
認可外保育施設一覧（施設型）認可外保育施設一覧（施設型）認可外保育施設一覧（施設型）認可外保育施設一覧（施設型） 令和元年10月30日現在1 ベビーホテル 子どもの森保育園 後藤　ひろみ 平成17年3月1日 639-1042 大和郡山市 小泉町1283-9 0743-58-61502 コープなんごう子育てステーション NPO法人マーマの里 平成17年1月13日 635-0076 大和高田市 大谷758-80 0745-22-14383 カークウッドイングリッシュクラス　オハナ 奥村　信子 平成29年7月26日 635-0082 大和高田市 本郷町3-18 0745-49-09714 みらい保育園 中前　エイコ 平成18年4月7日 639-1001 大和郡山市 九条町361-1 0743-53-22845 ラビキッズワールドイオンモール橿原保育園 セイハネットワーク(株) 平成20年11月17日 634-0837 橿原市 曲川町7-20-1 080-4173-09876 阪奈中央こぐま園 (学)栗岡学園 平成2年10月1日 630-0243 生駒市 俵口町471 0743-74-08007 わらべ学園 (株)わらべ学園 平成1年9月3日 630-0251 生駒市 谷田町371-10 0743-75-57228 キンダーキッズインターナショナルスクール奈良登美ヶ丘校 (株)キンダーキッズ 平成19年4月1日 630-0115 生駒市 鹿畑町3120リコラス登美ヶ丘Ｃ棟 0743-70-15019 幼児教育保育園・プリスクール ニコニコアカデミーキッズ　五位堂駅前園 (株)ニーズ・カンパニー 平成11年9月8日 639-0225 香芝市 瓦口2153ノーブル壱番館 0745-71-228610 わっはっは保育園 香芝のおかあちゃん合同会社 平成30年7月24日 639-0226 香芝市 真美ヶ丘１丁目15-15 080-3162-022711 おうち保育室 hissi-patch 岡本　知佐 平成28年9月1日 636-0143 生駒郡斑鳩町 神南5-2-29 0745-43-666712 幼児教育保育園・プリスクール ニコニコアカデミーキッズ　エコール・マミ真美ヶ丘園 (株)ニーズ・カンパニー 平成27年3月19日 635-0832 北葛城郡広陵町 馬見中４丁目１番地エコールマミ北館1階 0745-27-304313 保育ルームちゃあちゃん 金山君恵 平成28年2月1日 635-0823 北葛城郡広陵町 三吉７１７－３２ 0745－60－195014 保育室　ええ．日和 澤本裕美 平成31年4月1日 630-0256 生駒市 本町7-11　本町宝山ビル３Ｆ 090-9169-263115 広陵町子育て支援施設ポケット 広陵町 平成20年6月1日 635-0832 北葛城郡広陵町 馬見中１丁目地内（見立山公園内） 0745-55-418316 奈良朝鮮幼稚班 学校法人奈良朝鮮学園 平成26年4月1日 634-0028 橿原市 法花寺町79番地 0744-23-147117 土庫病院ひまわり保育所 （医）健生会 昭和47年3月1日 635-0022 大和高田市 日之出町1399-2 0745-52-621318 吉本病院院内保育所 院長：吉本雅俊 昭和26年2月23日 635-0075 大和高田市 野口１３６ 0745-53-335219 郡山青藍病院院内託児所 （医）青心会 平成3年12月20日 639-1136 大和郡山市 本庄町1-1 0743-56-800020 奈良厚生会病院くるみ保育所 （医）厚生会 平成7年4月15日 639-1039 大和郡山市 椎木町769-3 0743-56-567821 田北病院付属田北保育所 （医）田北会 平成5年4月1日 639-1016 大和郡山市 城南町2-13 0743-54-011222 大和郡山病院きんぎょっこ保育所 (独)地域医療機能推進機構 平成22年4月1日 639-1017 大和郡山市 藤原町4-14職員宿舎内 0743-53-012323 奈良東病院託児所 （医）健和会 