：バランスのとれた栄養で子どもたちの健康をサポートするととも
                              に、みんな一緒に同じものを食べることで、好き嫌いをなくしま
　　　　　　　　　　す。また、おやつは無添加食品を提供しています。
習字保育　　　　　：５歳児からは習字を保育に取り入れています。

育児講座（不定期開催）…HPや回覧板等で周知

休日保育

障がい児保育

　なし

　なし

17:45～19:00 8:00～16:00
6:45～8:00

16:00～19:00

保育短時間

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

1時間：0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：0円

筒井保育園
***

http://tutuins.kids.coocan.jp

所在地 ＴＥＬ 017-743-1555

030-0944 ＦＡＸ 017-765-1650

青森市筒井1丁目2-11 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　筒井福祉会

定員　60人

園長　　今　敏子

保育方針 施設の案内図

「思いやりのある子ども」「よく遊ぶ子ども」

「意欲を持って取り組む子ども」を目標に人を

大切にする心と丈夫で健康な体を育てます。

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

保育標準時間

6:45～17:45



設置 昭和 55 年 4 月 1 日

改築 平成 年 月 日

　なし送迎バス

保育可能年齢 　生後2か月以上

その他の経費

在宅の方への
子育て支援事業

　毎日の保育の中での経験、体験を通して心身を育て、又、食事の大切さ、楽しさを
知るために、給食献立により配慮し行事食等も充実させております。地域のご老人と
の交流、ならびに小・中学生との交流の中からも経験豊かな、おもいやりの心を持っ
た子どもたちの育成を図っています。

*****

　なし
在園児以外の
一時預かり

料金

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。

・3～5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

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

園の特色

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　60人

7:00～18:00

保育短時間保育標準時間

18:00～19:00 8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～19:00

030-0135 ＦＡＸ

施設の案内図

　家庭や地域社会との連携を図り、保護者の協力の下に家庭養
育の補完を行う。

　子どもが健康、安全で情緒の安定した環境のもとで、健全な
心身の発達を図る。

社会福祉法人明星会 園長　　長澤　美喜

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。

つばさ保育園
***

http://www.aomori-tubasa.com/

所在地 ＴＥＬ 017-738-7971

017-738-7971

青森市大字新町野字薄井67-12 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

Ｎ

つばさ保育園

盛運輸

中央学院大学

横
内
十
文
字

※横内十文字より西へ５００ｍ



設置 昭和 52 年 4 月 1 日

改築 平成 22 年 11 月 15 日

送迎バス 　なし

　生後43日以上

園の特色

◎園舎設計
   年齢別の部屋がなく、広い空間を活動内容に合わせて仕切れるようになっています。
   異年齢の交流促進、また、空間の制約によって子どもたちの遊びが制限されないように、このような設計としました。

◎異年齢保育（３～５歳児）
   異年齢の集団で生活することで、年長児は思いやりや責任感が育ち、年少児は社会性や生活習慣が身につきます。

◎オープン保育（３～５歳児）
   複数の遊びの中からやりたい遊びを選び、遊び込むことで、主体性や集中力を育みます。

◎はだし保育（通年）
   足裏の神経を刺激して、脳の発達を促すとともに、丈夫な体づくりをします。

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談

保育可能年齢

休日保育

障がい児保育 　なし

　なし

その他の経費

在園児以外の
一時預かり

　なし

　あり　詳しくは園にお問い合わせください。

料金

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。

・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

保育方針 施設の案内図

「1人ひとりが輝く八ッ橋保育園」を目指し、
①自己肯定感を高める保育、

②自発的な活動を尊重する保育、
③一人ひとりの特性に合わせた保育を行います。

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間
定員　60人

7:00～18:00

保育標準時間 保育短時間

18:00～19:00 8:00～16:00
7:00～8:00

16:00～19:00

社会福祉法人 八ッ橋福祉会 園長　　工 藤   研 一

八ッ橋保育園
ＱＲ

コード

http://www.yatsu84.jp/

所在地 ＴＥＬ 017-738-5054

030-0944 ＦＡＸ 017-738-5086

青森市大字筒井字八ッ橋174-1 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 昭和 52 年 4 月 1 日

