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発行状況
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1 仙南 白石市
公立刈田綜合病院

院内保育所どんぐり保育所
989-0231 白石市福岡蔵本字下原沖36 0224-25-2145 ○

2 仙南 白石市
ﾔｸﾙﾄ

白石ｾﾝﾀｰ保育室
989-0225 白石市字東町2-4-3 0224-25-1175 ○

仙南 白石市
介護老人保健施設清風

せいふう保育所
989-0276 白石市大手町2-1 0224-22-2110 休止

3 仙南 白石市 ﾍﾞﾋﾞｰﾎｰﾑひまわり 989-0222 白石市鷹巣西3-4-18 0224-25-5693 ○

4 仙南 白石市 リズムキッズ 989-0242 白石市鷹巣東1－9－30 0224-26-6343 ○ ○

5 仙南 角田市
医療法人金上仁友会

ﾆｺﾆｺ保育園
981-1505 角田市角田字田町117-4 0224-63-1032 ○

6 仙南 角田市 あすなろの木保育園 981-1505 角田市角田字牛舘19-3 0224-63-2007 ○ ○

7 仙南 角田市
ﾔｸﾙﾄ

角田ｾﾝﾀｰ保育室
981-1505 角田市角田字大町14－3 0224-62-4041 ○

仙南 蔵王町 ｺｽﾓｽ保育園 989-0701 蔵王町宮字町4 0224-22-2570 休止

8 仙南 蔵王町
ﾍﾞﾋﾞｰﾊｳｽ

たんぽぽ保育園
989-0701 蔵王町宮字根方71-1 0224-32-2720 ○

9 仙南 大河原町
みやぎ県南中核病院

院内保育所ｵｶﾞｰﾚ保育園
989-1253 大河原町字西38-1 0224-51-5500 ○

10 仙南 大河原町
ﾔｸﾙﾄ

さくらｾﾝﾀｰ保育室
989-1217 大河原町字錦町6-15 0224-52-3311 ○

11 仙南 大河原町
託児所

ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ　ﾎﾟｴﾑ
989-1201

大河原町大谷字町向191-1

メンバーズタウンD-102
0224-52-5774 ○

12 仙南 大河原町 さくらの杜こども園 989-1225 大河原町字広表33-5 0224-51-4610 ○

13 仙南 柴田町
保育ﾙｰﾑ

すまいるきっず
989-1621 柴田町本船迫字上町1-5 0224-57-2414 ○

仙南 柴田町 なないろ保育室 989-1623 柴田町北船岡1-2-1 0224-54-1210 休止

14 仙南 丸森町
丸森ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ

ひまわり保育室
981-2106 丸森町木沼字堀内124 0224-72-6322 ○

15 仙台 塩竈市 赤石病院　さくら保育園 985-0023 塩竈市花立町22-42 022-362-8131 ○

16 仙台 塩竈市 ぴよちゃん託児所 985-0034 塩竈市南錦町3-4 090-7076-0488 ○

17 仙台 塩竈市 キョクヨーハピネス保育園 985-0001 塩竈市新浜町３－２０－１ 022-357-0056 ○ ○

18 仙台 名取市
宮城県立がんセンター院内保育

室
981-1293 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-3151 ○

19 仙台 名取市 あおぞら保育園 981-1231 名取市手倉田字山208-1 022-382-3535 ○

20 仙台 名取市 イオンゆめみらい保育園名取 981-1227 名取市杜せきのした5-3-1 022-724-7251 ○ ○

仙台 名取市
ホテルルートイン名取岩沼イン

ター
989-2412 名取市堀内字北竹345-1 0223-25-2911 休止

21 仙台 名取市 もりのなかま保育園名取増田園 981-1224 名取市増田3丁目9-40 022-290-1363 ○ ○

22 仙台 名取市 KID's ROOM 981-1224 名取市増田9丁目16-1 022-302-6388 ○

23 仙台 名取市
ペンギンインターナショナルス

クール
981-1227 名取市杜せきのした5-31-11 022-226-8975 ○

認可外保育施設一覧（令和5年3月31日時点）
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24 仙台 名取市 さふらんキッズ 981-1223 名取市下余田字鹿島10 022-281-8740 ○ ○