平成2年2月1日 632-0001 天理市 中之庄町470 0743-65-177124 憩の家めばえ託児所 （財）天理よろづ相談所 平成17年4月1日 632-0015 天理市 三島町200 0743-63-451725 高井病院保育所 （医）高清会　高井病院 昭和56年12月2日 632-0006 天理市 蔵之庄町470-8 090-2282-346626 奈良県立医科大学なかよし保育園 公立大学法人奈良県立医科大学 平成24年4月1日 634-0076 橿原市 兵部町7-24 0744-22-3051 企業主導型27 医療法人橿原友紘会すみれ保育園 （医）橿原友紘会 平成3年4月1日 634-0045 橿原市 石川町81 0744-27-107128 Windy　令和 （医）南風会 平成24年4月21日 634-0817 橿原市 五井町256-2 0744-25-0711 企業主導型29 桜井病院内保育所 （医）清心会 平成5年5月21日 633-0091 桜井市 桜井268-1 0744-46-514830 山の辺病院院内託児室 （医）岡田会 平成15年4月1日 633-0087 桜井市 大豆越104-1 0744-45-596031 済生会中和病院　キッズランド　ひまわり （社）恩賜財団　済生会中和病院 平成24年2月1日 633-0054 桜井市 阿部323番地 0744-42-508532 秋津鴻池病院附属保育所 （医）鴻池会 昭和50年4月1日 639-2273 御所市 池之内1064 0745-63-060133 済生会御所病院なごみ保育所 （社）恩賜財団　済生会御所病院 平成20年4月1日 639-2306 御所市 三室20 0745-62-358534 近畿大学医学部奈良病院院内保育園Kid's Garden ぷらむ （学）近畿大学 平成18年8月1日 630-0225 生駒市 東山町1126-3 0743-77-817035 まつぼっくり（東生駒病院内保育所） （医）松下会 平成26年4月11日 630-0212 生駒市 辻町4番1号 0743-75-0011（内207）36 生駒病院内バンビ保育所 （医）徳洲会 平成27年5月11日 630-0213 生駒市 東生駒一丁目6番地2号 0743－72－111137 関屋病院内みどり保育所 （医）弘生会 昭和46年4月1日 639-0254 香芝市 関屋北5-11-1 0745-77-243438 香芝生喜病院附属すみれ保育園 （医）藤井会 平成29年3月1日 639-0252 香芝市 穴虫3300番地3 0745-44-8132 企業主導型39 宇陀市立病院内保育園 宇陀市 平成6年4月4日 633-0298 宇陀市 榛原区萩原815 0745-82-038140 みむろキッズ保育園（奈良県西和医療センター院内保育所） 奈良県西和医療センター 平成24年2月1日 636-0802 生駒郡三郷町 三室1-14-1 0745-73-511041 ハートランド保育園こうさぎの森 一般財団法人信貴山病院 平成29年4月1日 636-0815 生駒郡三郷町 勢野北４－３－５ 0745-43-7075 企業主導型42 国保中央病院うさぎ保育所 国保中央病院組合 平成5年4月1日 636-0302 磯城郡田原本町 宮古404-1 0744-32-880043 飛鳥病院院内託児所 （医）中川会 昭和59年5月1日 635-0141 高市郡高取町 与楽1160 0744-52-388844 奈良友紘会病院たんぽぽ園 （医）友紘会 昭和63年4月1日 639-0214 北葛城郡上牧町 上牧3238-7 0745-71-668845 服部記念病院白鳩保育園 （福）郁慈会 平成7年5月11日 639-0214 北葛城郡上牧町 上牧4235 0745-78-666546 南奈良総合医療センター院内保育所 大淀町 平成28年4月1日 638-0833 吉野郡大淀町 福神7-1 0747-64-868847 あゆみ保育園 （医）悠明会 平成29年10月1日 639-1028 