改築 平成 26 年 4 月 1 日

設置年月日（改築年月日） 施設長

社会福祉法人光福祉会

給食費
【月額】

   2号認定　主食：2,000円/月（希望者）副食費：4,500円/
月

※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。

保育標準時間

保育方針

7:45～15:45
7:00～7:45

15:45～20:00

延長時間

7:00～18:00

園長　　高坂　覚

設置主体

福田保育園
ＱＲ

コード

http://www.fukupyon.com/

所在地 ＴＥＬ 017-741-5378

青森市松森2丁目7-15

030-0965 ＦＡＸ 017-741-5378

ホームページ

保育短時間

保育時間

在園児以外の
一時預かり

休日保育

施設の案内図

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
月決め：2,000円

定員　70人

  0歳児 2,800円　　1・2歳児 1,800円 　給食費一食200円
  3歳児 1,300円　　4・5歳児    800円
 （1日8時間　4時間は半額）
  日曜・祝日　一律2,000円（弁当持参）

延長時間

明るく　元気で　素直な子

保育時間

園の特色

　日曜・祝日　　8:00～19:00

　あり　（要相談）障がい児保育

送迎バス 　なし

18:00～20:00

　平日・土曜　　7:00～18:00
　日曜・祝日　　8:00～19:00

・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時間：200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。

　他園児・保育所等に通っていない方は、日曜・祝日の一時預かりと同様になります。

*****

保育可能年齢 　生後43日以上

・子どもの「健康、感性、個性」を育てる為に運動・制作（版画、絵画）・音楽（合奏）
　遊びを中心に子どもたちと共に育つ保育をめざしています。

・福田保育園ホームページで詳しい保育内容や行事アルバム等掲示していますので、
　是非、ご覧になってください。

在宅の方への
子育て支援事業



設置 昭和 55 年 4 月 1 日

改築 平成 年 月 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

○見せる行事、派手な行事をなくし、日々の生活リズムを保障し、主に次のことをこころ
　がけ保育に当たっています。
・食事、睡眠、遊び(運動)等、生活全般を整え、自然から離れない環境の中で、心身と
　もに豊かで健康に育つよう配慮しています。
・玄米、分づき米を中心とし、食材は無農薬・無添加の自然食を取り入れた、穀物菜食の
　完全給食です。（マクロビオティックの考えに基づく）
・野菜畑、果樹園、林、運動場、スキー場、牧草地、全て園庭として使用し、動物を飼い
　生活をしています。（15,000坪）
・テレビ等の機械音を可能な限り避け、生の声や音を大事にします。

・育児相談
・育児講座（年1回程度）
・園の自由開放

園の特色

休日保育

障がい児保育 　あり

　なし

送迎バス

　なし

　なし

その他の経費 　なし

 30分：200円
1時間：250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：200円
1時間：250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

在園児以外の
一時預かり

料金

給食費
【月額】

   2号認定　主食費：800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。

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

保育標準時間 保育短時間

—— 豊かな人間性の育成 ——

食べる、寝る、遊びこむ。

仲間と力を合わせてくらすことを大切にし、
判断力にすぐれた意志のある子を育てる。

017-738-7585

030-0943 ＦＡＸ 017-738-7585

青森市大字幸畑字阿部野235-2 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人阿部野福祉会 園長　　山口　満

保育方針 施設の案内図

まきば保育園
***

https://makibahoikuenn.amebaownd.com/

所在地 ＴＥＬ
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設置 平成 17 年 4 月 1 日

改築 平成 19 年 4 月 1 日

　わたしたちの願いです。子どもの人権が尊重され、健やかに成長できる環境づくりを

　心がけています。

　給食について・・・ 自園調理の完全給食（アレルギー対応食を個別に提供）

　ならいごと・・・・

それぞれ、外部から講師を招いて実施しております。

在宅の方への
子育て支援事業 *****

園の特色

　次世代を担う子どもたちが、豊かな夢を抱きながら、すくすくと育ってくれることが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　給食について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

