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◆宮崎市保育会について
 宮崎市保育会は、会員相互の情報の共有・協調及び資質の向上を図るとともに、保育問

題を研究協議し必要な対策を講じ、児童福祉事業並びに地域福祉事業の発展に寄与する事

を目的としています。 

◆認可保育園ってどんなところ？
児童福祉法第 35 条に基づく児童福祉施設
　対象年齢は 0 歳から就学児前の乳幼児 

　子どもを保育するために必要な国が定めた設置基準（施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防

災管理、衛生管理等）をクリアして都道府県知事に認可された施設です。 

※特別保育サービスとして、延長保育や一時保育、休日保育などがあります。

◆認可保育園の特徴
安心・安全

　私たち認可保育園は、最低基準を厳守することにより、国や自治体からの補助で運営を

しています。乳幼児期の育ちに必要な「専門性をもった人材」「充分な保育環境」はゆと

りある運営によって保障されています。 

専門性をもって保育を行います 

　児童福祉施設最低基準で必要な保育士等はすべて有資格者です。私たち認可保育園では

『“養護”子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わ

り』と、『“教育”子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発

達の援助（5 領域）』が一体となった、専門性の高い保育を行っています。 

専門性は向上します 

　最低基準第 4 条には「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を

向上させなければならない」とあります。私たち認可保育園は、専門職として、常に知識

及び技能の修得、維持及び向上に努めています。宮崎市保育会でも年間を通して様々な研

修をおこなっています。 

◆入所申込の流れ
申込から入所までの流れ

保育施設等の利用手続きは、宮崎市で行えます。下記フローに従いアクセスして下さい。 
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入所(園)の対象者 

　宮崎市に居住（住民登録）をしている児童で、保護者のほか同居している親族（祖父母

等）が次のような理由などにより、 家庭で保育することができないと認められる児童が対象

となります。 

１．居宅外で労働することを常態としていること（1 日 4 時間以上、1 月 15 日以上） 

２．居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をする事を常態としていること 

３．妊娠中であるか、又は出産後間がないこと（産前 6 週間～産後 8 週間） 

.４．疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること 

５．長期にわたり疾病の状態にある、又は精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を

常時介護していること 

６．震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること 

７．前各号に類する状態であって市長が認める状態にあること 

申込受付 

　入所を希望する月の前月２０日（２０日が土日・祝祭日のときはその前開庁日）までに保

育幼稚園課（佐土原・高岡・田野・清武地区の保育所への入所を希望する場合は下記箇

所）へ保護者が申込みしてください。 

・佐土原町→市民福祉課（子ども係）

・高岡町 →市民福祉課（福祉係）

・田野町 →市民福祉（福祉係）

・清武町 →福祉課

※なお、事前に希望される保育所(園)へ見学等をお願いいたします。

入所(園)審査・選考 

　締切り後、申込みの書類を審査し、入所(園)を決定します。申込みが、受入れ可能な人

数を超えた場合、２０日までに申込みされた方の中から、選考を行い入所を決定します。 

・毎月 1 日が入所日となりますので、入所を希望する月の前月 20 日（20 日が土・日・

祝日のときはその前の開庁日）までに必要書類を提出してください。

・旧宮崎市域の認可保育所の受付は、宮崎市役所本庁舎 1 階の子ども課保育係で行いま

す。また、佐土原・高岡・田野・清武地区の認可保育所の受付は、各総合支所市民福祉

課（清武総合支所は福祉課）

入所(園)決定 

　入所(園)が決定した時は、保育所(園)から保護者へ連絡があり、入所(園)準備にむけて案内

があります。なお、入所(園)承諾書・保育料決定通知書・保育料納入通知書は入所された

月の中旬に発送しております。
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宮崎市保育会　会員施設一覧

地区 種類 施設名 定員数 電話番号

一
時
保
育

延
長
保
育

障
が
い
児
保
育

そ
の
他

保育所 石井記念こひつじ保育園 50 880-0806 宮崎市広島1丁目7番18号 23-2541 ○ ○
保育所 江平保育園 140 880-0001 宮崎市橘通西5丁目6番36号 24-7806 ○ ○ ○ ○
保育所 おひさま保育園 130 880-0843 宮崎市下原町231番地2 26-5216 ○ ○
保育所 権現乳児保育所 60 880-0817 宮崎市江平東町1の2 27-4624 ○
保育所 高千穂乳児保育園 50 880-0812 宮崎市高千穂通2丁目28番1号 22-5204 ○ ○
保育所 橘保育園 130 880-0805 宮崎市橘通東1丁目7番18号 22-2984 ○ ○ ○ ○
保育所 八幡保育園 100 880-0804 宮崎市宮田町3番6号 28-6363 ○ ○
保育所 宮崎至慶保育園 100 880-0053 宮崎市神宮1丁目55番2号 23-2520 ○ ○ ○

