
施　　設　　名 住　　　所 電話番号
仙台市荒巻保育所 仙台市青葉区荒巻中央8-1 022-234-3915

仙台市国見保育所 仙台市青葉区子平町10-5 022-234-2269

仙台市旭ケ丘保育所 仙台市青葉区旭ケ丘四丁目34-34 022-234-7356

仙台市折立保育所 仙台市青葉区折立三丁目5-21 022-226-1055

仙台市桜ケ丘保育所 仙台市青葉区桜ケ丘八丁目1-2 022-278-9333

仙台市熊ケ根保育所 仙台市青葉区熊ケ根字石積48 022-393-2030

仙台市落合保育所 仙台市青葉区落合二丁目12-7 022-392-5550

仙台市支倉保育所 仙台市青葉区支倉町2-35 022-261-3277

和敬保育園 仙台市青葉区新坂町12-1 022-272-0131

台の原保育園 仙台市青葉区台原三丁目29-28 022-234-5059

中江保育園 仙台市青葉区中江一丁目20-21 022-223-9346

青葉こども園 仙台市青葉区宮町一丁目4-47 022-261-6731

堤町あしぐろ保育所 仙台市青葉区堤町三丁目12-5 022-347-3661

中山保育園 仙台市青葉区中山一丁目6-2 022-278-0549

あっぷる愛子保育園 仙台市青葉区愛子東5丁目4-12 022-226-7811

柏木保育園 仙台市青葉区柏木一丁目5-35 022-275-2525

かたひら保育園 仙台市青葉区片平二丁目1-2 022-267-5995

ことりの家保育園 仙台市青葉区星陵町3-38 022-274-5820

保育所八幡こばと園 仙台市青葉区八幡一丁目1-25 022-266-3688

国見ヶ丘せんだんの杜保育園 仙台市青葉区国見ケ丘七丁目141-9 022-277-1155

栗生あおばこども園 仙台市青葉区栗生三丁目22-1 022-391-1616

コスモス錦保育所 仙台市青葉区錦ケ丘七丁目22-1 022-391-0306

あさひの森保育園 仙台市青葉区旭ケ丘三丁目27-2 022-233-7682

ワッセ森のひろば保育園 仙台市青葉区北根黒松2-8 022-727-5271

愛隣こども園 仙台市青葉区五橋一丁目6-15 022-726-6185

コスモスひろせ保育園 仙台市青葉区栗生七丁目7-7 022-392-4649

第２コスモス錦保育所 仙台市青葉区錦ケ丘3-8-9 022-226-8878

コスモス大手町保育園 仙台市青葉区大手町4-3 022-724-7347

パリス錦町保育園 仙台市青葉区錦町１丁目9-24 022-797-0062

朝市センター保育園 仙台市青葉区中央4-3-28　朝市ビル3階 022-221-9350

中山とびのこ保育園 仙台市青葉区中山二丁目17-1 022-279-1187

パテイ保育園 仙台市青葉区一番町一丁目12-8 阿部ビル4階 022-281-8201

仙台市高砂保育所 仙台市宮城野区高砂一丁目24-13 022-258-0019

仙台市鶴ケ谷第二保育所 仙台市宮城野区鶴ケ谷三丁目11 022-252-3366
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仙台市福田町保育所 仙台市宮城野区福田町一丁目12-24 022-258-0311