英語教室　（月２回　４、５歳児）

習字教室　（月２回　５歳児）

和太鼓教室（月２回　５歳児）

表現活動　（月１回　４、５歳児）

休日保育 　対象：在園児　　時間:9:00～18:00（詳しくは園にお問合せください）

保育可能年齢 　生後43日以上

送迎バス 　なし

その他の経費 　なし

障がい児保育 　あり

在園児以外の
一時預かり

　平日・土曜　　　　9:00～18:00　　4時間1,000円、以降１時間毎に200円、昼食200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

1時間：200円
以降30分毎に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：200円
以降30分毎に100円

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。

社会福祉法人五誓会 園長　　千葉　さつき

保育方針 施設の案内図

　　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

　・情緒が安定し、表現力が豊かで、いつも笑顔で
　　いられる子

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

　・友達と仲良く遊び、相手の気持ちを考えられる
　　やさしい子

定員　130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 18:00～20:00 9:00～17:00
7:00～9:00

17:00～20:00

青森市花園2丁目11-39 ホームページ

設置年月日（改築年月日）

南栄町保育園
***

所在地 ＴＥＬ 017-741-0753

030-0966 ＦＡＸ 017-742-3006

設置主体 施設長



昭和 23 年 6 月 27 日

令和 2 年 3 月 31 日

園の特色

・やさしさと思いやりの心を持つ子どもの育成に努めています。
・完全給食、毎月の行事として身体測定、誕生会、愛情弁当、体操教室、英語教室、
　モダンダンス、スイミングスクール（3歳以上児の希望者）、
　サントレ「言葉の教育」があります。
・子ども達の様子がホームページ、Facebookで見れます。

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談（随時）

在園児以外の
一時預かり

　平日　9:00～16:00　　4時間未満2,000円・4時間以上3,000円
　土曜・日曜・祝日　なし

休日保育利用料金 　なし

障がい児保育 　あり

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 　なし

制服 　なし

15:00～18:00
（無料）

給食費
【月額】

　１号認定　主食費：1,000円　   副食費：5,000円

　２号認定　主食費：1,000円　　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。

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

7:00～15:00

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

生後43日以降 7:00～18:00
18:00～19:00

（無料）

短時間認定

保育時間 延長時間 保育時間 延長時間

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
3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

なし
9:00～13:00

7:00～9:00
13:00～18:00

（無料）

9:00～16:00
（1日500円）

明るく　仲良く　元気な子

　　子ども達は遊びを通して、自ら学び・考え、
　そして行動を確立していきます。最高の環境を
　提供します。

設置
社会福祉法人みつば会 園長　　木村　啓子

改築

保育方針 施設の案内図

青森市大字四ツ石字下川原24-1 ホームページ http://www.yamadahoikuen.com/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

青森山田こども園

所在地 TEL 017-738-2622

030-0125 FAX 017-752-1082

青森山田
こども園

ローソン

せきの
歯科

グループ
ホーム
あさひ

山田
保育園

横内　
小学校

横内　
中学校

横内十文字

雲
谷
→

←
市
街
地

青森山田
こども園



46 年 4 月 1 日

27 年 10 月 1 日

在園児以外の
一時預かり

園の特色

休日保育利用料金 　なし

認定こども園　青森中央短期大学附属第一幼稚園

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

　あり（2歳児から）　　バス代　（往復）2,000円　（片道）1,000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

制服

青森市大字野尻字今田108 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
学校法人　青森田中学園 園長　　赤坂　裕子

所在地 TEL 017-764-2600

030-0122 FAX 017-718-3010

昭和

送迎バス

改築

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
100人

保育可能
年齢

教育方針

　－ 健康で明るく　心豊かな子ども －
　
　・友達と仲よく遊ぶ子

　・よく見、よく聞き、よく考える子

　・思ったことは、はっきりと話す子

　・自分のことは、自分でやる子

18:00～19:00
（1時間200円）

保育時間

7:00～18:00

平成

10:00～14:00
8:00～16:00
（1日600円・

　　　半日300円）

平日

施設の案内図

夏休み・冬休み・春休み
8:00～16:00

（1日600円・半日300円）

保育料

　なし

地図の貼り付けお願いします

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
60人

教育時間

障がい児保育 　あり（要相談・面談後受け入れの可否を決定）

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談・情報提供
・「親子で遊ぼう」(年5回）　季節に合った製作や手遊び・体操等
・「みんなで楽しくA・B・C♪」（年5回）　英会話遊び
・「水遊びって楽しいね♪」（年3回）　水遊び保育の見学やビニールプールで水遊び

