
所在地 ★保育方針★

電話番号 59-3751 ＦＡＸ 59-3762

ホームページ

代表者(理事長) 久慈市長 園長 浅水　正幸

利用定員 60名 保育開始年齢 生後６ヶ月～ ★特徴★

特別保育

所在地 ★保育方針★

電話番号 54-2510 ＦＡＸ 54-2557

ホームページ

代表者(理事長) 久慈市長 園長 上中村　和裕

利用定員 30名 保育開始年齢 生後６ヶ月～ ★特徴★

特別保育

（公立） ☆小久慈保育園☆

『丈夫な身体とやさしい心をもつ
　生き生きとした子どもの育成』

　地域の人たちとの世代間交流や、福祉施設へ
の訪問を行っています。

給食

・延長保育、地域交流活動、障害児保育

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

久慈市小久慈町２１－４３

　子育て支援センターと共催して、５月～10月の
第４月曜日に園庭開放実施

子育て支援事業

・３歳未満児：完全給食

『やさしい心とたくましい身体を育てる』

・３歳以上児：白いご飯持参（月～金曜日）

・土曜日の１日保育：おかず入り弁当持参

●月～土曜日　

　　　　　短時間　／午前７:30～午前８:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

※延長保育料：月2,000円

☆久喜保育園☆
久慈市宇部町２０－１４６－１

　　　　　　　　　　

・３歳未満児：完全給食

・３歳以上児：白いご飯持参

開園日・時間

　◆基本・標準時間／午前７:30～午後６:30

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:30～午後７:00

（公立）

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

開園日・時間

●月～土曜日　
　各種園行事などを通して、地域の方々とのふ
れあいを大切にしています。

　◆基本・標準時間／午前７:30～午後６:00

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

※詳しくは保育園にお問い合わせください

子育て支援事業

給食
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所在地 ★保育方針★

電話番号 53-2088 ＦＡＸ 53-2098

ホームページ

代表者(理事長) 稲田　泰山 園長 稲田　泰文

利用定員 70名 保育開始年齢 生後３ヶ月～

★特徴★

子育て支援事業

所在地 ★保育方針★
電話番号 53-2375 ＦＡＸ 53-3046

ホームページ
代表者(理事長) 飯田　喜久雄 園長 岩山　優子

利用定員 50名 保育開始年齢 生後２ヶ月～
★特徴★

　　　　　短時間　／午前７:20～午前８:00

　　　　　３歳以上児　白いご飯持参

（私立） ☆久慈保育園☆
久慈市中町２－２５

http://www.kujihoikuen.com/

開園日・時間

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:20～午後６:20

　　　　　短時間　／午前８:00～午後４:00

○仏の恵みにあずかり、みんなに感謝のできる子ども
○自分から、物事に意欲的に取り組みやりとげる子ども
○健康で明るく豊かな感性を持つ子ども
○おおらかで、思いやりがあり、友だちなど人を大切にする
　子ども
○のびのびと創造的に自己を表現できる子ども

『瞳の輝いた子…よく食べ、よく眠り、よく遊
　ぶ元気な子』
『心の豊かな子…感動する、人を大切にする思
　いやりのある子』

　年齢別クラスに異年齢児の保育も取り入れ、
子どもの相互の育ちあいと一人一人の個性を大
切にしています。
　子どもと保護者に寄り添い、安心できる場所
である様努めています。

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:20～午後７:00

仏参行事を行っています
市街地に近く、自然にも恵まれた環境です

給食

http://kuji-minato.jp

開園日・時間

●月～土曜日　
　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:00

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

・一時預り：３歳未満2,400円／日（土曜日２割増）

　　　　　　　　　　

（私立） ☆久慈湊保育園☆

　　　　　　　　　　午後４:00～午後７:00

※延長保育料：無料

・全園児：完全給食（月～金曜日）

・土曜日：３歳未満児　完全給食

・対象者：地区の家庭保育中の親子等

・一時預り：３歳未満1,500円／日、800円／半日

子育て支援事業

特別保育
　　　　　　３歳以上2,000円／日（土曜日２割増）

・週１回程度全員完全給食

　　　　　　３歳以上1,000円／日、600円／半日

・障害児保育
特別保育

給食

・３歳未満児：完全給食
・３歳以上児：白いご飯持参（土曜日は完全給食）
・月１回おかず入り弁当持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