事業所内保育 コスモナーサリー 19 880-0816 宮崎市江平東1-10-20 67-6700 ○ ○ ○
保育所 中央保育園 170 880-0021 宮崎市清水2丁目8番7号 24-7626 ○ ○ ○ ○
こども園 霧島幼保学園 95 880-0032 宮崎市霧島4丁目187 29-6177
こども園 祇園こども園 95 880-0032 宮崎市霧島丁目216番地 25-2726
こども園 こども園ソレイユ 145 880-0023 宮崎市和知川原1丁目40-2 24-6470 ○ ○ ○
こども園 よいこのもり第２こども園 55 880-0023 宮崎市和知川原3丁目13-1 29-0216 ○ ○
こども園 よいこのもりこども園 125 880-0023 宮崎市和知川原3丁目13-1 29-0077 ○ ○
保育所 小戸保育所 80 880-0014 宮崎市鶴島3丁目93番地 25-2098
こども園 ちどり子ども園 125 880-0005 宮崎市南高松町2-37 22-6057 ○ ○ ○
小規模保育 サムエル幼育園 12 880-0013 宮崎市松橋1-9-18 27-6234 ○ ○
保育所 大宮保育園 120 880-0035 宮崎市下北方貝吹330-5 25-0257 ○ ○ ○
保育所 下北方保育園 90 880-0035 宮崎市下北方塚原5821番地20 22-6553

保育所 東大宮保育園 60 880-0036 宮崎市花ヶ島町野中田2064番地2 27-0178

保育所 平和が丘乳児保育園 30 880-0047 宮崎市平和が丘西町14番地1 24-8288 ○ ○ ○
保育所 平和ヶ丘保育園 70 880-0041 宮崎市池内町古門991 39-3377

保育所 南方保育園 80 880-0037 宮崎市南方町御供田1191 39-5400 ○ ○
保育所 あおぞら保育園 70 880-0824 宮崎市大島町前田376番地7 25-6831 ○ ○ ○
保育所 光明保育園 70 880-0837 宮崎市村角町阿波2525番地 25-7252 ○ ○
保育所 ドンボスコ保育園 100 880-0826 宮崎市波島2丁目8番36号 22-2201

保育所 波島保育園 100 880-0826 宮崎市波島2丁目12番27号 28-9136 ○ ○ ○ ○
保育所 みのり保育園 90 880-0824 宮崎市大島町原の前1412-5-6-3 26-2048 ○ ○ ○
こども園 のぞみ保育園 105 880-0824 宮崎市大島町畑ケ田1080 24-9737

保育所 太田保育園 130 880-0903 宮崎市太田3丁目2-5 51-7939 ○ ○
保育所 江南保育園 90 880-0902 宮崎市大淀2丁目4番20号 51-6889

保育所 三宮保育園 80 880-0941 宮崎市北川町円光明6338-1 53-8233 ○ ○
保育所 星華保育園 50 880-0905 宮崎市中村西1丁目5番3号 51-5692 ○ ○
保育所 第2あけぼの保育園 20 880-0945 宮崎市福島町寺山3147-26 63-5334 ○ ○
保育所 天神の森きらら保育園 70 880-0908 宮崎市谷川3丁目2-1 51-4527 ○ ○
こども園 古城こども園 95 880-0931 宮崎市古城町山ノ城5604 53-8470 ○ ○ ○
保育所 あけぼの保育園 50 880-0944 宮崎市江南4丁目24番21号 52-2184 ○ ○
保育所 ふたば保育園 100 880-0951 宮崎市大塚町大迫詰4341番地1 53-3323 ○ ○ ○ ○
保育所 みずほ保育園 110 880-0951 宮崎市大塚町池ノ内1094番地 47-4152 ○ ○
こども園 あさひ保育園 130 880-0951 宮崎市大塚町八所3606番地7 53-6377 ○ ○ ○
こども園 天神保育所 95 880-0951 宮崎市大塚町天神後2716番地1 53-7433 ○ ○
こども園 こども園大塚 105 880-0951 宮崎市大塚町時宗1734番地-1 62-4340 ○ ○ ○
保育所 きらきらアート保育園 115 880-0841 宮崎市吉村町南田甲1099番地 33-9178 ○
保育所 曽師保育所 35 880-0841 宮崎市吉村町中原甲2703-12 27-2616 ○ ○ ○
保育所 高洲保育園 90 880-0852 宮崎市高洲町36番地4 28-1526