・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　　　　　（専用の温水プー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）
・ことば遊び保育　　　（ことばや文字に親しみ、言語活動を豊かにする。絵本に親しませる）
・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）
・附属第二幼稚園、附属第三幼稚園、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。

土

15:00～18:00
（1時間200円）

標準時間認定

16:00～18:00
（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

保育時間 延長時間

一時預かり（在園児）

8:00～16:00

短時間認定

生後2か月以上

長期休業中の一時預かり

延長時間

　1号認定　4,800円（主食費：1,000円　副食費：3,800円）

　2号認定　6,500円（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。

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

給食費
【月額】

　　　3号認定：行事費年間　  6,000円



30 年 3 月 18 日

53 年 10 月 5 日

・「ぴよちゃん教室」（月2回）2歳～　親子で歌・季節の制作・運動遊び・外遊び等の保育を行う
・「白ゆりクラブ体験day」（月1回）０歳～２歳　親子で歌・季節の制作・運動遊び・外遊び等
　の保育を行う
　

昭和

昭和

　平日・土曜　　8:00～18:00　1時間200円

　日曜・祝日　　なし

7:30～14:00
14:00～18:00
（1時間100円）

平日

7:30～16:00

短時間認定標準時間認定

満1歳以上

長期休業中の一時預かり

障がい児保育 　あり

在宅の方への
子育て支援事業

園の特色

設置
学校法人青森白ゆり学園 園長　　和田　律子

改築

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
60人

保育可能
年齢

教育方針 施設の案内図

・「一人ひとりの」個性を伸ばし、創造性を高め、協調
　性を身につけることを目指す。
・幼稚園の集団生活の中で多くの「友達と」関わること
　で、子ども自身の生きる意欲、自立する力を育む。
・外国人教師による英会話教育をはじめ、音楽・絵画・
　造形・運動を通じて、「豊かな」感性と表現力の芽生
　えを培う。
・「地域社会と」の関わりや、社会生活のルール、モラ
　ルを身につけることを考えた行事等を通じ、思いやり
　のある人間性を育む。
・「子どもたちの幸せを願い、行動する」ことを第一に
　考え、「家庭と」幼稚園の連携を大切にする。

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
75人

教育時間

14:00～18:00
（1時間100円）

16:00～18:00
（1時間100円）

017-742-2292

030-0945 FAX 017-718-2124

施設長

夏休み・冬休み・春休み
8:00～18:00
(1時間100円)

保育時間 延長時間延長時間

なし

保育時間

7:30～18:00

・体験学習　「浅虫水族館」や「ワ・ラッセ」などで、動物と触れ合ったり、郷土の
　               祭りを体験したりします
・音楽活動　楽器に親しみ、声を出して歌う楽しさを学びます
・体育教室　縄跳び、とび箱、ボールなど、子どもたちの好きな運動遊びを通して運
　               動機能を高めます
・英語教室　月2回外国人の先生と共に体を動かしたり、ゲームをして楽しく英語を
　               学びます

認定こども園　白ゆり幼稚園
***

https://www.shirayuri-kg.ac.jp/

　あり（2歳から）　　バス代　　2,500円

　1・2号認定:あり　購入金額　 31,870円（譲り受け可） 3号認定:なし

青森市桜川2丁目15-3 ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

所在地 TEL

休日保育利用料金

一時預かり（在園児）

土

在園児以外の
一時預かり

その他の経費 　「入園時のみ」 教材費10,000円、行事費5,000円、施設整備費5,000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　主食費：2,000円　副食費：3,500円

