「新卒保育士就職準備金貸付」利用予定施設一覧
本資料は、令和４年９月９日時点の「新卒保育士就職準備金貸付」を利用する見込みの施設を一覧としたものです。本資料に掲載されたことで制度の利用が保証されるものではありません。また、掲載のない施設であっても要件を満たせば利用
できる可能性がありますので、施設にお問合せください。
市町村名
01 さいたま市

種別
認可保育所

法人名
社会福祉法人なかよし愛育会

松木保育園

園名

郵便番号
法人または施設の所在地
336-0918 さいたま市緑区松木1-19-21

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人栄喜会

ゆうりん保育園

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人優愛会

武蔵浦和クマさん保育所

336-0031 さいたま市南区鹿手袋５－４－５

048-836-0011

https://go-go-kumasan.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人LEAD Care and Education Center

彩の調保育園さいたま新都心西口

330-0081 さいたま市中央区新都心５－２ポルト小池ビル１階

048-762-6808

https://irodorinoshirabe.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人LEAD Care and Education Center

彩の調保育園南浦和

336-0017 さいたま市南区南浦和３丁目１５番１０号

048-767-8116

https://irodorinoshirabe.com/

01 さいたま市

認可保育所

株式会社輝萌の森

輝萌の森浦和園

330-0062 さいたま市浦和区仲町3-2-24-１F

048-678-4191

https://www.kibounomori.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人みずほ育伸会

みずほ保育園大宮大成

331-0815 さいたま市北区大成町4-453-2

048-652-3240

https://www.mizuho-ikushinkai.com

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人なないろ会

いちご桜保育園

338-0837 さいたま市桜区田島3－6－7

048-839-1717

https://nanairokai.or.jp/ichigosakura/

01 さいたま市

認可保育所

学校法人大室学園

つながりほいくえん

338-0013 さいたま市中央区鈴木2-623-1

048-816-3884

https://www.sakawa.ed.jp

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人うぐす拓育会

うぐす保育園浦和元町

330-0073 さいたま市浦和区元町2-23-15

048-885-0880

https://ugusu.me/recruit

01 さいたま市

認可保育所

株式会社輝萌の森

輝萌の森南浦和根岸園

330-0062 さいたま市南区根岸4-4-17

048-838-4191

https://www.kibounomori.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人エンゼル会

エンゼル乳幼児園
（令和５年度より園名変更「エンゼル麗保育園」予定）

336-0932 さいたま市緑区中尾217

048-874-2608

http://www.anzel.jp/kagetsu/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人 明和会

らそ保育園

330-0851 さいたま市大宮区櫛引町１－５７４

048-666-4149

http://lazo-hoikuen.jp/

01 さいたま市

認可保育所

有限会社Life Dream

きらら西口園

337-0051 さいたま市見沼区東大宮2-22-13

048-788-2856

https://kiraraen.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人優愛会

与野クマさん保育所

338-0002 さいたま市中央区下落合１０８５－８

048-833-2611

https://go-go-kumasan.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人宮原ハーモニー

えがお保育園

331-0812 さいたま市北区宮原町4-83-5

048-782-5500

https://m-harmony.or.jp/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人宮原ハーモニー

あい音保育園

331-0812 さいたま市北区宮原町4-3-9

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人優愛会

宮原西口クマさん保育所

331-0823 さいたま市北区日進町3-150

331-0804 さいたま市北区土呂町1-28-1

（仮称）彩の調保育園さいたま新都心東口※R5.4開園予定 330-0834 さいたま市大宮区天沼町２丁目５０９番１２ （地番）

電話番号
048-810-5237

Webサイト
http://www.nakayoshi-aiikukai.jp

048-699-0180

http://www.yurin-hoikuen.com/

https://m-harmony.or.jp
048-662-8585
048-767-8116

https://go-go-kumasan.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人LEAD Care and Education Center

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人優愛会

土呂クマさん保育所

331-0805 さいたま市北区盆栽町３８０－１

048-662-0288

https://go-go-kumasan.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人まきば会

まきば保育園

337-0053 さいたま市見沼区大和田町1-1343-1

048-682-0002

https://www.makibakai.jp/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人 聖陵会

ｱｰﾊﾞﾝみらい東大宮ﾌﾟﾗｲﾑｷｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ保育所

337-0002 さいたま市見沼区春野2-5-1

048-682-7700

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人 悠々会

まーぶるゆうゆう保育園

331-0812 さいたま市北区宮原町4-94-3

048-729-8730

https://www.marble-hoikuen.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人 悠々会

まーぶる保育園

331-0812 さいたま市北区宮原町1-533-3

048-778-8360

https://www.marble-hoikuen.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人みずほ育伸会