保育所 田代保育学園 80 880-0855 宮崎市田代町16番地 67-5858 ○ ○
保育所 一ツ葉保育園 130 880-0834 宮崎市新別府町山宮1045-2 26-5191 ○ ○
保育所 宮崎みなと保育園 105 880-0831 宮崎市新栄町19-6 22-2210

保育所 山崎保育園 70 880-0836 宮崎市山崎町上ノ原1055番地1 26-1070 ○ ○ ○ ○
こども園 あおき保育園 140 880-0841 宮崎市吉村町江田原甲266番地 23-2055 ○ ○ ○
こども園 浮之城ひまわり幼保園 105 880-0841 宮崎市吉村町上無田堤甲710番1 26-1388 ○ ○ ○
こども園 潮見保育園 105 880-0853 宮崎市中西町52-1 25-8189 ○ ○ ○
こども園 昭和こども園 155 880-0874 宮崎市昭和町7番地3 27-1535 ○ ○ ○ ○
小規模保育 こどものしろ保育園 12 880-0872 宮崎市永楽町205-1 29-6330
小規模保育 ファンファン(FunFan) 12 880-0834 宮崎市新別府町江田原7番地1 89-4584
小規模保育 保育所ちびっこランドひので園 12 880-0856 宮崎市日ノ出町5番地1 89-3990 ○ ○
保育所 大塚台西保育園 80 880-2105 宮崎市大塚台西3丁目22番地2 48-0373 ○ ○ ○
保育所 大塚台保育園 80 880-2105 宮崎市大塚台西2丁目3番地2 47-0402 ○ ○ ○
保育所 ひまわり保育園 100 880-0952 宮崎市大塚台西2丁目3番地2 48-1300

保育所 赤江保育園 130 880-0916 宮崎市大字恒久字辰喰327-1 51-4746

保育所 あゆみ保育園 120 880-0925 宮崎市大字本郷北方字草葉2142-1 52-0000

保育所 大坪保育園 140 880-0916 宮崎市大字恒久字野中6100番地1 51-1478 ○ ○ ○
保育所 しろはと保育園 70 880-0913 宮崎市恒久5丁目13-5 51-1580 ○ ○
保育所 たいよう保育園 50 880-0925 宮崎市大字本郷北方3549-1 77-7211

保育所 恒久保育園 65 880-0916 宮崎市大字恒久4535 53-2500 ○ ○ ○
保育所 どうめき保育園 50 880-0916 宮崎市大字恒久6611-6 54-1152 ○ ○ ○
保育所 飛江田保育園 120 880-0912 宮崎市大字赤江813-2 52-2183 ○ ○ ○

大塚

檍

大塚台

赤江

住所

中央東

中央西

小戸

大宮

東大宮

大淀

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ
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住所

こども園 希望ヶ丘こども園 75 880-0923 宮崎市希望ヶ丘3-21-11 56-2881 ○ ○ ○
こども園 恵愛保育園 85 880-0921 宮崎市大字本郷南ケ原2910番地 56-4161 ○ ○ ○
こども園 まなびこども園 115 880-0916 宮崎市大字恒久4561-2 52-3971 ○ ○ ○ ○
こども園 みやざきこども園 90 880-0924 宮崎市郡司分萩ケ南5742-3 56-3344 ○ ○ ○
こども園 横町さくら保育園 145 880-0916 宮崎市大字恒久字西原5155-1 53-6289 ○ ○
事業所内保育 迫田病院ほほえみ保育園 19 880-0917 宮崎市城ケ崎3-2-1 51-2820 ○ ○
保育所 生目台ピノキオ保育園 130 880-0943 宮崎市生目台西3丁目10番2号 54-6006
こども園 ｱﾘｽこどもの家幼稚園 115 880-0942 宮崎市生目台東4丁目7番地3 52-3367 ○ ○
保育所 加江田保育園 80 889-2161 宮崎市大字加江田4462-1 65-0067 ○ ○ ○
保育所 鏡洲保育園 55 889-2156 宮崎市大字鏡洲字星叶541番地 58-0256