　２号認定　主食費：2,000円　副食費：3,500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



27 年 4 月 1 日

年 月 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。

幼保連携型認定こども園　中央文化保育園
ＱＲ

コード

https://chuobunka.site青森市幸畑1丁目27-1

所在地 TEL

保育料

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
70人

保育可能
年齢

教育方針 施設の案内図

設置
社会福祉法人　中央福祉会 園長　　町田　美智子

改築

平成

017-738-5161

030-0943 FAX 017-763-0805

施設長

ホームページ

設置年月日（改築年月日） 設置主体

平成

・幼保連携型認定こども園中央文化保育園は、保護者の
就労にとらわれることなく、0歳から小学校就学前の子
ども達に園児の発達の連続性や生活のリズムの多様性を
考慮しながら、一貫した教育及び保育を行うことで、そ
の心身の発達を助長し生きる力の基礎を育成する。また
保護者及び地域の子育てを自ら実践する力を高めるため
の、子育て支援の総合的な提供を推進し、子どもが乳幼児
期にふさわしい生活を営み、子どもが健やかに育成される
環境の整備に資することを目的とする。

地図の挿入お願いします

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）

土

15:00～18:00
（1時間200円）

平日

障がい児保育 　あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　◎ 行事費500円（0・1・2歳児）

園の特色

在宅の方への
子育て支援事業

送迎バス

◎ 英会話遊び保育
◎ 水遊び保育
◎ リズム・体育遊び保育
◎ ことば遊び保育
◎ 数遊び保育

　なし

在園児以外の
一時預かり

　なし

その他の経費

制服

長期休業中の一時預かり

　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

延長時間

・育児相談　（主幹保育教諭による育児相談）
・「わいわい広場」（月1回）　園庭開放・園の行事に参加・製作等

　◎ 英会話保育・水遊び保育講師料 月額1,500円 、行事費800円（3・4・5歳児）  

9:00～13:00
7:00～19:00

（1時間200円）

夏休み・冬休み・春休み
9:00～15:00
（1日600円）

保育時間

8:00～16:00

短時間認定

生後43日以上

延長時間

18:00～19:00
（1時間200円）

　あり（2歳から※2歳未満児は要相談）バス代（片道）1,000円　（往復）2,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7:00～18:00

保育時間

標準時間認定

7:00～8:00
16:00～19:00
（1時間200円）



56 年 4 月 1 日

28 年 # 月 # 日

障がい児保育 実施中

園の特色

・病後児保育…看護師と保育士が連携して病気回復期の重要時の保育に当たります。
・スイミング（ヤクルトスイミングスクール）…風邪をひかない丈夫な体づくりをします。
・立腰教育…静かに目を閉じ、心を落ち着かせ、集中力・持続力、我慢することを学びます。
・リトミック…音楽宇アリズムでいろいろな表現遊びをしたり、音楽に親しみます。
・基本的習慣を身につける…おはよう、ありがとうございますなどの挨拶ができるようになり、身の回りのことを自分で出
来るようになる。
・放課後児童クラブ（卒園児のみ）～２０時まで
・つがる地球村での自然探求当を目的とした１泊２日「お泊り保育」の実施等
・こどもエコクラブに参加市活動を行っています。

在宅の方への
子育て支援事業

・子育て支援ナーサリースクールたけのこクラブ
育児相談の外、園行事に参加してもらうなどを行います。

在園児以外の
一時預かり

平日のみ　9:00～17:00　１日１，５００円
土曜・日曜・祝・祭日、年末年始休暇は閉園のためお休みです。

休日保育
利用料金

休日保育なし

その他の経費
【月額】

送迎バス なし

制服 園指定の夏用園服、冬用園服あり。各４，５００円です。

保育料

●３号認定…青森市が定める保育料となります。１号認定及び２号認定は、保育料は無料です。
●延長保育　スポット　１時間　　　　　　　　　　　２００円
　　　　　　月極　　　２時間　18:00～19:00　２，５００円    18:00～20:00　３，５０
０円

給食費
【月額】

１号認定・・・副食費４，５００円／月（主食は持参）

２号認定・・・副食費４，５００円／月（主食は持参）

３号認定・・・なし（主食費及び副食費は保育料に含みます。）

2号・3号認定
（保育認定）

利用定員
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 18:00～20:00 9:00～17:00 17:00～20:00

