
平成30年度　保育所⼀覧（H30.4.1時点）市町村名 名称 公・私 郵便番号 所在地三笠保育園 公立 630-8245 奈良市西之阪町９番地奈良市 辰市保育園 公立 630-8454 奈良市杏町３９１番地の２春日保育園 公立 630-8325 奈良市西木辻町１６５番地の２都南保育園 公立 630-8422 奈良市横井一丁目１０７番地の１伏見保育園 公立 631-0845 奈良市宝来三丁目９番３５号大宮保育園 公立 630-8123 奈良市三条大宮町３番８号右京保育園 公立 631-0805 奈良市右京五丁目１番地の１学園南保育園 公立 631-0034 奈良市学園南三丁目１５番２８号京西保育園 公立 630-8044 奈良市六条西一丁目３番４３－１号富雄保育園 公立 631-0061 奈良市三碓六丁目１０番１３号極楽坊保育園 私立 630-8306 奈良市紀寺町８２９番地奈良ルーテル保育園 私立 630-8348 奈良市小太郎町１９番地西大寺保育園 私立 631-0825 奈良市西大寺芝町一丁目１の４番地西奈良ルーテル保育園 私立 631-0065 奈良市鳥見町二丁目１９の５番地みのり保育園 私立 630-8301 奈良市高畑町７１１番地みずほ保育園 私立 631-0001 奈良市北登美ヶ丘六丁目28番10号こまどり保育園 私立 630-8127 奈良市三条添川町５の７番地桃の木保育園 私立 630-8302 奈良市白毫寺町２０８番地桜華保育園 私立 631-0072 奈良市二名一丁目２３６１番地の３西の京さくら保育園 私立 630-8032 奈良市五条町２９２番４あかね保育園 私立 631-0813 奈良市秋篠新町２７０番地そら保育園 私立 631-0076 奈良市富雄北三丁目１４番３号あいづ保育園 私立 630-8145 奈良市八条三丁目９０４番地とみお駅前保育園 私立 631-0077 奈良市富雄川西一丁目３番１７号すまいる保育園 私立 630-8325 奈良市西木辻町３６番１号西ノ京みどりの園保育園 私立 630-8043 奈良市六条二丁目２番１号新大宮駅前みどりの園保育園 私立 630-8114 奈良市芝辻町四丁目１１番地６学研奈良ピュア保育園 私立 631-0003 奈良市中登美ヶ丘六丁目１５番１号YMCAなら保育園 私立 631-0823 奈良市西大寺南町４－１１明光ビル第６ビル１階片塩保育所 公立 635-0036 大和高田市旭北町4番34号



平成30年度　保育所⼀覧（H30.4.1時点）市町村名 名称 公・私 郵便番号 所在地大和高田市 天満保育所 公立 635-0059 大和高田市吉井74番地2みどり保育所 公立 635-0012 大和高田市曙町20番35号浮孔保育所 公立 635-0046 大和高田市西三倉堂一丁目13番14号磐園保育所 公立 635-0072 大和高田市有井108番地2高田西保育所 公立 635-0074 大和高田市市場535番地1よのもと保育園 私立 635-0043 大和高田市出154番地1三倉堂保育園 私立 635-0045 大和高田市中三倉堂一丁目9番3号かなえ保育園 私立 635-0071 大和高田市築山440番地10つぼみ認定こども園 私立 635-0085 大和高田市片塩町15番33号平和保育園 公立 639-1103 大和郡山市美濃庄町３８０－１大和郡山市 小泉保育園 公立 639-1042 大和郡山市小泉町1553池之内保育園 公立 639-1027 大和郡山市池之内町223-3西田中保育園 公立 639-1043 大和郡山市西田中町90-5郡山保育園 公立 639-1134 大和郡山市柳町45-6新町保育園 公立 639-1058 大和郡山市矢田町5512-22郡山西保育園 私立 639-1005 大和郡山市植槻町3-11郡山東保育園 私立 639-1131 大和郡山市野垣内町2-15昭和保育園 私立 639-1124 大和郡山市馬司町331-55いずみ保育園 私立 639-1056 大和郡山市泉原町1-4ふたば保育園 私立 639-1031 大和郡山市今国府町60-9はぐみ保育園 私立 639-1018 大和郡山市冠山町2-33あすなら保育園 私立 639-1126 大和郡山市宮堂町160-1中央保育所 公立 632-0017 天理市田部町５５３番地天理市 南保育所 公立 632-0033 天理市勾田町９２番地北保育所 公立 632-0011 天理市石上町５１１番地２嘉幡保育所 公立 632-0084 天理市嘉幡町４２５番地朝和保育園 私立 632-0044 天理市兵庫町３３２番地１ひまわり保育園 私立 632-0078 天理市杉本町１７４番地２柳本保育園 私立 632-0055 天理市遠田町５１１番地１藤原京保育所（第１こども園）藤原京保育所（第１こども園）分園 公立 634-0074634-0073 橿原市四分町２８５－１橿原市縄手町３２４