保育所 木花保育園 170 889-2161 宮崎市大字熊野字西ノ原６７７７番地3 58-0050 ○ ○ ○
保育所 青島保育所 45 889-2163 宮崎市青島西2丁目1番地 65-1205

保育所 内海保育園 20 889-2301 宮崎市内海1224-1 67-0024 ○ ○
保育所 住吉中央保育園 70 880-0121 宮崎市大字島之内7601-1 39-1536 ○ ○ ○ ○
保育所 住吉東保育園 100 880-0121 宮崎市大字島之内堂山10597-1 39-1945 ○ ○
保育所 住吉南保育園 100 880-0123 宮崎市大字芳士2345-1 39-1739

保育所 ひなたほいくえん 110 880-0123 宮崎市大字芳士1808-1 74-7727 ○ ○ ○
保育所 広原保育園 60 880-0125 宮崎市大字広原783-2 39-1954 ○ ○ ○
こども園 風光るゆめの森 85 880-0121 宮崎市島之内10302-2 72-5505
こども園 島之内保育園 115 880-0121 宮崎市大字島之内8900番地 39-0694

保育所 跡江保育所 75 880-2101 宮崎市大字跡江2007 48-1511

保育所 タンポポ保育園 50 880-2112 宮崎市大字小松641番地 47-0908 ○ ○
保育所 富吉保育園 55 880-2114 宮崎市大字富吉2265 48-1730 ○ ○
保育所 まつぼっくり保育園 30 880-2112 宮崎市大字小松1981-1 47-7827 ○
保育所 和保育園 50 880-2112 宮崎市大字小松237番11 47-2200
小規模保育 もりのくれよん 12 880-2111 宮崎市大字柏原字柳町419番地 77-7070

保育所 直純寺保育園 60 880-0044 宮崎市瓜生野151-5 41-1201 ○ ○ ○ ○
保育所 ひらまつの杜 50 880-0045 宮崎市大字大瀬町5711番地 41-0658

保育所 三和保育園 70 880-0044 宮崎市大字瓜生野2196番地 41-3030 ○ ○
こども園 吉野保育園 150 880-2234 宮崎市大字金崎2953 41-1133 ○ ○ ○
保育所 佐土原保育園 60 880-0301 宮崎市佐土原町上田島1337-7 74-0073

保育所 ひがし保育園 130 880-0211 宮崎市佐土原町下田島19422番地11 73-3530 ○ ○ ○
保育所 久峰保育園 110 880-0211 宮崎市佐土原町下田島21487-20 89-5858 ○ ○ ○
保育所 福島保育所 45 880-0211 宮崎市佐土原町下田島14232 73-4878

保育所 明照保育園 90 880-0211 宮崎市佐土原町下田島4558-2 74-3777 ○ ○ ○ ○
こども園 黒田こども園 105 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂8138 74-2037
こども園 中央ヴィラこども園 135 880-0211 宮崎市佐土原町下田島20565-57 73-1935 ○ ○
こども園 那珂こども園 85 880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂4115 74-0334 ○ ○
こども園 七つの星幼稚舎 145 880-0211 宮崎市佐土原町下田島9175-1 73-3572
こども園 原口こども園 105 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂3422 73-2544 ○ ○ ○ ○
保育所 あおば保育園 70 889-1702 宮崎市田野町乙9179番地8 86-1582 ○ ○ ○
保育所 ぎんなん保育園 50 889-1702 宮崎市田野町乙3226 86-2312 ○ ○ ○
保育所 さくらが丘保育園 50 889-1701 宮崎市田野町甲2793-4 86-0388 ○ ○
保育所 慈愛保育園 60 880-1702 宮崎市田野町乙9547-35 55-7050 ○ ○ ○ ○
保育所 わかば保育園 70 889-1701 宮崎市田野町甲5556-2 86-2001 ○ ○ ○ ○
こども園 みなみこども園 100 889-1702 宮崎市田野町乙7545番地2 86-1881
こども園 めぐみ保育園 75 889-1702 宮崎市田野町乙9391番地15 86-0311 ○ ○
保育所 天ケ城保育園 60 880-2221 宮崎市高岡町内山2575-2 82-3766 ○ ○ ○
保育所 高岡中央保育園 60 880-2221 宮崎市高岡町内山2897 82-0140 ○ ○ ○
保育所 たかふさ保育園 60 880-2215 宮崎市高岡町高浜755-1 82-3132 ○ ○
保育所 東高岡保育所 50 880-2211 宮崎市高岡町花見101-2 82-1016 ○ ○ ○
保育所 穆佐保育園 50 880-2214 宮崎市高岡町小山田100-1番地 82-3522 ○ ○ ○
こども園 うちやまこども園 65 880-2221 宮崎市高岡町内山1018番地8 82-1190 ○ ○ ○ ○
保育所 北今泉保育園 60 889-1602 宮崎市清武町今泉甲5749-3 85-0089 ○ ○
保育所 黒坂保育園 90 880-1601 宮崎市清武町木原6322番地1 85-1380 ○ ○
保育所 せいぐう保育園 80 880-1605 宮崎市清武町加納乙124 85-3827