保育方針 施設の案内図

　～教育・保育目標～
　・丈夫で明るく元気な子ども
　・正しい生活習慣んを身につけた子ども

　　～教育・保育方針～
　１　静かに人の話を聞ける子ども、そして自分の思ってい
る
　　　ことをはっきり言える子ども
　２　何事にも積極的に行動ができ、身の回りのことを一生
懸命
　　　最後まで頑張れる子ども
　３　やさしさや思いやりの気持ちをもち、豊かな人間関係
が
　　　もてる子ども

1号認定
（教育標準認定）

利用定員
１０人

教育時間
預かり保育（在園児） 長期休業中の一時預かり

平日 土 実施：7:00～18:00（月～土）（無料で
す）
※18:00～20:00の間は、延長保育（料金
が発生、保育料を参照）となります。

9:00～13:00
7:00～9:00
13:00～18:00
（無料です）

7:00～9:00
13:00～18:00
（無料です）

設置 昭和
社会福祉法人長幸会 園長　天坂光伸

改築 平成

青森市妙見三丁目６－１０ ホームページ https://www.ooboshihoikuen.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
おおぼし保育園

所在地 TEL  017-738-3589

030-0121 FAX  017-738-3103



所在地

設置 昭和 8 年 9 月 1 日

改築 令和 3 年 3 月 11 日

聖アルバン幼稚園
***

TEL 017-741-6825

030-0961 FAX 017-718-3307

青森市浪打1丁目17-14 ホームページ http://eikougakuen.jp/aruban/

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　成田　綾子

教育方針 施設の案内図

　○キリスト教保育を通して「自分が大切にされている事を実感
　　し、人を愛する事のできる子ども」になってほしいと願って
　　います。
　○思いきり遊ぶ事によって、子どもたちの考える力・聞く力・
　　話す力が育ち、また、集中力が身についていくよう、“あそ
　　び”を大事にした保育を充実させていきます。
　○同年齢や異年齢で関わる中で、育ち合い、主体的に活動する
　　事で心も体も健やかに成長するよう導いていきます。

　満3歳の誕生日を迎えた時点で入園可

教育時間 　9:00～14:00（15:30までは自由降園）

保育料 　無料

定員　60人

送迎バス 　バス代（月額） 往復4,000円　片道2,000円

制服 　なし

　給食週3回　お弁当週2回　 
給食

　月額　主食費：1,750円　副食費：2,250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　月1,500円　

障がい児保育 　あり

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：7:30～8:00　　　   15:30～18:00（平日のみ）
　料　　　金：7:30～8:00（無料）15:30～17:00（300円）15:30～18:00（400円）
　長期休業中：あり　半日300円・1日450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。

園の特色

・どのクラスもティーム保育（複数担任制）を取り入れることによって、子どもの
　個性を大切にしながら、一人ひとりの気持ちを受け止められるよう配慮してい
　ます。
・私服での通園、また園内においては、ズックを履かずに素足でも過ごせるよう
　にすることで家庭的雰囲気の中で活動できるようにしています。
・栄養面などバランスを考えた給食を週3回取り入れ、「元気な体作り」をお手
　伝いします。（週2回は手作り弁当とおむすびｄayです。）
・「遊び」が中心の活動が主ですが、英会話や科学遊びも取り入れています。
・課外活動として体操教室やダンス教室も行っています。

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・「アルバン広場」（週１回　5～10月毎週木曜日）園庭開放＆ランチtime（ランチは希望者のみ）
・「プリルーム」（週１回　11月～毎週水曜日）自由遊び・制作・運動遊びなど　※園見学も可



所在地

設置 昭和 44 年 3 月 26 日

改築 平成 23 年 11 月 25 日

園の特色

①毎日のお祈りを通して、感謝する心、お友達を思いやる優しい心を育てます。
　
②家庭的雰囲気の中で元気に遊び毎日を裸足で過ごしております。
　
③同年齢、異年齢の子どもたちとの交流を通してお互いが育ち合える環境の中で
　社会性を身につけます。
　
④子どもたちの個性を大切に自分自身を好きになる教育をしています。