25 仙台 名取市 ペンギンナーサリースクール 981-1217 名取市美田園６丁目３－４ 022-796-2875 ○ ○

26 仙台 名取市 ひよこのゆめ 981-1217 名取市美田園3-14-7 022-796-2771 ○ ○

27 仙台 多賀城市 くさの実保育園 985-0835 多賀城市下馬１-１０-４ 022-361-3385 ○

28 仙台 多賀城市 仙塩総合病院　院内保育室 985-0842 多賀城市桜木2-1-1 022-367-4111 ○

29 仙台 多賀城市 ヤクルト多賀城保育室 985-0835 多賀城市下馬4-14-21
022-366-8983園

022-384-8960社
○

30 仙台 多賀城市 せいがん保育園 985-0854 多賀城市新田字下216 022-368-2180 ○ ○

31 仙台 多賀城市 いちご保育園 985-0833 多賀城市栄1-5-18 022-362-4449 ○

32 仙台 多賀城市 にじっこ園 985-0831 多賀城市笠神3-12-3 022-209-4166 ○

33 仙台 多賀城市 六丁目農園ほいくえん 985-0873 多賀城市中央2-5-3 022-357-0974 ○ ○

34 仙台 多賀城市 鈴の花保育園 985-0845 多賀城市町前2丁目3-30 022-794-9179 ○ ○

35 仙台 多賀城市 多賀城コアラ保育園 985-0845 多賀城市町前3-1-36 022-363-0628 〇 ○

36 仙台 多賀城市 キッズライン　佐藤裕紀子 090-7566-7684 新設

37 仙台 多賀城市 遠藤　朱莉 080ｰ1689ｰ8478 新設

38 仙台 岩沼市 キッズルームＨＵＧ 989-2483 岩沼市里の杜1-2-5 0223-23-3151 ○

39 仙台 岩沼市 ヤクルト岩沼センター保育室 989-2436 岩沼市吹上1-10-46
0223-24-1213園

0224-52-3311社
○

40 仙台 岩沼市 ひよこのもり 989-2459 岩沼市たけくま１丁目３－５ 0223-23-1886 ○ ○

41 仙台 岩沼市 岩沼保育ママの会　菅原宅 989-2463 岩沼市字荒井８８－２９ 0223-22-2970 ○

42 仙台 岩沼市 岩沼保育ママの会　大友宅 989-2451 岩沼市土ヶ崎１丁目６－３ 0223-22-1430 ○

43 仙台 岩沼市 岩沼保育ママの会　櫻井宅 989-2442 岩沼市大手町５-１３ 0223-22-2772 ○

44 仙台 岩沼市 岩沼保育ママの会　佐藤宅 989-2433 岩沼市桜４丁目８－６ 0223-23-7201 ○

45 仙台 岩沼市 ｕｎｇｕ保育園 989-2451 岩沼市土ヶ崎３丁目７－６ 0223-36-7110 〇 ○

46 仙台 富谷市 キンダーバウム 981-3341 富谷市成田1-5-1 022-348-3067 ○ ○

47 仙台 富谷市 おてて保育園 981-3363 富谷市杜乃橋2丁目29-5 090-7336-0566 ○

48 仙台 亘理町 ヤクルト亘理センター保育室 989-2361 亘理町字舘南31-3
0223-34-8649園

0224-52-3311社
○

仙台 松島町 キッズライン　丹野真紀 090-7799-8716 休止

49 仙台 利府町 仙塩利府病院院内保育所 981-0133 利府町青葉台2丁目2-108号 022-355-4111 ○

50 仙台 利府町 たけの子保育園 981-0111 利府町加瀬字北窪16番1 022-349-1717 ○

51 仙台 利府町 もりのキッズ園 981-0121 利府町神谷沢字後沢１６－１ 022-396-6370 ○ ○

52 仙台 利府町 ねっこぼっこ園 981-0133 利府町青葉台2丁目1-262 022-356-5825 ○
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仙台 利府町 エンジェルハウス利府園 981-0131 利府町青山２丁目２１－２ 022-352-5351 ○ 休止