久慈市湊町１９－８－１

●久慈湊保育園子育て支援事業
・内　容：親子ふれあい遊び（年３回）
　　　　　園庭開放（７～12月の第３金曜日）
　　　　　子育て相談、参観・見学

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30
　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00
※延長保育料：１日200円　上限3,000円
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所在地 ★保育方針★

電話番号 56-2102 ＦＡＸ 56-2126

ホームページ

代表者(理事長) 澤里　富雄 園長 松原　たえこ

利用定員 40名 保育開始年齢 生後３ヶ月～ ★特徴★

所在地 ★保育方針★

電話番号 55-3038 ＦＡＸ 55-3038

ホームページ

代表者(理事長) 三上　昌明 園長 中田　恵子 ★特徴★

利用定員 20名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

子育て支援事業

（私立） ☆宇部保育園☆
久慈市宇部町５－１１８

・じょうぶなからだ元気な子
・ともだちとともに育ちあえる子
・のびのびと自分を表現する子

http://www.ans.co.jp/n/ube/

　◆延長・標準時間／午後６:20～午後６:50

　　　　　短時間　／午後４:20～午後５:20

※延長保育料：１回200円（最大2,000円）

給食

・３歳未満児：完全給食

・３歳以上児：白いご飯持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

開園日・時間

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:20～午後６:20

　　　　　短時間　／午前８:20～午後４:20

　　　　　※仕事が終わり次第降園。通常降園は午後４時

・一時預り：３歳未満2,000円／日、300円／時間

子育て支援事業
・園庭開放「ちびっこ広場」（毎月第３木曜日）
※詳しくは保育園にお問い合わせください

　　　　　　　　　　

（私立） ☆大川目保育園☆

　　　　　　※給食あり

・全園児：完全給食、手作りおやつ

・月１回おかず入り弁当持参

久慈市大川目町６－８１－２４

http://www.ans.co.jp/n/ookawame/

開園日・時間

●月～土曜日　
　◆基本・標準時間／午前７:30～午後６:30
　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30
　◆延長・標準時間／午前７:00～午前７:30

給食

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

　　　　　　　　　／午後６:30～午後７:00

　地域行事や世代間交流などを通してさまざまな人と
触れ合う中で豊かな情緒を養い地域の一員であること
を感じながら育ちます。毎朝、戸外遊び、ラジオ体操
をし体を目覚めさせお腹のすくリズムを確立してい
る。年中、年長は後半太鼓に意欲的に取り組んでいま
す。

　　　　　　給食代250円／食、手づくりおやつ代50円／食

・障害児保育

特別保育

　はだし保育、外あそびや散歩で健康な心と体を育て
ます。少人数保育で皆が兄弟姉妹のように過ごし、一
人ひとりに配慮の行き届いた保育をしています。「く
いしんぼう畑」やクッキングで食育が充実していま
す。「駒踊り」の伝承活動をしています。

・元気で明るく健康なこども
・思いやりあるこども
・意欲のある「生きる力」のあるこども

・一時預り：３歳未満児200円／日、３歳以上児100円／日

毎月１回実施（無料）。詳細は保育園にお問い合わせください。

・障害児保育

　　　　　　３歳以上1,500円／日、200円／時間
特別保育

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30
　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00
※延長保育料：30分100円
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所在地 ★保育方針★