平成30年度　保育所⼀覧（H30.4.1時点）市町村名 名称 公・私 郵便番号 所在地橿原市 今井保育所（第２こども園）今井保育所（第２こども園）分園 公立 634-0812 橿原市今井町３－３－１２橿原市今井町２－１１－８金橋保育所（第３こども園） 公立 634-0834 橿原市雲梯町２８９－２大久保保育所（第４こども園）大久保保育所（第４こども園）分園 公立 634-0061 橿原市大久保町２０６橿原市大久保町１５２川西保育所（第５こども園） 公立 634-0826 橿原市川西町５８１－１ともえ学園 私立 634-0032 橿原市田中町２３３常盤保育園 私立 634-0003 橿原市常盤町３３３－１くちなし保育園 私立 634-0007 橿原市葛本町８０－１このみ学園 私立 634-0831 橿原市曽我町８９５－９ひかり保育園 私立 634-0845 橿原市中曽司町４８－１愛育保育園 私立 634-0064 橿原市見瀬町６９９－１あおば保育園 私立 634-0061 橿原市大久保町４５６－１　森田ビル２階おひさまほいくえん 私立 634-0072 橿原市醍醐町５６６－４にこにこパーク保育園 私立 634-0072 橿原市醍醐町５２１－２第１保育所 公立 633-0065 桜井市大字吉備６４８－１桜井市 第２保育所 公立 633-0007 桜井市大字外山４７４－２１第３保育所 公立 633-0112 桜井市大字初瀬１５９３第５保育所 公立 633-0078 桜井市大字豊前２６７飛鳥学院保育所 私立 633-0053 桜井市大字谷280桜井学園 私立 633-0005 桜井市大字忍阪３２－１五條保育所 公立 637-0042 五條市五條３丁目２番４４号五條市 宇智野保育所 公立 637-0004 五條市今井３丁目３番２０号北宇智保育所 公立 637-0016 五條市近内町７３１番地南宇智保育所 公立 637-0035 五條市霊安寺町１８３３番地阪合部保育所 公立 637-0061 五條市中町３１５番地の１牧野保育所 公立 637-0082 五條市中之町８０８番地の１岡保育所 公立 637-0092 五條市岡町４９１番地なかよし保育園 私立 637-0092 五條市岡町７６７番地の１秋津保育所 公立 639-2277 御所市室４８４－１御所市 石光保育所 公立 639-2301 御所市元町２７５小林保育所 公立 639-2311 御所市小林３４０－１



平成30年度　保育所⼀覧（H30.4.1時点）市町村名 名称 公・私 郵便番号 所在地葛城保育所 公立 639-2264 御所市五百家７５幸町保育所 公立 639-2314 御所市幸町４３御所保育所 公立 639-2200 御所市１－９第一葛城学園 私立 639-2244 御所市柏原７１６恵愛保育所 私立 639-2327 御所市増３５５みなみ保育園 公立 630-0234 生駒市小平尾町25-1生駒市 ひがし保育園 公立 630-0212 生駒市辻町２２小平尾保育園 公立 630-0226 生駒市小平尾町１５５３－１中保育園 公立 630-0258 生駒市東新町８－２８いこま乳児保育園 私立 630-0257 生駒市元町２丁目１４－８鹿ノ台佐保保育園 私立 630-0111 生駒市鹿ノ台北２丁目２－６あすかの保育園 私立 630-0133 生駒市あすか野南２丁目１－２５會津生駒保育園 私立 630-0252 生駒市山崎町５－６学研 まゆみ保育園 私立 630-0123 生駒市真弓南１丁目１４－１會津壱分保育園 私立 630-0222 生駒市壱分町１１９０－１いちぶちどり保育園 私立 630-0222 生駒市壱分町８３－８７若葉保育所 公立 639-0231 香芝市下田西２丁目６番２７号香芝市 五位堂保育所 公立 639-0226 香芝市五位堂３丁目４６４番地１二上保育所 公立 639-0245 香芝市畑４丁目５４５番地みつわ保育所 公立 639-0235 香芝市良福寺４１９番地真美ヶ丘保育所 公立 639-0223 香芝市真美ヶ丘６丁目９番１号ハルナ保育園 私立 639-0227 香芝市鎌田２８１番地１ハルナ保育園(五位堂分園） 私立 639-0225 香芝市瓦口２３１５番地ハルナ保育園(二上分園） 私立 639-0252 香芝市穴虫1050番地３せいか保育園 私立 639-0242 香芝市北今市５丁目５０８番地１旭ヶ丘せいか保育園 私立 639-0266 香芝市旭ヶ丘１丁目１２ー２関屋保育園 私立 639-0255 香芝市関屋３９６志都美保育園 私立 639-0264 香芝市今泉３８２番地磐城第１保育所 公立 639-2154 葛城市兵家71磐城第２保育所 公立 639-2163 葛城市八川70-2葛城市