みずほ保育園大宮天沼

330-0834 さいたま市大宮区天沼町1-505-2

048-658-3240

https://www.mizuho-ikushinkai.com

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人信栄会

くれよん保育園虹

331-0046 さいたま市西区宮前町１２３８

048-778-9752

http://kureyonhoiku

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人 栃の木福祉会

大和田とちのき保育園

337-0053 さいたま市見沼区大和田町1丁目2022

048-684-5422

https://owada.tochinoki-fukushikai.or.jp/

01 さいたま市

認可保育所

有限会社ヴィヴィッド

リコリコ保育園

338-0001 さいたま市中央区上落合１－３－３

050-5328-2466

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人つぼみ会

もとの木保育園

330-0804 さいたま市大宮区堀の内町3-236-2

048-650-0202

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人つぼみ会

大宮つぼみ保育園

331-0804 さいたま市北区土呂町2-9-19

048-668-5203

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人いなほ会

わらしべ保育園 わらしべ第二保育園

338-0832 さいたま市桜区西堀５－５－３

048-862-3123

http://warashibehoikuen.com

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人永寿荘

おうぎの森保育園

331-0071 さいたま市西区高木598

048-625-7272

http://eijuso.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人永寿荘

こんばの森保育園

331-0801 さいたま市北区今羽町650‐3

048-782-7156

http://eijuso.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人朋仁会

ピンクライオン保育園

330-0056 さいたま市浦和区東仲町9-6-3

048-887-0666

www.pinklionhoikuen.com

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人みずほ育伸会

みずほ保育園与野新中里

338-0011 さいたま市中央区新中里3－14－6

048-851-3240

https://www.mizuho-ikushinkai.com

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人誠心会

あおぞら西保育園

331-0046 さいたま市西区宮前町695-2

048-783-3755

https://seisinkai-recruit.com/

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人安心会

大宮すこやか保育園

330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-197-2

048-640-1171

https://anshinkai-gr.jp/anshinkai/omiyasukoyaka

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人 誠心会

あおぞらウィンクルム保育園第２

330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-185-2 のびのびプラザ大宮1階 048-871-6177