電話番号 53-4551 ＦＡＸ 53-5201

ホームページ

代表者(理事長) 稲村　和雄 園長 稲村　和雄

利用定員 80名 保育開始年齢 生後２ヶ月～ ★特徴★

特別保育

所在地 ★保育方針★

電話番号 54-2246 ＦＡＸ 75-3129

ホームページ

代表者(理事長) 村塚　繁好 園長 中小路　千鶴子 ★特徴★

利用定員 30名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

子育て支援事業

給食

・全園児：完全給食

・１歳以上児：おかず入り弁当持参の日あり

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

　早朝保育・延長保育・一時預りと、保護者の
要望に合わせた保育を目指し、地域活動への参
加を積極的に行っています。

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　　　　　※通常降園は午後４:00

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:30

　　　　　短時間　／午後４:30～午後７:30

※延長保育料：１日（１回）200円・月2,000円

・一時預り：300円／時間（給食あり）

開園日・時間

●月～土曜日　

（私立） ☆いなり保育園☆
久慈市長内町２３－２７

『よい環境のもとに安全を図り、
心身の発達を助長し基本的生活習慣を養い、

神の恵みに預かる』
http://inarihoikuen.com/

久慈市宇部町２３－３７－１０

　　　　　　　　　　

（私立） ☆小袖保育園☆

子育て支援事業

・親子運動会（６月）、お遊戯会・稚児行列・神社
祭典（９月）、小久慈焼き製作（11月下旬）、小
正月（１月上旬）、お別れ会（３月中旬）
※詳しくは保育園にお問い合わせください

　『人を思いやる優しい心を育て、
　　約束を守って元気に遊べる子』

開園日・時間

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:20～午後６:30

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:30～午後７:00

　海や山に囲まれ自然に恵まれた環境の中で、
旬の食材に触れ、何でもモリモリ食べる元気
いっぱい「ぼくらは海の子、小袖の子」です。
　なわとびやマラソン、園外保育が活発で、
じょうぶな体づくりをしています。地域の人た
ちとの交流を大切にしており、園行事などを通
して、一緒に喜びや楽しさを体験・共有してい
く中で、心豊かに育って欲しいです。　　　　　短時間　／午前７:20～午前８:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後６:30

※延長保育料：１回200円・月2,000円

・３歳未満児：完全給食

・３歳以上児：白いご飯持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

特別保育
※詳しくは保育園にお問い合わせください

・一時預り：給食提供

・年数回おかず入り弁当持参
給食
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所在地 ★保育方針★

電話番号 55-3550 ＦＡＸ 55-3550

ホームページ

代表者(理事長) 大鹿糠　正 園長 小田　美加子

利用定員 50名 保育開始年齢 生後３ヶ月～ ★特徴★

所在地 ★保育方針★

電話番号 53-4487 ＦＡＸ 53-4439

ホームページ

代表者(理事長) 三河　茂喜 園長 岡野　直子

利用定員 70名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

★特徴★

（私立） ☆畑田保育園☆
久慈市寺里２７－９－１

・健康な体と豊かな心を育てる
・基本的生活習慣の自立を養う
・自然の中で創造力の芽生えを培う

http://hatakedahoikukai.com

給食

・全園児：完全給食

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

開園日・時間

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:30～午後６:30

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:30～午後７:00

特別保育

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:00
開園日・時間

子育て支援事業

　　　　　　　　　　

（私立） ☆ひばり保育園☆

　感覚遊びを多く取り入れ、楽しみながら子どもたち
の発達や成長を支援する保育をしています。
　また、誕生会では誕生児の保護者を招待し、一緒に
お祝いをします。（バイキング給食）
　長内保育園との交流保育も楽しみのひとつ☆

※料金が発生するのは午後６:00からです。

『いきいきとした明るい子ども』
①健康な身体の子ども
②よく考えて行動できる子ども
③豊かな心をもった子ども
④思いやりのある子ども

　楽しみながら「心と体」を育てる活動を取り入れ、
子ども達のイキイキした生活をサポートしています。
また、同一法人ひばり療護園の入所者さんとのふれ合
いを通し、思いやりのある優しい心を育んでいます。

・一時預り：月～金曜日　午前９:00～午後４:00

https://tenjinkai.jimdo.com

久慈市天神堂３２－４－１

　　　　　　1,000円／日（完全給食）

　　　　　短時間　／午前７:30～午前８:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

※延長保育料：無料

子育て支援事業
・園庭開放（毎週月曜日）
※詳しくは保育園にお問い合わせください

●月～土曜日　

　　　　　　※給食代200円／日

特別保育

給食

・全園児：完全給食

・年５回おかず入り弁当持参

・一時預り：３歳未満300円／時間

　　　　　　３歳以上200円／時間

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

※延長保育料：１回200円・月2,000円

・食物アレルギー：相談のうえ対応可
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所在地 ★保育方針★