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・情報提供
・「さくらくらぶ」　　　１歳～２歳児：親子で制作やふれあいあそび
・「ヤコブくらぶ」　　　２歳～３歳児：親子で制作や運動遊び、クッキング

障がい児保育 　あり（面接あり）

預かり保育
（在園児のみ）

　時　　　間：15:30～18:00（平日のみ）
　料　　　金：17:00まで３00円　　18:00まで４00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。

その他の経費 　教育充実費　1か月　1,500円

給食
　月額 4,000円（主食費：1,750円　副食費：2,250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。

送迎バス 　バス代（月額）往復4,000円　片道2,000円　1回200円

制服 　なし

　週3回給食　週1回おにぎり　週1回お弁当

定員　45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） ※7：40～早朝預かり保育有り

保育料 　無料

学校法人聖公会栄光学園 園長　長尾　晶子

教育方針 施設の案内図

　　お祈りや遊びを通して子どもたちは様々な体験
　をして人との関わり方や人を思いやることを学ん
　で心への成長とつなげていきます。
　　一人ひとりを大切に明るく温もりのある教育を
　目指しております。

青森市桜川5丁目4-11 ホームページ http://eikougakuen.jp/yakobu/

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

聖ヤコブ幼稚園
***

TEL 017-741-6339

030-0945 FAX 017-718-3559

聖
ヤ
コ
ブ

幼
稚
園

〒

筒
井
小
学
校



設置 昭和 30 年 4 月 1 日

改築 平成 16 年 11 月 30 日

定員　75人

030-0961

017-742-6089

017-742-6089

施設長

所在地

園長　成田　智子

FAX

TEL

青森市浪打1丁目20-6 ホームページ

　願書受付料　なし　　保育用品代   5,000円　　　行事費（その都度徴収）

　週5回（※令和2年4月より主食費500円・副食費3,000円を徴収）

浪打カトリック幼稚園
***

http://www.tohoku-catholic.ac.jp/modules/tinyd8/index.php?id=5

　9:00～14:00

　バス代（月額）往復4,000円　　片道のみ利用は2,000円

施設の案内図

　満3歳の誕生日を迎えた時点で入園可

　　本園は、キリスト教的な人間観に基づき、
　学校教育法に従って幼児を保育し、その人格の
　基礎育成のために適切な環境を整えて、調和の
　ある心身の発達を助長することを目的とします。

学校法人　東北カトリック学園

保育方針

設置年月日（改築年月日） 設置主体

教育時間

　無料保育料

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談
・園の自由開放（年3回）保育のない土曜日の午前中に園庭、遊戯室を開放し遊び場を提供
・子育て親子サークル「ラッコちゃんクラブ」（月2回）専門職員と楽しく遊びます

預かり保育
（在園児のみ）

   時　　　間：14:00～18:00（平日）
　料　　　金：2時間　 100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。

給食

障がい児保育 　あり　（要相談）

送迎バス

園の特色

・【一人ひとりを大切に】幼児一人ひとりの個性を尊重し、幼児期にふさわしい
　　環境の中でのびのびと楽しく遊び、自主性を育てるための援助をします。
・【外遊び】外遊びを大切にしています。この外遊びを通して季節感を肌で感じ
　　ながら、異年齢との交流の中で、社会性を身につけます。
・【絵本の貸し出し】大人が心をこめて、絵本を読んであげることによって、言
　　葉と共に豊かな喜怒哀楽の情感を育てます。幼児期にたくさんのすてきな絵
　　本と出会うことができるように絵本の貸し出しもしています。
・【完全給食】栄養のバランスがとれた、本園手作りの給食です。みんなで同じ
　　給食をいただき、食事のマナーも身に付くように指導しています。食育とし
　　て、子どもたちが育て収穫した野菜をメニューに加えることもあります。
・【造形指導】子どもの創造性を育てるために、造形教育に力を入れています。
　　又、子どもの心の成長を知るために専門家を招いてお母様方の勉強会なども
　　開いています。
・【体育指導】子どもの時に培っておかなければならない基礎体力づくりのため、
　　男性講師を迎え、楽しい体育指導の時間があります。
・【その他】専門講師による英語あそび・リトミックを保育に取り入れています。