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人たちばな保育園

たちばな保育園

339-0052 さいたま市岩槻区太田１丁目１０番１９号

048-756-1275

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人碧凪会

浦和美園まりーな保育園

339-0028 さいたま市岩槻区美園東１ー１２ー５

048-791-3255

http://marina-group.jp

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人碧凪会

西大宮まりーな保育園

331-0078 さいたま市西区西大宮３ー６１ー７

048-621-3050

http://marina-group.jp

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人碧凪会

中浦和まりーな保育園

336-0021 さいたま市南区別所５ー１０ー１７

048-836-0001

http://marina-group.jp

01 さいたま市

認可保育所

株式会社LIDO

保育園キッズ・マリーナ

336-0022 さいたま市南区白幡４ー１４ー２２WELLTOP101

048-764-9803

http://marina-group.jp

01 さいたま市

認可保育所

株式会社LIDO

保育園キッズ・マリーナ浦和園

330-0063 さいたま市浦和区高砂4-6-3ヴィラ鹿島台1F

048-711-2266

http://marina-group.jp

※彩の調保育園南浦和
につながります。

https://irodorinoshirabe.com/

http://seisinkai-ed.sakura.ne.jp/vinculum-daini/

市町村名
01 さいたま市

種別
認可保育所

法人名
社会福祉法人 日の出福祉会

南よの虹保育園

園名

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人宮原ハーモニー

えがお三橋保育園

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人なかよし愛育会

01 さいたま市

認可保育所

社会福祉法人なかよし愛育会

01 さいたま市

認可保育所

01 さいたま市
01 さいたま市

郵便番号
法人または施設の所在地
338-0013 さいたま市中央区鈴谷1-18-6

電話番号
048-858-1900

Webサイト
https://hinode.or.jp/establishment/minamiyononiji/

331-0052 さいたま市西区三橋６－６５４－２

048-783-2480

https://m-harmony.or.jp/

風渡野保育園

337-0017 さいたま市見沼区風渡野1-10-7

048-682-2550

http://www.nakayoshi-aiikukai.jp

北浦和駅前保育園

330-0073 さいたま市浦和区元町2-23-152-1-3ライオンズプラザ浦和元町シティ301
048-813-1177

http://www.nakayoshi-aiikukai.jp

みずほ育伸会

みずほ保育園天沼第２

330-0834 さいたま市大宮区天沼町1-504-3

http://wwww.mizuho-ikushinkai.com

認可保育所

社会福祉法人 誠心会

あおぞら保育園

338-0001 さいたま市中央区上落合8-11-20

048-857-8841

ｈｔｔｐs://www.seisinkai.ed.jp

認可保育所

株式会社みらいステップ

浦和本太はばたき保育園

330-0052 さいたま市浦和区本太5-12-16

048-885-0766

https://miraistep.net/

01 さいたま市

認可保育所

株式会社みらいステップ

西大宮はばたき保育園

331-0078 さいたま市西大宮はばたき保育園

048-621-4350

http://miraistep.net

01 さいたま市

認定こども園

学校法人和土学園

認定こども園岩槻ひまわり幼稚園

339-0031 さいたま市岩槻区飯塚２３３

048-798-1404

http://www.iwatsuki-himawari.ed.jp/

01 さいたま市

認定こども園

学校法人上宮学園

認定こども園ひなどり幼稚園

338-0832 さいたま市桜区西堀2-6-18

048-861-4708

https://www.hinadori.ed.jp

01 さいたま市

認定こども園

学校法人寺丘学園

認定こども園おおとり幼稚園

338-0814 さいたま市桜区宿144番地

048-854-7801

http://ohtori.jpn.org/index.html

01 さいたま市

認定こども園

学校法人母の会

認定こども園母の会

330-0052 さいたま市浦和区本太1-20-10

048-882-9262

hahanokai.net

01 さいたま市

認定こども園

学校法人シャローム学園

ひかり認定こども園

330-0072 さいたま市浦和区領家7-2-14

048-831-2652

https://hikari-kodomoen.jp/

01 さいたま市

認定こども園

学校法人大室学園

認定こども園さかわ幼稚園

338-0823 さいたま市桜区栄和6-18-1

048-854-6856

https://www.sakawa.ed.jp

01 さいたま市

小規模保育事業A型

社会福祉法人みずほ育伸会

みずほ保育園東仲町

330-0056 さいたま市浦和区東仲町9-5KUMAビル2F

048-871-3240

https://mizuho-ikushinkai.com

01 さいたま市

小規模保育事業A型

株式会社Lead Discovery

彩の調保育園 浦和高砂

330-0063 さいたま市浦和区高砂2-10-1グローバル高砂２階

048-767-7916

https://irodorinoshirabe.com/

01 さいたま市

小規模保育事業A型

社会福祉法人 三樹会

ゆめの樹ベビー保育園

336-0031 さいたま市南区鹿手袋5-5-12

048-711-4445

https://www.milkywaygroup.org/

01 さいたま市

小規模保育事業A型

社会福祉法人みずほ育伸会

みずほ保育園浦和北口

330-0056 さいたま市浦和区東仲町9-5KUMAビル2F