53 仙台 利府町 イマジン保育園 981-0112 利府町新中道2丁目3番地2 022-353-6290 ○ ○

54 仙台 利府町 利府の丘キッズ園 981-0134 利府町しらかし台4-3-1 022-356-0530 ○ ○

55 仙台 利府町 イオンゆめみらい保育園利府 981-0114 利府町新中道３丁目１－１イオンモール新利府南館１階 022-290-9563 〇

56 仙台 大和町 ヤクルト大和保育園 981-3621 大和町吉岡南1-11-8
022-345-0202園

022-384-8960社
○

57 仙台 大和町 ゆぅゆぅ保育園みやぎ 981-3408 大和町松坂平5-1-1 022-725-8933 ○ ○

仙台 大和町 キッズライン　内ヶ﨑弘美 022-358-0490 休止

58 北部 美里町 託児所さくら園 987-0015 遠田郡美里町青生字新鳴瀬１１８ 0229-33-1339 ○

59 北部 美里町 みずき保育園 987-0024 遠田郡美里町中埣字上戸３５－４ 0229-25-7721 ○ ○

60 北部 美里町 預かり保育　ポップコーン 987-0004 遠田郡美里町牛飼字牛飼３８－７ 0229-31-1505 〇

61 北部 美里町 あおぞら保育園 987-0004 遠田郡美里町牛飼字新西原２３６ 0229-32-4247 新設

62 北部 栗原市
栗原中央病院

院内保育所くりくり保育園
987-2205 栗原市築館宮野中央２丁目２番地７ 0228-23-2311 ○

北部 栗原市 ヤクルト栗原中央保育園 987-2272 栗原市築館留場字中田１１５－１ 080-2807-1187 休止

63 北部 栗原市 マロンキッズ保育園 989-5351 栗原市栗駒中野田町西２０３ 0228-45-5311 ○ ○

64 北部 栗原市
企業主導型保育事業所

マロンキッズ志波姫保育園
989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４７３ 0228-21-3050 新設 〇

65 北部 大崎市
大崎市民病院

院内保育所あいあい
989-6183 大崎市古川穂波三丁目８－１ 0229-23-3311 ○

66 北部 大崎市 ヤクルト古川保育園 989-6255 大崎市古川休塚字南川原５６ 080-2807-1185 ○

67 北部 大崎市
ニチイキッズ

古川えきまえ保育園
989-6162 大崎市古川駅前大通2-5-28笹原ビル１F 0229-21-3522 ○ ○

68 北部 大崎市
社会福祉法人悠悠会

リベラ保育園
989-4415 大崎市田尻字御蔵１１－１ 0229-87-5628 ○ ○

69 北部 大崎市 やまなみ保育園 989-6143 大崎市古川中里６丁目５－３９ 0229-25-8875 ○ ○

北部 大崎市 げんき保育園 989-6223 大崎市古川西荒井字上田３５０－１ 0229-25-7374 ○ 休止

70 北部 大崎市 しあわせ保育園 989-6101 大崎市古川福浦字道ノ上９７－１ 0229-25-3450 ○ ○

71 東部 東松島市
仙石病院内

保育所ありすの部屋
981-0501 東松島市赤井字台５４－６ 0225-83-8376 ○

72 東部 東松島市
医療法人医徳会真壁病院

院内保育所バンビ
981-0503 東松島市矢本字鹿石前１０４－１ 0225-82-7111 ○

東部 東松島市
石巻ヤクルト株式会社

矢本サービスセンター保育ルーム
981-0503 東松島市矢本字北浦１７－２ 0225-83-7261 休止

73 東部 東松島市 緑ヶ丘ひかり保育園 981-0505 東松島市大塩字緑ヶ丘４丁目５－９ 0225-83-7080 ○ ○

74 東部 東松島市 GENKIっこ保育園　Chocot 981-0502 東松島市大曲字堰の内南１４５－２ 0225-83-2077 ○

75 東部 石巻市 齋藤病院内　さくら保育室 986-0873 石巻市山下町２－１－５ 0225-96-3251 ○

76 東部 石巻市
石巻健育会病院

すずらん保育園
986-0859 石巻市大街道西３丁目３番２７号 0225-94-9195 ○
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77 東部 石巻市
こだまホスピタル内

