
17

９３４－５８５６15  草加松原どろんこ保育園  松原１－５－９

９４４－３３１１14  さくらんぼ保育園  松原１－７－４

16

 けやきの森保育園西町  西町４７５－１ ９２２－０７７７

 ほっぺるランド草加谷塚  谷塚町１６８－１ ９５１－３５１３

９２１－２３１０11  にっさとの森保育園  新里町１１４８－１

９４３－３８００10  めぇめぇこやぎこども園  北谷３－３６－１７

９５０－８２４３13  じょうえん保育園  青柳３－１０－２０

９３６－２４８８12  草加にじいろ保育園  八幡町３３６－１

９４８－７３３７7  さくらの実保育園分園  住吉２－１０－１７

９４９－６０６７6  さくらの実保育園
 氷川町２１１６－２０
 フロールビル１B

９４６－５５５５9  けやきの森保育園清門町園
  清門３－５９－１２

９２１－２５２５8  そうか草花保育園  谷塚町５３０－１

９５１－３０７２3  かおりPutra保育園  氷川町１０８０－１

９２１－００９４2  ハッピーナーサリー  谷塚２－１６－１

９２２－０３６９5  草加なかよし保育園  谷塚仲町３５３－１

９２０－３０２０4  優優保育園  西町９３２－２

９２５－１２５２18  やつかかみ保育園  谷塚上町２１９－１

９３６－６８６６17  あおやぎ保育園  青柳７－２－１

９３５－８７８７1  ひかり幼稚舎  稲荷４－２６－３３

９３６－５８２８19  やはた保育園分園
 八幡町１１４８
 (八幡北小学校内）

NO. 施設名 所 在 地 電 話

９３６－９６７０14  やはた保育園  八幡町４７３

９４１－５８８７13  しんえい保育園  新栄４－８１３－３２

９２７－６８５５16  ひかわ保育園  氷川町１８０３

９４１－９４００15  こやま保育園  小山１－１９－１

９２７－０６７６10  にしまち保育園  西町４４２

９２７－１４８２9  やなぎしま保育園  柳島町１３０

９４１－５９２９12  しんぜん保育園  新善町４３３－４

９２４－９７３６11  せざき保育園  瀬崎５－３５－１０

９４２－２３５４6  きたや保育園  松原４－３－１

９４２－０９０１5  さかえ保育園  松原１－３－１

９４１－２５２５8  あさひ保育園  旭町６－１４－２

９３１－５１５０7  しのは保育園  弁天１－１０－１５

NO. 施設名 所 在 地 電 話

草加市の教育・保育施設一覧

公立保育園

私立保育園

９４６－６００６
2  きたうら保育園  草加１－３－１

1  たかさご保育園  吉町５－１－４８ ９２２－２６４４

９２５－５９７４4  やつか保育園  谷塚町１０５８－３

９２２－１９３２3  あずま保育園  中央１－２－５



1  松本家庭保育室  旭町２－３－３１ ９３６－５０３３

2  甲斐家庭保育室  中根３-７-４４ ９３２－２１１５

3  佐藤家庭保育室  吉町５－８－１－１０３ ９２９－００７２

4  宇佐美家庭保育室  旭町５－５－１６ ９４３－０３６３

5  もみの木家庭保育室  手代町７６７－６ ９２４－２０５３

6  上園家庭保育室  稲荷４－３２－２４ ９３２－６１７３

7  田村家庭保育室  瀬崎５－２７－５５ ９２８－０９０４

8  せんちゃま家庭保育室  神明１－３－４７ ９２８－０７５１

9  さざんか家庭保育室  新善町４７７　エクセル彩１１３ ９４１－７６２０

10  家庭保育室サン  八幡町６６８－２ ９３５－７１９２

11  しんでん家庭保育室  金明町２８１－４ ９３６－８００２

12  家庭保育室ぷち・めりー
 氷川町２１５２－１３－
 メゾンプティポア１０１号

９２９－３３３９

13  サンベビー家庭保育室  旭町５－１１－２５ ９４４－８１２１

14  ひまわり家庭保育室  柳島町６１５－１３ ９２１－００７０

2  ニコニコたんぽぽ保育室  高砂１－６－９ わかばビル１F

1  ニコニコルーム  高砂１－６－３４ ステラコート１Ｆ ９２５－２５４８

小規模保育施設

草加市の教育・保育施設一覧

９２７－１３６６

NO. 施設名 所 在 地 電 話

家庭保育室

NO. 施設名 所 在 地 電 話

5  あさひなのはな保育室  旭町３－４－１５ ９２５－１７４１

９２２－０９００4  もりまさ保育園 草加園  中央２－１６－９ 南勢堂ビル２Ｆ

3  保育室めりーごーらんど  住吉１－１１－１７　三田荘 １Ｆ ９２５－６３９７



草加市の教育・保育施設一覧

９２５－１７４１

2
 かおりKaruna認定こども園（幼保連携
型）

 氷川町１０８０－１ ９２８－４４８９

認定こども園

NO. 施設名 電 話

1  認定こども園 あずま幼稚園（幼稚園型）

所 在 地

 遊馬町４３０

1  谷塚幼稚園  瀬崎２－３７－３ ９２８－０４１０

2  ルミ幼稚園  住吉１－６－２２ ９２８－００１６

3  いなり幼稚園  稲荷４－２２－５ ９３１－４９４９

９３６－０８１５

5  青徳幼稚園  青柳７－１９－２６ ９３６－５５６０

6  ひかり幼稚園  松原２－１－１ ９４２－１０１５

14  清門幼稚園  清門３－１２－１ ９４２－５８８０

15  フラワー幼稚園  西町１００５－１ ９２５－４１２１

10  谷塚おざわ幼稚園  谷塚町１３２８－１ ９２７－２８２８

11  草加氷川幼稚園  氷川町６７５ ９２５－３００６

12  みのべ幼稚園  北谷２－３１－１ ９４１－８２５２

私立幼稚園

NO. 施設名 所 在 地 電 話

13  草加ひので幼稚園  中根２－１２－３５ ９３１－１８８０

7  草加ひまわり幼稚園  松原３－１－１ ９４１－２２１５

8  草加藤幼稚園  松原４－４－２ ９４２－１６２６

9  新田幼稚園  金明町６５０ ９４２－５５１６

4  草加みどり幼稚園  栄町３－３－１２