048-811-3240

https://mizuho-ikushinkai.com

01 さいたま市

小規模保育事業A型

社会福祉法人うぐす拓育会

うぐす保育園北浦和

330-0073 さいたま市浦和区元町2-23-15

048-813-0880

https://ugusu.me/recruit

01 さいたま市

小規模保育事業A型

株式会社Lead Discovery

彩の調保育園南本町

336-0018 さいたま市南区南本町2-21-9 ホワイトキャッスル202

048-711-5974

https://irodorinoshirabe.com/

01 さいたま市

小規模保育事業A型

株式会社anju

きりん保育ルーム中浦和園

336-0038 さいたま市南区関１－６－３

048-862-2225

https://yutaka-hoikuen.net

01 さいたま市

小規模保育事業A型

株式会社 みらいステップ

みらいステップ南浦和園

336-0018 さいたま市南区南本町１－１７－１４－１階

048-872-3355

https://miraistep.net/

01 さいたま市

小規模保育事業A型

学校法人和土学園

浦和美園駅ひまわり保育室

336-0967 さいたま市緑区美園４－１２

048-798-1404（法人代表）

01 さいたま市

小規模保育事業A型

学校法人和土学園

浦和美園駅西口ひまわり保育室

336-0973 さいたま市緑区南部領辻字円城寺４１６０

048-798-1404（法人代表）

01 さいたま市

小規模保育事業A型

株式会社くれよん

くれよん保育園2号園

331-0825 さいたま市北区櫛引町2-441-3

048-783-4104

http://kureyonhoiku
https://irodorinoshirabe.com/

048-643-3240

01 さいたま市

小規模保育事業A型

株式会社Lead Discovery

彩の調保育園南浦和 雲

336-0018 さいたま市南区南本町2-3-7 グレイス南本町2階

048-711-5974

01 さいたま市

事業所内保育事業

リンクイノベーション株式会社

イオンモール与野ルピナス保育園

338-0004 さいたま市中央区本町西5-2-9 イオンモール与野1階

048-851-0009

02 川越市

認可保育所

社会福祉法人さくら音彩会

音羽の森保育園

350-1142 川越市藤間130-2

049-241-0200

https://www.otowanomori.com/

02 川越市

認可保育所

社会福祉法人あゆみの会

高階すまいる保育園

350-1147 川越市諏訪町２０－１０

049-265-4885

https://www.ayuminokai.jp/

02 川越市

認可保育所

社会福祉法人あゆみの会

伊佐沼すまいる保育園

350-0001 川越市古谷上２２３７－１

049-230-1717

https://www.ayuminokai.jp/

02 川越市

認可保育所

社会福祉法人さくら音彩会

音羽の森第二保育園

350-0815 川越市鯨井1862-1

049-233-5678

https://www.otowanomori.com/

02 川越市

認可保育所

社会福祉法人ともいき会

ともいき保育園

350-1175 川越市笠幡１６４５－１２５

049-227-3811

http://www.tomoiki-hoikuen.com/

02 川越市

認定こども園

学校法人 川越きたはら学園

認定こども園 泉の森川越

350-0011 川越市久下戸1880

049-293-7691

https://kawagoe.kitahara.ed.jp/recruit

02 川越市

認可保育所

社会福祉法人五月会

おがやの里しもだ保育園

350-1101 川越市小ヶ谷３６６－１

049-299-5400

www.ogaya-h.ed.jp/

03 越谷市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

越谷どろんこ保育園

343-0002 越谷市大字平方3207-1

048-970-2280

https://www.doronko.jp/

03 越谷市

認可保育所

社会福祉法人遍照会

東大沢保育園

343-0022 越谷市東大沢４－３１－１

048-940-3037

https://henjyoukai.jp

03 越谷市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

越谷レイクタウンどろんこ保育園

343-0828 越谷市レイクタウン5-15-5

048-972-4111

https://www.doronko.jp/

03 越谷市

認定こども園

学校法人小牧学園

認定こども園小牧

343-0844 越谷市大間野町５－１４７－１

048-985-4890

https://www.komaki-k.com

03 越谷市

認定こども園

社会福祉法人弥十郎愛育会

しらとりこども園

343-0047 越谷市弥十郎275-1

048-977-7131

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人優愛会

西川口クマさん保育所

332-0034 川口市並木２－９－９

048-240-3175

https://go-go-kumasan.com/

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人優愛会

西青木クマさん保育所

332-0035 川口市西青木３－３－３

048-271-5815

https://go-go-kumasan.com/

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人ひふみ会

川口市立領家保育所

332-0003 川口市東領家3-1-8

048-223-4781

https://www.1234.gr.jp/ryouke/

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人ひふみ会

ひふみ保育園

332-0012 川口市本町3-9-21

048-280-6123

https://www.1234.gr.jp/hifumi/

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人慈安会

はちまんぎ保育園

