
（様式1）

区分1 区分2 区分3

市町 公/私 保/幼保連携型 〒 市町名 市町名以下

1 下関 私立 保育所 王司保育園 752-0916 下関市 王司上町２－８－１３ 083-248-0720

2 下関 私立 保育所 ひえだ保育園 751-0856 下関市 稗田中町８－１ 083-253-0766

3 下関 私立 保育所 勝山保育園 751-0874 下関市 秋根新町12番12号 083-256-6888

4 下関 私立 保育所 弥生保育園 751-0828 下関市 幡生町２丁目２７－２ 083-252-1237

5 下関 私立 保育所 小波保育園 750-0059 下関市 汐入町１９－１８ 083-222-8222

6 下関 私立 幼保連携型認定こども園 でしまつ子ども園 750-0078 下関市 彦島杉田町2-3-10 083-266-3700

7 下関 私立 幼保連携型認定こども園 豊北きらきらこども園 759-5331 下関市 豊北町神田２４０８ 083-786-2025

8 下関 公立 幼保連携型認定こども園 中央こども園 751-0830 下関市 幡生新町１番１０号 083-250-8880

9 宇部 公立 保育所 神原保育園 755-0033 宇部市 琴芝町二丁目3番30号 0836-21-4311

10 宇部 公立 保育所 新川保育園 755-0041 宇部市 朝日町6番25号 0836-21-3271

11 宇部 公立 保育所 原保育園 759-0204 宇部市 妻崎開作1982番地 0836-41-8517

12 宇部 公立 保育所 西岐波保育園 755-0153 宇部市 床波四丁目11番40号 0836-51-9214

13 宇部 公立 保育所 第二乳児保育園 755-0063 宇部市 南浜町二丁目2番15号 0836-33-2770

14 宇部 私立 保育所 あさひ保育園 755-0077 宇部市 山門五丁目1番1号 0836-21-9504

15 宇部 私立 保育所 るんびに保育園 755-0011 宇部市 昭和町三丁目4番18号 0836-21-0328

16 宇部 私立 保育所 船木保育園 757-0216 宇部市 大字船木1467番地4 0836-67-0854

17 宇部 私立 保育所 大学院幼児園 755-0025 宇部市 野中４丁目８番８号 0836-38-3800

18 宇部 私立 保育所 波木保育園 755-0241 宇部市 大字東岐波字波馬田５５８７番地の２ 0836-58-2149

19 宇部 私立 保育所 藤山保育園 755-0808 宇部市 西平原２丁目９－１５ 0836-33-8861

20 宇部 私立 保育所 小羽山保育園 755-0083 宇部市 南小羽山町１丁目５番６号 0836-31-3150

21 宇部 私立 保育所 めぐみ保育園 755-0082 宇部市 東小羽山町二丁目5番7号 0836-22-1151

22 宇部 私立 保育所 YICキッズ黒石保育園 759-0213 宇部市 黒石北４丁目２番４０号 0836-43-6631

23 山口 公立 保育所 山口保育園 753-0051 山口市 旭通り一丁目６－１９ 083-922-0354

24 山口 公立 保育所 小郡保育園 754-0002 山口市 小郡下郷１６２８－１８ 083-973-0340

25 山口 公立 保育所 陶保育園 754-0891 山口市 陶４６６６番地の１ 083-972-0936

26 山口 公立 保育所 堀保育園 747-0231 山口市 徳地堀１６１６ 0835-52-0266

27 山口 公立 保育所 東山保育園 753-0041 山口市 東山２丁目２－２７ 083-922-3850

28 山口 公立 保育所 大内保育園 753-0221 山口市 大内矢田北三丁目４－２３ 083-927-0001