仙台市萩野町保育所 仙台市宮城野区萩野町三丁目4-9 022-238-0866

仙台市東仙台保育所 仙台市宮城野区東仙台三丁目6-45 022-295-6635

仙台市鶴巻保育所 仙台市宮城野区鶴巻一丁目21-5 022-258-7542

五城保育園 仙台市宮城野区五輪一丁目4-20 022-257-0458

認定こども園ナザレト愛児園 仙台市宮城野区東仙台六丁目8-20 022-291-5335

小田原保育園 仙台市宮城野区幸町三丁目9-13 022-256-1859

保育所新田こばと園 仙台市宮城野区新田東二丁目5-5 022-237-3793

さゆりこども園 仙台市宮城野区枡江1-2 022-293-2653

鶴ヶ谷希望園 仙台市宮城野区鶴ケ谷五丁目17-1 022-251-4654

乳銀杏保育園 仙台市宮城野区銀杏町7-6 022-256-4267

福室希望園 仙台市宮城野区福室六丁目19-14 022-786-5650

田子希望園 仙台市宮城野区田子二丁目33-28 022-786-2040

扇町まるさんかくしかく保育園 仙台市宮城野区扇町四丁目5-39 022-782-0034

鶴ヶ谷マードレ保育園 仙台市宮城野区鶴ケ谷4丁目13 022-251-1822

中野栄あしぐろこども園 仙台市宮城野区出花1-279 022-254-2555

福田町あしぐろ保育所 仙台市宮城野区福田町一丁目15-2 022-781-8011

仙台岩切あおぞら保育園 仙台市宮城野区岩切字三所南1-2 022-290-7318

ますえの森どうわこども園 仙台市宮城野区枡江8-10 022-295-0750

榴岡はるかぜ保育園 仙台市宮城野区榴岡五丁目7-1 022-794-8320

幸町すいせん保育所 仙台市宮城野区幸町3-12-18 022-385-7530

小田原ことりのうた保育園 仙台市宮城野区鉄砲町中5-14 022-292-3483

岩切たんぽぽ保育園 仙台市宮城野区岩切字三所南88-1 022-794-8560

ちゃいるどらんど岩切こども園 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口40-1 022-255-1760