電話番号 56-2032 ＦＡＸ 56-2032

ホームページ

代表者(理事長) 宇部　愼吾 園長 桜庭　みえ子

利用定員 20名 保育開始年齢 生後６ヶ月～ ★特徴★

特別保育

所在地 ★保育方針★

電話番号 53-2857 ＦＡＸ 53-2858

ホームページ

代表者(理事長) 村上　章 園長 菅原　志保子

利用定員 30名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

★特徴★

開園日・時間

●月～土曜日　
　自然に囲まれた中で、地域の人たちと交流を
行っています。

（私立） ☆こだま保育園☆
久慈市宇部町１８－３５

『身近な自然に興味や関心を持つ中で、豊かな愛情を
　育て、一人一人の個性を伸ばしてやる』
『よく聞き、よく話し、楽しく遊べる子』

　◆基本・標準時間／午前７:30～午後６:00

　　　　　短時間　／午前７:30～午後３:30

　　　　　　　　　　午前10:00～午後６:00

　◆延長・短時間　／午前７:30～午後６:00の

　　　　　　　　　　間で対応

※延長保育料：無料

久慈市夏井町早坂１４－５１－９

給食

・３歳未満児：完全給食

・３歳以上児：白いご飯持参

・月１回おかず入り弁当持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

・一時預り：300円／時間

子育て支援事業

　　　　　　　　　　

（私立） ☆平山保育園☆
『ひとり、ひとりの望ましい発達を促す保育』
『さまざまな体験を通じて子どもの好奇心を育
　てる保育』
『よく見て、よく聞いて、話せる子どもを育て
　る』

　　　　　短時間　／午前７:20～午前８:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

http://www.ans.co.jp/n/taiyama/

開園日・時間

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:20～午後６:20

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:20～午後７:00

※延長保育料：１回200円

　四方を自然に囲まれ、四季折々の自然に触れること
ができます。
　世代間とのふれあい交流を一年間通して大切にして
おります。

給食

・３歳未満児：完全給食

・３歳以上児：白いご飯持参

・月１回程度のおかず入り弁当持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

・一時預り：３歳未満220円／時間（完全給食）

子育て支援事業
●あそびの部屋
・内　容：子育て情報の交換、園児との交流
・対象者：地域の家庭保育中の親子

特別保育 　　　　　　３歳以上150円／時間（ご飯持参）

・障害児保育
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所在地 ★保育方針★

電話番号 55-2411 ＦＡＸ 55-2412

ホームページ

代表者(理事長) 山口　健一 園長 外里　優子

利用定員 40名 保育開始年齢 生後２ヶ月～ ★特徴★

子育て支援事業

所在地 ★保育方針★

電話番号 53-2582 ＦＡＸ 53-2622

ホームページ

代表者(理事長) 大鹿糠　正 園長 畑中　美登里

利用定員 60名 保育開始年齢 生後３ヶ月～ ★特徴★

子育て支援事業

※延長保育料：無料

　　　　　　1,000円／日（完全給食）

　１．健康な体と豊かな心を育てる
　２．基本的生活習慣の自立を養う
　３．自然の中で創造性の芽生えを培う

　月１回、囲碁教室、読み聞かせを実施。
　毎月の誕生会では誕生児の保護者を招待し一緒にお
祝いをしています。給食はバイキングです。
　毎週月曜日には集会を行ない、異年齢児でいろいろ
な運動遊びを楽しんでいます。

・一時預り：月～金曜日　午前９:00～午後４:00

http://hatakedahoikukai.com

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:30～午後６:30

・休日保育：おかず入り弁当持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

・休日保育：日、祝、祭日

　　　　　短時間　／午前７:15～午前８:00

・３歳未満児：完全給食

・３歳以上児：白いご飯持参

・月３回（月末、隔週土曜日）おかず入り弁当持参

開園日・時間

開園日・時間

●月～土曜日　

給食

特別保育

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:30～午後７:00

　　　　　　　　　　