334-0012 川口市八幡木1-16-9

048-280-6216

http://hachimangi-hoikuen.com/

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人ひふみ会

川口市立本町保育所

332-0012 川口市本町2-3-7

048-222-4082

https://www.1234.gr.jp/honcho/

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人ひふみ会

ワールド保育園

332-0011 川口市元郷1-9-6

048-223-1960

https://www.1234.gr.jp/world/

04 川口市

認可保育所

特定非営利活動法人ＭＴＳ

いろは園

332-0016 川口市幸町３－１０－１６ １Ｆ

048-242-5416

https://en-gage.net/risyukai_jobs

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人ひふみ会

カルチャー保育園

332-0017 川口市栄町2-7-5

048-256-1071

https://www.1234.gr.jp/culture/

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人みずほ育伸会

みずほ保育園川口里

334-0005 川口市里５１１－１

0482883240

https://www.mizuho-ikushinkai.com

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人けやき福祉会

汽車ぽっぽ保育園きぞろ

333-0831 川口市木曽呂551-1

048-229-4977

04 川口市

認可保育所

学校法人文化学園

川口西保育園

332-0015 川口市川口5-1-9

048-251-3536

※彩の調保育園南本町に繋がります

https://www.kawaguchinishi.com/

市町村名
04 川口市

種別
認可保育所

学校法人文化学園

法人名
並木南保育所

園名

04 川口市

認可保育所

社会福祉法人碧凪会

川口安行まりーな保育園

04 川口市

認可保育所

株式会社LIDO

04 川口市

認可保育所

株式会社LIDO

04 川口市

小規模保育事業A型

05 熊谷市

郵便番号
法人または施設の所在地
332-0034 川口市並木1-8-25

電話番号
048-252-1166

Webサイト
https://www.namikiminami.com/

334-0052 川口市安行出羽１ー１２ー１

048-290-0005

http://marina-group.jp

川口まりーな保育園

334-0012 川口市八幡木２−１−１７

048-242-5517

http://marina-group.jp

元郷まりーな保育園

332-0002 川口市弥平１−９−７

048-287-8686

http://marina-group.jp

株式会社anju

ゆたか保育園

333-0847 川口市芝中田２－３２－４

048-268-5030

https://yutaka-hoikuen.net

認可保育所

社会福祉法人育慈会

ことぶきイーサイト保育園・ことぶき乳児保育園・ことぶき花ノ木保育園

360-0841 熊谷市新堀713

048-598-7351

http://www.ikujikai.sakura.ne.jp/

05 熊谷市

認可保育所

社会福祉法人 東光会

新里第二保育園

360-0037 熊谷市筑波3‐202ティアラ21‐４F

048-599-0022

05 熊谷市

認可保育所

社会福祉法人くるみ会

第二くるみ保育園

360-0005 熊谷市今井1136

048-524-8181

05 熊谷市

認定こども園

学校法人 泉ヶ丘学園

まことこども園

360-0012 熊谷市上之１３５５

048-524-1261

https://makoto-kg.ed.jp/

05 熊谷市

小規模保育事業A型

学校法人 泉ヶ丘学園

まこと保育園

360-0012 熊谷市上之１５０２－５

048-598-7020

https://makoto-kg.ed.jp/makoto-ns/

06 行田市

認定こども園

社会福祉法人 清陵会

行田こども園

361-0011 行田市荒木4961番地

048-557-2943

http://gyoda-seiryokai.com/

06 行田市

小規模保育事業A型

社会福祉法人 清陵会

こどものみらい保育園

361-0073 行田市行田9番25号

048-598-7035

http://gyoda-seiryokai.com/

07 秩父市

認可保育所

社会福祉法人恵明会

わどうの森保育園

368-0005 秩父市大野原3052-2

0494-26-7840

http://www.keimei-kai.com

07 秩父市

認可保育所

社会福祉法人恵明会

こもれびの森保育園

369-1872 秩父市上影森130-1

0494-26-7991

https://keimei-kai.ed.jp/komorebinomori-hoikuen

07 秩父市

認可保育所

社会福祉法人恵明会

風の森保育園

368-0004 秩父市山田712-1

0494-26-6622

https://www.kazenomorihoikuen.com

07 秩父市

認定こども園

学校法人 愛恒学園

幼保連携型認定こども園 秩父さくら幼稚園

368-0035 秩父市上町3-10-10

0494-22-032

07 秩父市

認定こども園

社会福祉法人恵明会

かみたのこども園

369-1802 秩父市荒川上田野993-1

0494-53-4030

https://www.kamitano.jp

07 秩父市

認定こども園

学校法人光学園

大畑こども園

368-0011 秩父市大畑町４－６４

0494-24-8221

http://www.oobatake.ed.jp

08 所沢市

認可保育所

社会福祉法人わか竹会

わかたけ保育園

08 所沢市

認可保育所

社会福祉法人さやまが丘保育の会

あかねの虹保育園

359-1152 所沢市北野3‐24‐３５

04-2947-9800

https://akane-hoikuen.jp/akaneno-niji-hoikuen

08 所沢市

認可保育所

社会福祉法人さやまが丘保育の会

あかねの風保育園