ぼだい保育園 仙台市宮城野区中野字阿弥陀堂39 022-290-7235

仙台市木ノ下保育所 仙台市若林区大和町一丁目16-2 022-231-0034

仙台市南小泉保育所 仙台市若林区遠見塚一丁目14-1 022-286-5224

仙台市沖野保育所 仙台市若林区沖野三丁目20-25 022-286-7110

仙台市蒲町保育所 仙台市若林区蒲町24-1 022-285-0755

仙台市上飯田横堀保育所 仙台市若林区上飯田一丁目17-47 022-285-7270

幼保連携型認定こども園仙台保育園 仙台市若林区南鍛冶町96-8 022-223-9024

穀町保育園 仙台市若林区元茶畑10-21 022-385-7251

能仁保児園 仙台市若林区新寺三丁目8-5 022-256-1877

六丁の目マザーグースこども園 仙台市若林区六丁の目中町1-38 022-288-6008

荒井青葉保育園 仙台市若林区伊在三丁目2-4 022-288-2821

ろりぽっぷ保育園 仙台市若林区沖野高野南197-1 022-285-5212

上飯田くるみ保育園 仙台市若林区上飯田一丁目3-46 022-286-2899

やまとまちあから保育園 仙台市若林区大和町五丁目6-33 022-239-4833

あっぷる保育園 仙台市若林区荒井七丁目21-2 022-287-8851

荒井マーヤこども園 仙台市若林区荒井字沓形85-1 022-354-0654

ちゃいるどらんど荒井こども園 仙台市若林区荒井東一丁目8-3 022-349-9605

蒲町おもちゃばここども園 仙台市若林区蒲町7-8 022-285-2956

六丁の目こども園 仙台市若林区六丁の目東町3-17 022-287-3006



六郷保育園 仙台市若林区六郷7-10 022-765-1108

仙台市向山保育所 仙台市太白区向山四丁目27-11 022-225-2567

仙台市飯田保育所 仙台市太白区東郡山二丁目9-1 022-248-5669

仙台市中田保育所 仙台市太白区中田四丁目1-3 022-241-1641

仙台市湯元保育所 仙台市太白区秋保町湯向24-11 022-398-2647

仙台市上野山保育所 仙台市太白区上野山一丁目21-8 022-244-1454

仙台市袋原保育所 仙台市太白区袋原五丁目1-10 022-241-7810

仙台市青山保育所 仙台市太白区青山一丁目10-28 022-229-0927

仙台市根岸保育所 仙台市太白区根岸町5-19 022-247-7271

仙台市太白保育所 仙台市太白区太白二丁目18-13 022-244-0715

仙台市人来田保育所 仙台市太白区人来田一丁目3-1 022-243-0676

宝　保育園 仙台市太白区袋原字内手71 022-241-3017

仙台保育所こじか園 仙台市太白区砂押町23-1 022-248-2268

八木山あおば保育園 仙台市太白区八木山本町一丁目26-1 022-302-5688

ＹＭＣＡ長町保育園 仙台市太白区長町四丁目3-32 022-397-6842

富沢わかば保育園 仙台市太白区富沢二丁目5-22 022-244-8836

ＹＭＣＡ西中田保育園 仙台市太白区西中田七丁目4-1 022-306-0730

長町自由の星保育園 仙台市太白区長町四丁目7-15　 022-748-0383

ＹＭＣＡ南大野田保育園 仙台市太白区南大野田9-1 022-748-0130

柳生もりの子保育園 仙台市太白区柳生字北20-1 022-741-5381

ますみ保育園 仙台市太白区向山四丁目26-34 022-227-7080

まつぼっくり保育園 仙台市太白区金剛沢一丁目11-1 022-743-6631

バンビの森こども園 仙台市太白区中田四丁目1-3-1 022-242-1178

仙台袋原あおぞら保育園 仙台市太白区袋原四丁目32-1 022-397-9258

コスモス〆木保育園 仙台市太白区八本松2-4-15 022-399-7123

クリムスポーツ保育園 仙台市太白区山田字大石38-2 022-302-5586

富沢自由の星保育園 仙台市太白区富沢西三丁目10-2 022-797-8813

ひまわりこども園 仙台市太白区鹿野三丁目14‐15 022-308-3715

あすと長町めぐみ保育園 仙台市太白区郡山三丁目13-24 あすと長町スクエア2F 022-797-8230

仙台元氣保育園 仙台市太白区郡山五丁目5-1-8 022-248-0003

恵和町いちにいさん保育園 仙台市太白区恵和町35-35 022-247-2123

仙台市黒松保育所 仙台市泉区黒松一丁目9-17 022-271-4671

仙台市七北田保育所 仙台市泉区七北田字東裏60 022-372-7341

仙台市鶴が丘保育所 仙台市泉区鶴が丘三丁目33-1 022-373-6615

仙台市長命ケ丘保育所 仙台市泉区長命ケ丘五丁目2-1 022-378-6776

南光台保育園 仙台市泉区南光台一丁目42-16 022-271-0366

コスモス将監保育園 仙台市泉区将監八丁目9-23 022-342-0501

向陽台はるかぜ保育園 仙台市泉区向陽台五丁目1-10 022-346-9651

高森サーラこども園 仙台市泉区高森四丁目2-615 022-377-0045

泉中央保育園 仙台市泉区七北田字日野3-3 022-776-2340

南光のぞみ保育園 仙台市泉区松森字新田187 022-771-7667

ＹＭＣＡ加茂保育園 仙台市泉区加茂五丁目5-29 022-777-6776

そらのこ保育園 仙台市泉区東黒松19-34 022-343-0654



ろりぽっぷ泉中央南園 仙台市泉区泉中央南9 022-371-2833

鶴が丘マミーこども園 仙台市泉区鶴が丘三丁目24-7 022-373-7752

ろりぽっぷ赤い屋根の保育園 仙台市泉区野村字一本杉3-21 022-773-0296

紫山いちにいさん保育園 仙台市泉区紫山四丁目20－2 022-378-7799

南光台すいせん保育所 仙台市泉区南光台五丁目27-18 022-271-5616

リコリコ保育園 仙台市泉区泉中央一丁目45-3 022-375-8501

第2紫山いちにいさん保育園 仙台市泉区紫山4-20-4 022-377-0377