（私立） ☆長内保育園☆

　　　　　短時間　／午前７:30～午前８:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

・午後のおやつ：完全手作り

・一時預り：2,000円／日、250円／時間（給食あり）

・障害児保育

給食

・全園児：完全給食

久慈市長内町１６－７４－７

特別保育

（私立） ☆山口保育園☆
久慈市大川目町１８－２２－６

『自発的遊びと主体的な活動を取り入れ、
安心感満足感から

　　独立心が芽生えることを心にとめる保育』

　自然に恵まれた環境で、園内・地域行事、世
代間交流、英語やヨガに親しむ時間を設け、子
どもの笑顔を引き出します。

　◆基本・標準時間／午前７:15～午後６:15

　　　　　短時間　／午前８:00～午後４:00

　◆延長・標準時間／午後６:15～午後６:45

　　　　　　　　　　午後４:00～午後６:00

※延長保育料：１回200円
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所在地 ★保育方針★

電話番号 53-0380 ＦＡＸ 53-0381

ホームページ

代表者(理事長) 八重桜　友夫 園長 櫛桁　浩司

利用定員 60名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

★特徴★

所在地 ★保育方針★

電話番号 52-4340 ＦＡＸ 52-4449

ホームページ

代表者(理事長) 宮澤　憲司 園長 清川　範子

利用定員 120名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

★特徴★

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後６:00

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

・一時預り：午前８:20～午後４:20

http://monzenhoikuen.jp/

●１号認定（満３歳以上・教育）：月～金曜日　

　◆基本・標準時間／午前９:00～午後３:00

●２・３号認定（０～５歳・保育）：月～土曜日　

（私立） ☆幸町保育園☆
久慈市小久慈町３６－２－３

http://www.saiwaicho.jp

開園日・時間

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:20～午後６:20

　　　　　短時間　／午前８:00～午後４:00

　◆延長・標準時間／午後６:20～午後７:00

　　　　　短時間　／午後４:00～午後５:00

１『健康なこども』
２『言葉を正しく聞き、話せる子』
３『自主・協調性のある子ども』
４『創造性に富んだ子ども』
５『情操豊かな子ども』

　「戸外活動」と「食」、それに「絵本活動」を大切
にし、心身ともに「健康な子ども」で、多くの体験か
ら「創造力に富んだ子ども」に育つように日々保育に
取り組んでいます。

・乳児以外：月１回お弁当の日あり（園外保育中心）

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

子育て支援事業

　　　　　　　　　　

（私立） ☆認定こども園門前保育園☆

　　　　　　４時間未満1,000円

　　　　　　４時間以上2,000円

特別保育

※延長保育料：無料

給食
・全園児：完全給食

久慈市新中の橋４－１１－４

１『体力づくり』
２『友達をいたわりあえる保育』
３『良い悪いがわかる保育』
４『さいごまでがんばれる子ども』
５『あいさつのできる子ども』

平成31年度４月より認定こども園として新たに
スタート致しました。これからの久慈市を担っ
ていって欲しい願いを込め、郷土芸能に取り組
み、秋には園児、職員、地域の方々と一緒に秋
祭りに参加しています。他にも地域のイベント
には積極的に参加し、皆さんに楽しんでいただ
いております。そしてこれまでの保健指導や食
育指導を充実させながら、２年目となるキッズ
サッカーも、更に３歳児も仲間入りし、皆で楽
しく取り組んでいます。

・一時預り

子育て支援事業
・「ほのぼのふれあい交流会」（６月、８月、１2月）

・「みずき団子作り」（１月）　・子育て相談
※詳しくは保育園にお問い合わせ下さい

・休日保育：日、祝、祭日

開園日・時間

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:30

※延長保育料：１回200円・月2,000円　　　　　　　　

給食

・全園児：完全給食

特別保育
　３歳未満2,000円／日、300円／時間、給食代300円／日

　３歳以上1,500円／日、200円／時間、給食代200円／日

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30
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