359-1152 所沢市北野２－７－１

04-2938-6600

https://akane-hoikuen.jp/akaneno-kaze-hoikuen

08 所沢市

認可保育所

社会福祉法人さやまが丘保育の会

あかね保育園

359-1164 所沢市三ケ島５－２０３７

04-2949-3000

https://akane-hoikuen.jp/akane-hoikuen/

08 所沢市

認可保育所

社会福祉法人 大持福祉会

泉町保育園

359-1112 所沢市泉町1830

04-2924-9221

http://www.ans.co.jp/n/izumicho/

10 加須市

認定こども園

学校法人 大利根学園

大利根ふじこども園

349-1132 加須市旗井５４７－１

0480-72-3805

https://otonefuji.jp

11 本庄市

認定こども園

学校法人福島学園

認定こども園本庄幼稚園

367-0061 本庄市小島6-5-3

0495-24-0189

http://honjoyochien.ednet.jp/

12 東松山市

認可保育所

社会福祉法人 公陽会

高坂ひまわり保育園

355-0047 東松山市高坂１０２５－３

0493-31-1230

takasaka-himawarihoikuen.com

14 狭山市

認可保育所

社会福祉法人 秋草福祉会

あきくさ保育園

350-1317 狭山市大字水野1246番地7

04-2997-8661

https://www.akikusa.ac.jp/hoikuen/index.html

15 羽生市

認定こども園

社会福祉法人 三愛福祉会

きむら認定こども園

348-0025 羽生市大字上手子林76-3

048-565-2114

http://www.sanai-fukushi.org/kodomoen.html

17 深谷市

認可保育所

社会福祉法人 望未会

第２のぞみ保育園キッズガーデン

366-0051 深谷市上柴町東３－８－８

048-598-5981

https://www.ans.co.jp/u/nozomikai/dai2nozomi.html

17 深谷市

認可保育所

社会福祉法人 栃の木福祉会

栃の木保育園

366-0051 深谷市上柴町東3-18-3

048-572-8956

https://hoikuen.tochinoki-fukushikai.or.jp/

17 深谷市

認可保育所

社会福祉法人すみれ会

すみれ保育園

366-0810 深谷市宿根６３０－１

048-571-2770

https://www.ans.co.jp/n/sumire-fukaya/

17 深谷市

認可保育所

社会福祉法人 望未会

のぞみ保育園

366-0811 深谷市人見９２－１

048-551-7717

https://www.ans.co.jp/u/nozomikai/nozomi.html

17 深谷市

認可保育所

社会福祉法人和順会

稲荷町保育園

366-0026 深谷市稲荷町2-5-20

048-573-3888

https://inaricho-hoikuen.com/

17 深谷市

小規模保育事業A型

社会福祉法人花園福祉会

花園第三保育室

369-1243 深谷市永田404-1

048-584-2266

https://www.hanazono-fukushikai.com/

17 深谷市

認定こども園

社会福祉法人花園福祉会

花園こども園

369-1246 深谷市小前田1994

048-584-3212

https://www.hanazono-fukushikai.com/

17 深谷市

認定こども園

社会福祉法人花園福祉会

花園第二こども園

369-1243 深谷市永田407

048-584-2266

https://www.hanazono-fukushikai.com/

17 深谷市

認定こども園

社会福祉法人 栃の木福祉会

豊里こども園

366-0019 深谷市新戒640-3

048-587-3786

https://toyosato.tochinoki-fukushikai.or.jp/

18 上尾市

認可保育所

社会福祉法人みずほ育伸会

みずほ保育園上尾富士見

362-0041 上尾市富士見１-6-27

048-776-3240

https://www.mizuho-ikushinkai.com

18 上尾市

認定こども園

学校法人永嶋学院

つつじが丘認定こども園

362-0058 上尾市上野1053‐1

048-725-2622

http://eijuso.com/

18 上尾市

認定こども園

学校法人 きたはら学園

認定こども園泉の森

362-0059 上尾市平方4220-1

048-783-7001

https://ageo.kitahara.ed.jp/recruit

18 上尾市

小規模保育事業A型

社会福祉法人優愛会

上尾駅前クマさん保育所

362-0036 上尾市宮本町3-2 A_GEOタウン1階

048-662-9825

19 草加市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

草加松原どろんこ保育園

340-0041 草加市松原1-5-9

048-934-5856

https://www.doronko.jp/

19 草加市

認可保育所

社会福祉法人北谷みどり会

めぇめぇこやぎこども園

340-0046 草加市北谷３丁目３６番１７号

048-943-3800

https://www.meemeekoyagi.com

19 草加市

認可保育所

社会福祉法人わかば会

草加あおぞら保育園

340-0022 草加市瀬崎2-47-1

048-922-5678

https://www.soka-aozora.com

19 草加市

認可保育所

社会福祉法人わかば会

草加なかよし保育園

340-0025 草加市谷塚仲町３５３ー１

048-922-0369

https://www.soka-nakayoshi.com

19 草加市

認可保育所

社会福祉法人わかば会

草加にじいろ保育園

340-0006 草加市八幡町336-1

048-936-2488

https://www.nijiirohoikuen.jp

19 草加市

小規模保育事業A型

社会福祉法人わかば会

あさひなのはな保育室

340-0053 草加市旭町3-4-15

048-936-2568

https://www.asahi-nanohana.com

19 草加市

小規模保育事業A型