キンダーガーデン
986-0832 石巻市泉町３－１０－４０ 0225-22-5431 ○

78 東部 石巻市
医療法人社団仁明会

たんぽぽ保育所
986-0853 石巻市門脇字二番谷地４－３３ 0225-93-4548 ○

79 東部 石巻市
石巻赤十字病院

院内保育園げんきっず
986-0861 石巻市蛇田字新上沼１３２－１ 0225-90-4556 ○

80 東部 石巻市 石巻ロイヤル病院保育園 987-1222 石巻市広渕字焼巻１７番地１ 070-3863-7831 ○ ○

東部 石巻市
石巻ヤクルト株式会社

向陽サービスセンター保育ルーム
986-0863 石巻市向陽町４－４－７ 0225-94-7120 休止

81 東部 石巻市
石巻ヤクルト株式会社

開成サービスセンター保育ルーム
986-0032 石巻市開成１－５２ 0225-98-8945 ○

東部 石巻市
石巻ヤクルト株式会社

渡波サービスセンター保育ルーム
986-2135 石巻市渡波字沖六勺１６－９ 0225-98-8807 休止

82 東部 石巻市 湊水産 結のいえ保育園 986-0015 石巻市吉野町２丁目６－７ 0225-25-5922 ○ ○

83 東部 石巻市 すまーとキッズガーデン 987-1102 石巻市中里５丁目１－１ 0225-22-5564 ○ ○

84 東部 石巻市 BAYKIDSあゆみ野園 986-0850 石巻市あゆみ野３丁目２番１４ 0225-98-7837 ○ ○

85 東部 石巻市 チャイルドケアサービスも・も 986-0863 石巻市向陽町２－２３－１６ 0225-23-2737 ○

86 東部 石巻市 託児室ぴよちゃんらんど 986-0855 石巻市大街道東四丁目１の４５ 0225-92-8801 ○

87 東部 石巻市
保育所

ちびっこランド石巻向陽園
986-0863 石巻市向陽町２丁目１０－１２ 0225-23-7277 ○

88 東部 石巻市 託児所　Petit Ange 986-0860 石巻市のぞみ野四丁目１９－１２ 0225-98-5662 ○

89 東部 石巻市 ハピネス保育園へびた 986-0861 石巻市蛇田字新埣寺１３７－１０ 0225-25-7646 ○

90 東部 石巻市 木のおへや　みらいキッズ 986-0027 石巻市湊東3丁目８－１６ 0225-98-8760 ○

91 東部 石巻市 Petit Ange 986-0860 石巻市のぞみ野四丁目１９－１２ 0225-98-5662 〇

東部 登米市
石巻ヤクルト株式会社

登米サービスセンター保育ルーム
987-0622 登米市中田町宝江新井田字並柳前２２９ 0220-35-3051 ○ 休止

92 東部 登米市 みんなの家　あゆむ 987-0622 登米市中田町宝江新井田字新姥沼１９１ 0220-23-7065 ○ ○

93 東部 登米市 登米市病院事業院内保育所 987-0511 登米市迫町佐沼字中江三丁目３番地１ 0220-22-2527 ○

94 東部 登米市
学校法人さくら学園

企業主導型すみれ保育園
987-0621 登米市中田町宝江黒沼字蓬原５１－４ 0220-23-8448 ○ ○

95 東部 登米市
キッズルーム

pokapoka
989-4702 登米市石越町東郷字大根沢２１０-２４ 090-9631-5099 新設

96 東部 登米市
キッズルーム

pokapoka（居宅訪問型）
090-9631-5099 新設

97 気仙沼 気仙沼市 双葉保育園 988-0022 気仙沼市河原田1-3-16 0226-22-1227 ○

98 気仙沼 気仙沼市 ベビーハウスばんびぃ 988-0133 気仙沼市字松崎下赤田８０－６　サンヒルズ面瀬１０５ 0226-24-2971 ○

99 気仙沼 気仙沼市 しゅんぽえんの保育所 988-0331 気仙沼市本吉町中島358-3 0226-25-7667 ○ ○

100 気仙沼 気仙沼市 子育てシェアスペース Omusubi 988-0085 気仙沼市三日町１丁目２－５ 0226-29-6842 ○

101 気仙沼 気仙沼市 自然あそび保育モリノネ 988ｰ0843 気仙沼市落合254ｰ1 080ｰ5482ｰ1395 新設

102 気仙沼 南三陸町
認定こども園

入谷ひがし幼児園
986-0782 南三陸町入谷字中の町207-3 0226-46-3915 ○

103 気仙沼 南三陸町 院内保育所バンビ 988-0462 南三陸町歌津字砂浜23-59 0226-36-9233 ○



認可外保育施設一覧（令和5年3月31日時点）

○公立の特例保育を行う施設一覧

番号 事務所 市町村 施設（事業所）名称 郵便番号 住　　　所 電話番号
証明書R4

発行状況
備考

104 気仙沼 気仙沼市 岩月保育所 988-0207 気仙沼市岩月宝ヶ沢４７－８ 0226-27-2318 ○ 公立

105 気仙沼 気仙沼市 月立保育所 988-0867 気仙沼市台２４４－１ 0226-55-2901 ○ 公立

106 気仙沼 気仙沼市 波路上保育所 988-0253 気仙沼市波路上原３５－１ 0226-27-2306 ○ 公立

※入所に関する相談は，気仙沼市へお願いします。