平成30年度　保育所⼀覧（H30.4.1時点）市町村名 名称 公・私 郵便番号 所在地當麻第１保育所 公立 639-0274 葛城市今在家241浄正院保育園 私立 639-2131 葛城市林堂56-4華表保育園 私立 639-2137 葛城市南藤井92-1はじかみ保育園 私立 639-2123 葛城市忍海192宇陀市 菟田野保育所 公立 633-2226 宇陀市菟田野古市場１２６３番地榛原北保育園 公立 633-0253 宇陀市榛原萩原２０７８番地しらゆり保育園 私立 633-0241 宇陀市榛原下井足１５３８番地の１三郷町 西部保育園 公立 636-0821 生駒郡三郷町立野北1-45-5勢野保育園 私立 636-0811 生駒郡三郷町勢野東2-12-3希望ヶ丘保育園 私立 636-0811 生駒郡三郷町勢野東4-12-22希望ヶ丘第二保育園 私立 636-0822 生駒郡三郷町立野南2-7-7斑鳩町 たつた保育園 公立 636-0152 生駒郡斑鳩町龍田１－５－１あわ保育園 公立 636-0122 生駒郡斑鳩町阿波３－５－３３斑鳩黎明保育園 私立 636-0114 生駒郡斑鳩町法隆寺西３－８－８安堵町 安堵保育園 公立 639-1061 生駒郡安堵町東安堵785番地川西町 成和保育園 私立 636-0205 磯城郡川西町保田43－1田原本町 宮森保育園 私立 636-0344 磯城郡田原本町大字宮森230-5宮古保育園 私立 636-0302 磯城郡田原本町大字宮古667こどもの森阪手保育園 私立 636-0247 磯城郡田原本町大字阪手931-1高取町 たかとり保育園 私立 635-0154 高市郡高取町観覚寺1230-1明日香村 明日香保育園 私立 634-0103 高市郡明日香村飛鳥469上牧町 上牧第１保育所 公立 639-0214 北葛城郡上牧町上牧4517番地慈光保育園 私立 639-0217 上牧町中筋出作38西大和黎明保育園 私立 639-0214 北葛城郡上牧町上牧1765番地1やまびこ保育園 私立 639-0201 北葛城郡上牧町片岡台1丁目20番地王寺町 黎明保育園 私立 636-0003 北葛城郡王寺町久度4丁目7番35号黎明保育園（分園） 私立 636-0003 北葛城郡王寺町久度2丁目2番1号りーべる王寺東館5F片岡の里保育園 私立 636-0012 北葛城郡王寺町本町2丁目1番40号広陵南保育園 公立 635-0814 北葛城郡広陵町南郷1150広陵町 広陵西保育園 公設民営 635-0833 北葛城郡広陵町馬見南3-9-8



平成30年度　保育所⼀覧（H30.4.1時点）市町村名 名称 公・私 郵便番号 所在地真美北保育園 公設民営 635-0831 北葛城郡広陵町馬見北5-13-3馬見労祷保育園 私立 635-0822 北葛城郡広陵町平尾546常葉保育園 私立 635-0813 北葛城郡広陵町百済1779-3ひだまり保育園 私立 635-0823 北葛城郡広陵町三吉1874-2河合町 西穴闇保育所 公立 636-0054  北葛城郡河合町大字穴闇169西大和保育園 私立 636-0081 北葛城郡河合町星和台1-2-1大淀町 第一保育所 公立 638-0812 大淀町桧垣本2484番地の1あおぞら保育所 公立 638-0803 大淀町越部1179番地延明保育園 私立 638-0812 大淀町桧垣本1833番地の1花吉野えんめい保育園 私立 638-0833 大淀町福神1番地の122下市町 下市ユートピア保育園 私立 638-0001 吉野郡下市町阿知賀131-2


