
市内認可保育所等一覧表

認可保育所

各保育所等の詳しい情報は、市のホームページ「保育所・幼稚園等の御案内」をご覧ください。

施設名 年齢区分 住所 利用
定員 電話番号 乳児

保育
延長
保育 その他

公
　
立

奥沢保育所 0～5歳 奥沢3-22-1 78 22-4641 ○ ○ 世代間交流事業
地域子育て支援センター事業

銭函保育所 0～5歳 銭函2-23-13 80 62-2890 ○ ○ 地域子育て支援センター事業
手宮保育所 0～5歳 梅ヶ枝町3-23 75 23-1810 ○

赤岩保育所 0～5歳 赤岩2-21-1 80 22-9536 ○ ○ 世代間交流事業
地域子育て支援センター事業

最上保育所 0～5歳 最上2-9-10 40 22-2770 （○） 乳児保育（生後6か月から）

私
　
立

中央保育所 0～5歳 堺町2-9 100 29-3154 ○ ○ 休日保育（12/31～1/5を除
く日曜日、祝日）

相愛保育所 0～5歳 長橋1-2-20 50 32-7564 ○ 異年齢児交流事業
日赤保育所 0～5歳 緑1-9-9 90 22-5223 ○ 一時預かり
若竹保育所 0～5歳 若竹町5-2 30 22-6539 ○
龍徳保育園 0～5歳 真栄1-3-8 70 25-3073 ○ 異年齢児交流事業
新光保育園 0～5歳 新光1-33-7 90 54-8145 ○ ○ 世代間交流事業
愛育保育園 0～5歳 花園4-3-14 60 33-5858 ○ ○ 異年齢児交流事業
杉の子保育園 0～5歳 入船1-5-16 40 32-1223 ○
龍徳オタモイ保育園 0～5歳 オタモイ1-19-6 40 26-2905 ○
蘭島保育園 0～5歳 蘭島1-3-27 20 64-2567 ○ 世代間交流事業
さくら乳児保育園 0～2歳 桜1-4-30 40 51-5557 ○ ○
あおぞら保育園 0～5歳 勝納町16-13 90 26-6226 ○ ○ 一時預かり

認定こども園　※幼稚園部分は満3歳から

施設名 年齢区分 住所 幼稚園部分
定員

保育部分
定員 電話番号 乳児

保育
延長
保育 その他 種類

私
　
立

認定こども園
あかつき保育園 0～5歳 塩谷1-25-20 15 20 26-0618 ○ 保

認定こども園
さくら保育園 2～5歳 桜1-4-13 15 60 54-2119 ○ 保

認定こども園
桂岡幼稚園 0～5歳 桂岡町5-16 130 45 62-4138 ○ ○ 幼保

認定こども園
手宮幼稚園 3～5歳 梅ヶ枝町

11-12 35 15 22-0067 幼

認定こども園
かもめ保育園 0～5歳 張碓558-1 6 71 62-1284 ○ ○ 保

認定こども園
小樽杉の子幼稚園 2～5歳 幸4-25-14 100 20 27-3898 幼

認定こども園
小樽オリーブ幼稚園 3～5歳 松ヶ枝1-9-5 35 5 23-7890 ※土曜日は閉園 幼

認定こども園
いなほ幼稚園 0～5歳 稲穂4-11-2 80 40 23-7876 （○） 乳児保育（生後

6か月から） 幼保
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※乳児保育＝産休明け（生後57日目）から利用可能　※延長保育＝19：00まで延長保育が可能
※保＝保育所型：保育所に幼稚園の機能（幼児教育）を備えた施設
※幼＝幼稚園型：幼稚園に保育所の機能（保育）を備えた施設
※幼保＝幼保連携型：学校と児童福祉施設の両方の法的性格で、教育と保育を一体的に行う施設

施設名 年齢区分 住所 幼稚園部分
定員

保育部分
定員 電話番号 乳児

保育
延長
保育 その他 種類

私
　
立

認定こども園
さくら幼稚園 2～5歳 桜1-5-1 60 40 54-6106 ○ 幼

認定こども園
ゆりかご保育園 0～5歳 入船5-24-12 5 60 25-8898 ○ 保

幼稚園

認可外保育施設

認可外保育施設　※認可外保育施設への入所申込み等は、直接各施設にお問合せください。

施設名 年齢区分 住所 定員 電話番号 その他

青い鳥保育園 0～5歳 潮見台1-5-29 27 24-1655 プライベート預かり（一時的
保育や時間単位での預かり）

キッズルームアップルいりふね 0～5歳 入船4-30-24 12 65-7154 乳児保育（生後2か月から）、
延長保育、一時的保育

にしだ靖江 0～5歳 桜2-15-3 3 090-
6265-2351

乳児保育（生後3か月から）、
一時的保育、病児保育

小樽藤保育所 2歳 富岡1-21-12 12 23-3834

ベビーシッターしゃぼんだま 0歳～ 星野町15-6 5 080-
5585-0891

※このほかの認可外保育施設としては、各病院の職員の子どもを受け入れる院内保育施設などがあります。

企業主導型保育施設　※企業主導型保育施設への入所申込み等は、直接各施設にお問合せください。

※企業主導型保育施設については、地域の子どもの受け入れが可能な施設のみを掲載しています。

施設名 年齢区分 住所 定員 電話番号 その他

ウィングベイ小樽すこやか保育園 0～5歳 築港11-5 30 61-1631 乳児保育（生後5か月から）、
一時的保育、病児保育

キッズルームアップルはなぞの 0～5歳 花園5-6-17 30 65-7151 乳児保育（生後2か月から）、
延長保育、病児保育

ココラソ保育園 0～5歳 桜2-1-27 10 54-7459 乳児保育（生後5か月から）、
一時的保育

OrangeSTAR 銭函保育園 0～1歳 春香町328-2 20 62-0770 乳児保育（生後2か月から）、
病後児保育、体調不良児保育

OrangeSTAR 銭函保育園本園 2～5歳 春香町360-2 48 61-1774 病後児保育、体調不良児保育

♦新制度に移行していない幼稚園
施設名 住所 定員 電話番号

小樽中央幼稚園 富岡1-4-13 60 22-3842
小樽藤幼稚園 富岡1-21-12 75 23-3834
小樽幼稚園 若松1-4-17 80 22-6536
ロース幼稚園 富岡1-8-2 60 22-1406

♦新制度に移行した幼稚園
施設名 住所 定員 電話番号

まや幼稚園 緑1-23-8 120 32-5449
長橋幼稚園 長橋3-13-9 100 22-7255
小樽高田幼稚園 住ノ江2-3-11 120 25-0907
朝里幼稚園 新光1-3-10 210 54-8003
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