29 山口 公立 保育所 三の宮保育園 753-0025 山口市 芝崎町９－７３ 083-924-0327

30 山口 私立 保育所 三つ葉保育園 754-0897 山口市 嘉川１４１０－１ 083-989-4485

31 山口 私立 保育所 愛児園乳児保育所 753-0072 山口市 大手町６－１７ 083-922-7126

32 山口 私立 保育所 愛児園平川保育所 753-0841 山口市 吉田３０５０番地 083-925-4997

33 山口 私立 保育所 嘉川保育園 754-0896 山口市 江崎２７１２－１ 083-989-3518

34 山口 私立 保育所 きらきら星保育園 753-0211 山口市 大内長野５２１番１ 083-927-5023

35 山口 私立 保育所 はあと保育園中央 753-0064 山口市 神田町４－２２ 083-941-5580

36 山口 私立 保育所 愛児園みやのの森保育園 753-0011 山口市 宮野下９５３ 083-932-8787

37 山口 私立 保育所 プティット一ノ坂保育園 753-0083 山口市 後河原吉田３７－２ 083-928-8444

38 山口 私立 保育所 はあと保育園吉敷 753-0813 山口市 吉敷中東１丁目1－2 083-924-3962

39 山口 私立 保育所 山口ココモ保育園 753-0231 山口市 大内氷上６丁目３３番８号 083-902-1550

40 山口 私立 保育所 中央ココモ保育園 753-0831 山口市 平井２２６－８ 083-902-6850

41 山口 私立 保育所 U NURSERY新山口　２号館 754-0021 山口市 小郡黄金町９－２ 083-974-5715

42 萩 私立 保育所 春日保育園 758-0057 萩市 堀内325番地ー１０ 0838-25-2470

43 萩 私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園萩幼稚園 758-0046 萩市 西田町１７番地 0838-22-0775

44 萩 私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園萩光塩学院幼稚園 758-0041 萩市 大字江向５９７番地 0838-22-2019

45 防府 公立 保育所 宮市保育所 747-0041 防府市 本橋町１８－１ 0835-23-5615

46 防府 公立 保育所 江泊保育所 747-0014 防府市 江泊１０６８番地 0835-38-3844

47 防府 私立 保育所 西佐波保育園 747-0045 防府市 高倉一丁目１６番１０号 0835-23-5538

48 防府 私立 保育所 みどり保育園 747-0026 防府市 緑町１丁目８－９ 0835-23-7343

49 防府 私立 保育所 玉祖保育園 747-0067 防府市 大字佐野３６２番地 0835-23-2808

50 防府 公立 保育所型認定こども園 とのみ保育所 747-1111 防府市 大字富海２７０３番地 0835-34-0039

51 防府 私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園きんこう保育園 747-0834 防府市 大字田島４３３ 0835-38-3456

52 防府 私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園きんこう第２保育園 747-0834 防府市 大字田島２５８５－１ 0835-29-0400
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53 下松 公立 保育所 潮音保育園 744-0074 下松市 潮音町4丁目２－１ 0833-41-0978