　※令和2年4月より
　月額　主食費：500円　　副食費：3,000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。

その他の経費

制服 　あり　※詳しくは園にお問い合せください。



設置 昭和 46 年 1 月 26 日

改築 平成 13 年 2 月 15 日

保育料

　あり　譲り受け可　※詳細は直接園へ

  明の星学園　幼稚園　モットー　”豊かなこころ”

・神様や他の人から愛されていることを、体験を
　通して知り、祈ることのできる子どもたち

・生命を輝かせ、善悪の判断のできる子どもたち

・挨拶、お礼、おわび等の基本的なことができる子どもたち

・美しいもの、不思議なものに感動する豊かな感性と好奇心
　の旺盛な子どもたち

教育時間

ホームページ

学校法人　明の星学園

教育方針

設置年月日（改築年月日） 設置主体

その他の経費

FAX

TEL

030-0961

017-742-3935

017-744-1874

施設長

青森市浪打2丁目6-32

所在地

　満3歳の誕生日を迎えた時点で入園可

　無料

施設の案内図

制服

定員　70人

送迎バス

　願書受付料2,000円　　教材費4,800円（絵本代・年長のみ）

　おかず給食 週5回（希望者）　　お弁当持参も可

　　子どもたちが個々の違いを認め合い、自分に自信を持って活動できる
　場所であるように

　　そして無理のないカリキュラムで園児たちの楽しめる活動、育ってい
　く環境の中で一人ひとりを大切にし、関わり成長していく心のサポート
　を、何よりも大切にしている

在宅の方への
子育て支援事業

・育児相談  ・情報提供
・「ひよこクラブ」（年18回）園庭開放、園行事に参加、製作、絵本や紙芝居など
　絵本の貸出し

預かり保育
（在園児のみ）

   時　　　間：13:50～18:00（平日）　8:30～14:00（土曜）
　料　　　金：1日　200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。

青森明の星短期大学付属幼稚園
***

http://www.aomori-akenohoshi.ac.jp/huzoku/

　9:30～13:30

　バス代（月額）　3,000円

園長　井上　ヒロミ

給食
　月額　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。

障がい児保育 　あり　要相談

園の特色

合浦公園
バス停

中村整形外科

カトリック教会 明の星高校

明の星短大

幼
稚
園



設置 平成 31 年 4 月 1 日

改築 平成 年 月 日

障がい児保育 　なし

　なし

きらきら保育園
***

所在地 TEL 　017-762-5336

030-8649 FAX 　017-762-5331

青森市大字浜田字玉川247-1 ホームページ 　koujinkai-seifu.com

設置年月日（改築年月日） 設置主体 施設長

社会福祉法人　宏仁会 長根　祐子

保育方針 施設の案内図

・元気な心と身体を育てます。

・豊かな感性を育てます。

・思いやりの心を育てます。

16:00～20:00

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：300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：300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 18:00～20:00 8:00～16:00

在園児以外の
一時預かり

休日保育

　月曜～土曜　　日額：2,000円

送迎バス 　なし

保育可能年齢 　生後3か月～3歳未満

園の特色

① 友達との遊びを楽しみ、楽しく食べて良く眠り、心身の健康を培います。

② たくさんの絵本や体験を通じて、感じたことや考えたことを表現する力を養います。

③ 音楽を通じて、全身で表現することで集中力、注意力、好奇心、リズム感を育て

　 感受性を養います。

④ 仲間と過ごしながら、生活や遊びを通して主体性と協調性を育みます。

⑤ 高齢者との交流を通して感謝の心と人を敬う心を育みます。

⑥ 心豊かな成長を願い、保護者・入居者・地域の方々と一緒に子育てしあい、

　 子どもたちの成長をともに喜び合います。

在宅の方への
子育て支援事業 *****

ホテルルートイン

ヤマダ電機

きらきら保育園