社会福祉法人わかば会

わかば中央保育室

340-0015 草加市高砂1-3-22

048-920-2525

https://www.wakaba-chuo.com

20 蕨市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ蕨北町ルーム

335-0001 蕨市北町1-26-4

048-430-7836

https://www.doronko.jp/

21 戸田市

認可保育所

社会福祉法人優愛会

戸田公園クマさん保育所

335-0016 戸田市下前１－６－８

048-430-3335

https://go-go-kumasan.com/

21 戸田市

小規模保育事業A型

株式会社さくらいふ

北戸田さくら保育園

335-0032 戸田市美女木東1-1-3-1F

048-422-1152

https://www.sakurahoikuen.com/

市町村名
23 朝霞市

種別
認可保育所

法人名
社会福祉法人どろんこ会

三原どろんこ保育園

園名

郵便番号
法人または施設の所在地
351-0025 朝霞市三原3-23-2

23 朝霞市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズkids北朝霞ルーム

23 朝霞市

認可保育所

社会福祉法人橙

おれんじゆめ保育園

351-0005 朝霞市根岸台5-15-18

048-424-3738

23 朝霞市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ北朝霞ルーム

351-0034 朝霞市西原1-3-31 タウン・ピア西原1F2号室

048-471-4980

https://www.doronko.jp/

23 朝霞市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ朝霞台ルーム

351-0022 朝霞市東弁財1-4-7

048-487-4108

https://www.doronko.jp/

23 朝霞市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

仲町どろんこ保育園

351-0006 朝霞市仲町2-9-48

048-450-3001

https://www.doronko.jp/

23 朝霞市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ朝霞東口ルーム

351-0006 朝霞市仲町1-1-27

048-465-4995

https://www.doronko.jp/

23 朝霞市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

朝霞どろんこ保育園

351-0033 朝霞市大字浜崎69-1

048-474-6137

https://www.doronko.jp/

23 朝霞市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズkids朝霞ルーム

351-0016 朝霞市青葉台1-3-15 リブリ青葉1F

048-465-5345

https://www.doronko.jp/

23 朝霞市

小規模保育事業B型

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ朝霞南口ルーム

351-0011 朝霞市本町3-3-70 アイエステート1F

048-465-4940

https://www.doronko.jp/

24 志木市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

志木どろんこ保育園

353-0003 志木市下宗岡2-15-46

048-471-6010

https://www.doronko.jp/

24 志木市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ志木駅前ルーム

353-0004 志木市本町5-17-66 プラウドシティ志木本町1F

048-486-0015

https://www.doronko.jp/

24 志木市

認可保育所

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ志木ルーム

353-0004 志木市本町5-19-9 グランリヴェール志木1F

048-474-6380

https://www.doronko.jp/

25 和光市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

和光どろんこ保育園

351-0115 和光市新倉2-4-53

048-424-3656

https://www.doronko.jp/

25 和光市

小規模保育事業B型

株式会社ゴーエスト

メリー★ポピンズ和光ルーム

351-0111 和光市下新倉1-1-62 ハイドレインジア1Ｆ

048-466-0100

https://www.doronko.jp/

26 新座市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

新座どろんこ保育園

352-0012 新座市畑中2-17-34

048-480-3133

https://www.doronko.jp/

26 新座市

認可保育所

社会福祉法人さくら音彩会

音羽の森新座保育園

352-0011 新座市野火止6-3-30 1F

048-497-1086

https://www.otowanomori.com/

26 新座市

認可保育所

木実和株式会社

はなにこマロン保育園

352-0035 新座市栗原5-12-19

042-439-3502

http://ki-mi-wa.com>hananiko-marron-hoikuen

27 桶川市

認定こども園

学校法人稲元学園

認定こども園ひがし幼稚園ひがし保育園

363-0013 桶川市東1-6-25

048-771-6427

https://www.higashikids.ed.jp

27 桶川市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

メリー★ポピンズ桶川ルーム

363-0022 桶川市若宮1-5-2 パトリア桶川4F

048-856-9452

https://www.doronko.jp/

27 桶川市

小規模保育事業A型

学校法人稲元学園

ひがし保育園乳児室

363-0015 桶川市南2-1-12