54 下松 私立 保育所 愛隣幼児学園 744-0074 下松市 潮音町１丁目７－１５ 0833-41-0735

55 下松 私立 保育所 和光保育園 744-0061 下松市 大字河内２７３６－１ 0833-43-8427

56 下松 私立 保育所 ニチイキッズ下松清瀬保育園 744-0071 下松市 清瀬町３丁目１－１ 0833-48-9541

57 下松 私立 保育所 ひだまり保育園 744-0012 下松市 北斗町２番１３号 0833-45-3222

58
岩国 私立

幼保連携型認定こども園/
保育園

認定こども園川西保育園/リボン保育園 741-0082 岩国市 川西１丁目７番３号 0827-41-0180

59 光 私立 保育所 東光保育園 743-0046 光市 木園1-11-2 0833-71-1449

60 光 私立 保育所 室積保育園 743-0007 光市 室積５丁目３７８０－４ 0833-78-0047

61 光 私立 保育所 松原保育園 743-0071 光市 室積新開2丁目１－１７ 0833-78-0129

62 光 私立 保育所 虹ヶ丘幼児学園 743-0031 光市 虹ヶ丘４－２２－１ 0833-71-0055

63 柳井 公立 保育所 柳井南保育所 742-1352 柳井市 伊保庄２５３０－３ 0820-27-0030

64 柳井 公立 保育所 大畠保育所 749-0101 柳井市 神代２９６６－２５ 0820-45-2619

65 柳井 私立 保育所 放光保育園 742-0022 柳井市 柳井津308番地4 0820-22-3076

66 柳井 私立 保育所 余田保育園 742-0034 柳井市 余田松堂１４１８番地 0820-22-2410

67 柳井 私立 保育所 新庄保育園 742-0033 柳井市 新庄２６２８－１ 0820-23-0491

68 柳井 私立 保育所 ひづみ保育園 742-0111 柳井市 日積５５５１－１ 0820-28-0428

69 柳井 私立 保育所 若葉保育園 742-0021 柳井市 柳井４３９５－１ 0820-22-1178

70 周南 公立 保育所 須々万保育園 745-0121 周南市 須々万奥７３７ 0834-88-0042

71 周南 公立 保育所 櫛浜保育園 745-0802 周南市 大字栗屋８５９の４番地 0834-25-0202

72 周南 公立 保育所 城ケ丘保育園 745-0807 周南市 城ケ丘３丁目１３番６号 0834-28-7132

73 周南 私立 保育所 遠石保育園 745-0842 周南市 青山町1589 0834-21-0939

74 周南 私立 保育所 ひまわり保育園 745‐0651 周南市 大字大河内字自由が丘10700‐336 0833‐91‐3749

75 周南 私立 保育所 こもれび保育園 746-0016 周南市 中央町２番１２号 0834-64-3233

76 周南 私立 幼保連携型認定こども園 ふくがわこども園 746-0042 周南市 福川南町３－３０ 0834－62－7711

77 周南 公立 幼保連携型認定こども園 鹿野こども園 745-0302 周南市 大字鹿野上２８００番地 0834-68-3344

78
山陽小野田 公立 保育所 日の出保育園 756-0091 山陽小野田市 日の出二丁目5-28 0836-83-2712

79
山陽小野田 公立 保育所 下津保育園 757-0002 山陽小野田市 大字郡2045-1 0836-72-0340

80
山陽小野田 公立 保育所 厚陽保育園 757-0002 山陽小野田市 大字郡3510 0836-74-8411

81
山陽小野田 公立 保育所 津布田保育園 757-0011 山陽小野田市 大字津布田1066 0836-76-0332

82
山陽小野田 公立 保育所 出合保育園 757-0003 山陽小野田市 大字山野井2746-3 0836-73-1332

83
山陽小野田 私立 保育所 姫井保育園 756-0055 山陽小野田市 旦西７３０１ 0836-83-2371

84
山陽小野田 私立 保育所 石井手保育園 756-0063 山陽小野田市 石井手２ 0836-83-8375

85
山陽小野田 私立 保育所 あおい保育園 757-0012 山陽小野田市 埴生７８２ 0836-76-1550

86
山陽小野田 私立 保育所 伸宏保育園 756-0834 山陽小野田市 港町７－４３ 0836-83-3173

87
山陽小野田 私立 保育所 貞源寺第二保育園 757-0055 山陽小野田市 大字鴨庄１３２－１ 0836-72-0606

88
山陽小野田 私立 保育所 こぐま保育園（山園舎） 756-0038 山陽小野田市 大字有帆５０９－１３ 0836-83-5127

89 周防大島 私立 保育所 源空寺保育園 742-2714 大島郡 周防大島町大字戸田９５５ 0820-76-0024

90 上関 私立 保育所 踊堂保育園 742-1402 上関町 大字長島４４０ 0820-62-1611

91 上関 私立 保育所 上関相互保育園 742-1402 上関町 大字長島６４４ 0820-62-0227

92 平生 私立 保育所 ひらお保育園 742-1102 平生町 平生村１３５７－１ 0820-56-2293

93 阿武 公立 保育所 みどり保育園 759-3622 阿武町 大字奈古３０６６－２ 08388-2-2041