大和郡山市 田中町728番地 0743-55-0041 企業主導型（地域枠有）48 DMGMORI 奈良保育園 DMG森精機株式会社 平成30年4月1日 639-1105 大和郡山市 番匠田中町132番地 0743-53-1125 企業主導型49 天理教婦人会天理託児所 天理教婦人会 大正14年3月2日 632-0013 天理市 豊井町5-1 0743-63-151150 天理教教庁託児所 （宗）天理教 昭和50年4月1日 632-0035 天理市 守目堂町172-2 0743-63-736251 花音保育園 (株)CASA DEL SOLE 平成30年7月13日 632-0072 天理市 富堂町185-1 0743-85-7577 企業主導型(地域枠有）52 ぽれぽれケアセンター白橿事業所内保育園　ぽれぽれ保育園 （福）うねび会 平成24年5月1日 634-0823 橿原市 北越智町322番地 0744-28-651153 保育所バンデ（絆） (福）康竹の会 平成27年9月1日 634-0002 橿原市 東竹田町１０４番１ 0744-23-322354 美容室LINK'S HEART　スマイル保育園 （株）LINK'S HEART 平成28年1月22日 634-0012 橿原市 膳夫町５２２－６ 0744-47-4666 休止中55 橿原の郷　わくわく保育園 （福）三養福祉会 平成29年4月1日 634-0847 橿原市 飯高町７－１ 0744-21-1111 企業主導型(地域枠有）56 グランビレッジ倉橋内託児所 （福）太陽の村 平成30年8月1日 633-0021 桜井市 大字倉橋1088番1 0744-46-100557 三寿福祉会　施設内保育所 （福）三寿福祉会 平成28年4月1日 637-0014 五條市 住川町1165-4 0747-26-557758 祥水園　楽柿 （福）祥水園 平成28年4月12日 637-0036 五條市 野原西3-3-41 0747-32-8225 企業主導型59 いこいの家NRS (株)ライフケア創合研究所 平成30年7月1日 630-0131 生駒市 上町1082-1 0743-72-6750 企業主導型60 一樹の響 （福）白鳳会 平成29年12月1日 636-0132 生駒郡斑鳩町 目安3丁目４－３６ 0745-75-1212 企業主導型61 ひまわりのたね保育所 （福）ひまわり 平成24年5月1日 636-0213 磯城郡三宅町 伴堂847-3 0745-42-132062 佐藤薬品工業株式会社事業所内託児所Ｓａｔｏにこにこ園 佐藤薬品株式会社 平成26年1月20日 635-0144 高市郡高取町 越智132-5 0745-43-977063 いくせいキッズ （福）平成記念福祉会 平成28年11月1日 635-0136 高市郡高取町 大字兵庫196番地 0744－52－150064 にじのひろば （福）太陽の村 平成24年4月1日 639-3325 吉野郡吉野町 大字柳1395番１ 0746-35-929465 社会福祉法人綜合施設美吉野園わかば保育所 （福）綜合施設美吉野園 平成23年3月22日 638-0821 吉野郡大淀町 下渕629 0747-52-555566 ビオスキッズ （福）仁風会 平成31年4月1日 636-0833 生駒郡三郷町 勢野5048-1 0745-31-562567 リールキッズ楓保育園 （株）楓工務店 令和元年6月1日 634-0844 橿原市 土橋町190-1 0744-33-9131 企業主導型(地域枠有）68 ぽこあぽこ保育園 (株)アスカホーネット 令和元年6月1日 634-0804 橿原市 内膳町５丁目３番５号コスモ大和八木１F 0744-48-3715 企業主導型（地域枠有）69 ぬくもり香芝保育園 （社）誠敬会 令和元年7月17日 639-0231 香芝市 下田西1丁目10-19 0745-43-5371 企業主導型（地域枠有）
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