保育所 南今泉保育園 60 889-1612 宮崎市清武町岡1丁目20番地2 85-1020 ○ ○
保育所 南加納保育園 120 889-1605 宮崎市清武町加納甲1520-50 85-2088 ○ ○
こども園 清武中央こども園 105 880-1603 宮崎市清武町正手1丁目10番1号 85-0079 ○ ○
こども園 しんまちこども園 95 889-1611 宮崎市清武町新町1丁目6番地2 85-0243 ○ ○
こども園 こども園加納ひまわり幼保園 115 889-1605 宮崎市清武町加納甲2022-10 85-8040 ○ ○ ○ ○
こども園 ふなひきこども園 115 889-1604 宮崎市清武町船引6599番地1 85-1612 ○ ○
小規模保育 ななほしキッズ 19 889-1605 宮崎市清武町加納甲1813番地16 65-6501 ○ ○
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◆ 保育の現場で働いてみませんか？
宮崎市保育会では保育士確保のための事業として、次の事業を開催しています。

・就職説明会

主に学生向けとなるイベントです。多くの施設が参加するので、直接現場の話を聞くことがで

きます。

・オープン保育園

主に県外の方向けのイベントです。Uターンで宮崎に帰って職場を探したいという方は各施設を

見学することができます。

・再チャレンジ研修

主に一度、現場を離れた方向けのイベントです。子育てなどで現場を離れてブランクがある方

に、現在の保育の状況を説明し、復帰の際の不安を払拭していただく機会となります。

　私は福岡の大学に進学した後、卒業後は地元宮崎での就職を希望して

いました。しかし、他県にいながら宮崎の保育園の内情や雇用条件等の

情報を得て、魅力的かつ働きやすい環境である職場を探すのは容易なこ

とではありませんでした。就職活動の一環として、Uターン就職の推進を

目的とする地元企業による就職説明会に参加した時、偶然にも後日行わ

れるという保育の就職セミナーを知りました。そうして参加するに至っ

たそのセミナーこそ、私にとって運命の「出会いの場」となったのです。

保育士として働き 1年が経ち、2年目の今年は 2歳児クラスの主担任をしています。偶然足を運んだ

就職セミナーで言葉を交わしたことがきっかけで知り合い、一目惚れした憧れの所長の下、専門性

の高い素晴らしい保育をされる先輩方や温かく保育を見守り支援くださる保護者の皆様、そして元

気いっぱいの未来ある子どもたちと過ごす毎日は、学びや喜び、そして感動の連続です。

◆ 先輩保育士からの声！

シゴト本音トーク！先輩保育士×保育士を目指す学生

～そこで、気づけた大事なこととは。～　インタビュー -2017.02.17より抜粋

【深田さん】私は、小さい子のお世話をすることや創作活動、装飾作りが昔

から大好きで、保育に携わる仕事に就きたいと思っています。今までに保育

園や幼稚園合わせると５つの施設に実習に行きましたが、正直どちらに勤め

るかとても悩んでいます。その他の選択肢もありますし。まずは、お二人が

保育士になろうと思ったきっかけを伺ってみたいです。

【小松先生】私も、初めから保育士になると決めていたわけではありません。幼

い頃から年下の子の面倒を見るのが好きで、何となく保育士を意識していまし

た。子どものときは、保育士って馴染みのある職業でしたし。小学校の先生に

なりたい時期もありましたが、短大進学を機に、保育士になろうと決心しました。

【諏訪先生】私は、バスケットボールを続けたくて県外の大学進学を選びま

した。そこでは小学校や保健体育の先生など、幾つか選択肢がありましたが、

最終的に保育士になる道を選びました。きっかけは、保育実習でした。実習

を通して、私には保育士が一番合っていると思いました。

保 の 場 働育 現 で こ う