048-871-5186

https://www.higashikids.ed.jp

28 久喜市

認可保育所

社会福祉法人あやめ学園

あやめ保育園

346-0104 久喜市菖蒲町三箇181-1

0480-85-1505

31 富士見市

認可保育所

社会福祉法人 成久会

針ヶ谷保育園

354-0017 富士見市針ヶ谷1-16-5

049-275-0077

https://harigaya-hoikuen.com

31 富士見市

認可保育所

社会福祉法人 泉の森

１・２ ＳＵＫＵＳＵＫＵ

354-0031 富士見市勝瀬1031-9

049-214-7894

https://lit.link/kthg

31 富士見市

認可保育所

社会福祉法人 泉の森

ナーサリースクール・ＳＵＫＵＳＵＫＵ

354-8560

049-252-3414

https://lit.link/kthg

31 富士見市

認可保育所

社会福祉法人 泉の森

富士見すくすく保育園

354-0022 富士見市山室2-5-9

049-252-3414

https://lit.link/kthg

31 富士見市

認定こども園

学校法人 きたはら学園

認定こども園きたはら幼稚園・ナーサリーKITAHARA

354-0022 富士見市山室２－５－１７

049-252-3407

https://lit.link/kthg

32 三郷市

認定こども園

学校法人 栄光学園

栄光けやきの森

341-0037 三郷市高州1－174－1

048-955-0630

http://www.eikou-y.ed.jp

36 鶴ヶ島市

認可保育所

社会福祉法人白桜会

笹久保さくら保育園

350-2222 鶴ヶ島市下新田５３２－１

049-272-3211

https://sasakubo.jp/

36 鶴ヶ島市

認定こども園

学校法人つるがしま白百合学園

認定こども園つるがしま白百合幼稚園

350-2222 鶴ヶ島市下新田３８８

049-285-1020

https://shirayuri-kgarten.ac.jp/

37 日高市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

日高どろんこ保育園

350-1203 日高市大字旭ヶ丘211-3

042-984-1370

https://www.doronko.jp/

37 日高市

認可保育所

社会福祉法人谷雲会

高萩保育園

350-1213 日高市高萩１１３６－２

042-989-2042

https://takahagihoikuen.com

38 吉川市

認可保育所

社会福祉法人吉川仲よし会

吉川つばさ保育園

342-0041 吉川市保1-24-1

048-940-9728

http://y-tsubasa.com/

38 吉川市

小規模保育事業A型

社会福祉法人吉川仲よし会

ナーサリールームつばさ

342-0041 吉川市保1-8-3 ヤマノベ第八ビル１階

048-972-5568

https://y-tsubasa.com/nursery/

39 ふじみ野市

認可保育所

社会福祉法人あゆみの会

鶴ケ岡すまいる保育園

356-0045 ふじみ野市鶴ケ岡３丁目１９－８０

049-265-5123

https://www.ayuminokai.jp/

39 ふじみ野市

認可保育所

社会福祉法人どろんこ会

ふじみ野どろんこ保育園

356-0051 ふじみ野市亀久保1256-6

049-257-4162

https://www.doronko.jp/

39 ふじみ野市

認可保育所

社会福祉法人あゆみの会

三丁目すまいる保育園

356-0004 ふじみ野市上福岡３－１０－７

049-257-6653

https://www.ayuminokai.jp/

41 伊奈町

認可保育所

社会福祉法人 光彩会

みちのこ保育園

362-0806 北足立郡伊奈町大字小室９５４４－１

048-723-3001

http://kousaikai-swc.jp/michinoko

41 伊奈町

認可保育所

社会福祉法人ゆたか会

伊奈ゆたか保育園

362-0812 北足立郡伊奈町内宿台４－２２－２

048-729-2977

http://www.yutakakai.com

42 三芳町

認定こども園

学校法人 多摩川学園

認定こども園 こすず幼稚園

354-0044 入間郡三芳町北永井字宮前72-1

049-258-7331

https://kosuzu.ed.jp/recruit

53 皆野町

認可保育所

社会福祉法人明星福祉会

国神保育園

369-1623 秩父郡皆野町大渕281

0494-62-4009

https://myoujou-kunikami.jp/

53 皆野町

認可保育所

社会福祉法人明星福祉会

明星保育園

369-1412 秩父郡皆野町皆野1337-2

0494-62-5188

https://myoujou-kunikami.jp/

57 美里町

認定こども園

学校法人 桜沢学園

幼保連携型認定こども園 美里さくら幼稚園

367-0103 美里町阿那志２７３－１

0495-76-0469

https://www.misato-sakura.com/

61 宮代町

認可保育所

社会福祉法人 青育会

本田保育園

345-0827 宮代町本田4-3-11

0480-37-0020

https://seiikukai.jimdofree.com

61 宮代町

認可保育所

社会福祉法人 青育会

百間保育園

345-0801 宮代町百間4-4-36

0480-34-7855

https://seiikukai.jimdofree.com

61 宮代町

認可保育所

社会福祉法人 青育会

(仮称）宮東保育園※R5.4開園予定

345-0801 宮代町字宮東602番1 他

0480-34-7855

https://seiikukai.jimdofree.com

62 杉戸町

認可保育所

特定非営利活動法人フタバ

双葉保育園

345-0043 杉戸町下高野2753

0480-33-9386

https://www.town.sugito.lg.jp/cms/index2748.html

351-0034 朝霞市西原2-4-17

富士見市山室１-1313 1F 12500 ナーサリースクール☆SUKUSUKU ららぽーと富士見店

電話番号
048-486-7470

https://www.doronko.jp/

Webサイト

048-472-2645

https://www.doronko.jp/

