
【令和４年度　認可保育施設一覧】<認可保育所（園）・認定こども園・小規模保育施設>

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

東習志野こども園
市立

幼保連携型
認定こども園

東習志野3-4-1 047-477-0115 57日目～5歳児 14 24 24 30 30 30 152 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 24 除去食、代替食
防災頭巾等
乳児：昼寝布団、食事エプロン等
幼児：通園リュック、昼寝用バスタオル等

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代　等

第４中学校区 H18.4.1

一時保育・こどもセンターを併設。
季節の花や野菜を栽培し、季節を感じたり実体験を重ねたりできるよ
うに努めています。また、うさぎ、ウーパールーパー、めだかなどを
飼育する中で、思いやりの気持ちを育む教育・保育をしています。

若松すずみ保育園
運営：社会福祉法人　すずみ会

私立
保育所

東習志野2-13-2 047-472-3896 6ヶ月～5歳児 10 20 30 30 30 30 150 7:00～19:00 7:00～18:30 ○ 8 代替食

防災頭巾
乳児：食事用エプロン、口拭き・コップ・午睡用
布団・おむつ・おしり拭き等
幼児：リュック・カラー帽子・午睡用バスタオル
2枚・水筒・名札（５歳児クラス）等

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子・名札（5歳児のみ）　等

第４中学校区 H25.4.1
広い園庭の大きな欅の木が木陰を作り子ども達はのびのびと遊ん
でいます。子ども達の直接経験する事を大切に「やってみた
い！」を育てる保育をすすめています。

東習志野こども園

ブレーメン実花こども園

ブレーメン実花こども園
運営：社会福祉法人 八千代美香会

私立
幼保連携型

認定こども園

東習志野6-7-2 047-477-4141 4ヶ月～5歳児 6 10 12 29 29 29 115 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 14 除去食
防災頭巾、カラー帽子（1～5歳児クラス）
乳児：食事用エプロン
幼児：制服、リュック、帽子、教材等

幼児：制服代、リュック代、帽子代、教材費 第４中学校区 H29.4.1
自然豊かな広い園庭
固定遊具が充実している
広く停めやすい駐車場

キッズスペースweepeeみもみ2nd
運営：社会福祉法人　青葉学園

私立
小規模
Ａ型

東習志野2-10-3
ブレーメン習志野1階

047-411-7673 6ヶ月～2歳児 3 6 10 19 7:00～19:00 7:00～19:00 ×

ブレー
メン習
志野駐
車場

除去食、代替食
午睡用バスタオル、水筒、防災頭巾等
詳しくは入園時にご案内します

連絡帳代、カラー帽子代 ブレーメン実花こども園 第４中学校区 H27.10.1

weepeeは地域交流プラザ「ブレーメン習志野」の1階にありま
す。
月2回　英語で遊ぼう / 月2回　リトミック

大久保第二保育所　　※１
　令和6年度私立化予定

市立
保育所

大久保2-7-7 047-476-7474 6ヶ月～5歳児 9 20 20 23 27 27 126 7:00～19:00 7:00～19:00 ○ 6
除去食

対応可能な代替食
布団一式、防災頭巾等
その他詳しい内容はHPをご覧ください。

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代 等

第2中学校区 S48.7.1
自然に恵まれ、虫がたくさん集まる所庭です。豊かな心と進んで
遊びを見出す力を育てられるよう、保育・教育に取り組んでいま
す。

本大久保第二保育所
市立

保育所
本大久保4-5-1 047-475-0210 57日目～2歳児 11 16 20 47 7:00～19:00 7:00～19:00 ○ 5

除去食
対応可能な代替食

布団一式、防災頭巾等
その他詳しい内容はHPをご覧ください。

日本スポーツ振興センター災害共済掛金 COO本大久保保育園 第6中学校区 S51.7.1
閑静な住宅街にあり、緑が多く広い庭がある乳児施設です。健康
で、表情豊かに遊ぶ子どもに育つよう、教育・保育に取り組んで
います。

杉の子こども園
市立

幼保連携型
認定こども園

本大久保2-3-15 047-472-4255 57日目～5歳児 7 10 15 15 15 15 77 7:00～19:00 7:00～19:00 ○ 12 除去食、代替食
防災頭巾等
乳児：昼寝布団、食事エプロン等
幼児：通園リュック、昼寝用バスタオル等

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代　等

第6中学校区 H24.4.1

緑に囲まれた自然豊かな環境の中で、五感を活かして、自ら学ぶ
力を培います。また、生活習慣を身につけるため、職員の専門知
識を活用し、生涯、心身ともにたくましく生きる力の基礎を培い
ます。

大久保こども園
市立

幼保連携型
認定こども園

泉町3-2-1 047-472-0015 57日目～5歳児 12 18 30 30 30 30 150 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 14 除去食、代替食
防災頭巾等
乳児：昼寝布団、食事エプロン等
幼児：通園リュック、昼寝用バスタオル等

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代　等

第2中学校区 H31.4.1

一時保育、こどもセンター併設
幼児組、乳児組それぞれにのびのびと遊べる広い園庭がありま
す。
「やってみたい！」「楽しい！」という思いを大切に、心はずむ
楽しい生活を送ります。

COO本大久保保育園

運営：学校法人　正良学園

私立
保育所

本大久保4-1-4 047-493-1602 4ヶ月～5歳児 9 15 18 45 45 45 177 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 14 除去食、代替食を持参

防災頭巾、昼寝用バスタオル2枚、上靴等
乳児：食事用エプロン、口拭きタオル、帽子、プラコッ
プ等
幼児：通園リュック、カラー帽子、プラコップ、布団な
ど入れる手提げ袋、上履き袋等

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代、名札代、集金袋代　等
5歳児クラス：卒業アルバム代金

第6中学校区 H31.4.1
レッジョエミリア・インスパイアアプローチ、英語、態度教育
（食育）を3本の柱として、互いに認め合い自分を安心して表現出
来る環境を目指しています。

みのりつくしこども園
運営：学校法人 田久保学園

私立
幼保連携型

認定こども園

藤崎6-6-13 047-411-5206 ４ヶ月～5歳児 12 15 15 21 21 21 105 7:00～19:00 7:00～19:00 19:00～20：00 〇 6 除去食、代替食

園服、午睡セット、手拭きタオル
幼児：蓋つき水筒、手提げ袋、上履き袋と上履き、
歯みがきセット
乳児：エプロン、おしぼり、外靴、上靴、おむつ、
おしりふき、ビニール袋、汚れ物袋
0歳児クラス：帽子

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼　児：漢字遊び・英語遊びに係る料金、夏のしお
り代、卒園対策・卒園アルバム代、行事費
※入園準備品費として、幼児2万円前後、乳児4千
円前後

第2中学校区 H29.4.1 専門講師による英語・運動遊びやオープン保育、漢字遊びの実施

習志野みのり幼稚園
運営：学校法人　田久保学園

私立
幼稚園型

認定こども園

藤崎6-20-22 047-475-2618 3歳児～5歳児 16 16 16 48 7:00～19:00
土曜日なし 〇 25
除去食または
自宅弁当持参

園服、防災頭巾、保育用品等
詳細は入所（入園）説明会時にお知らせします。

施設維持費、行事費、プール指導料、冷暖房費、絵
本代、日本スポーツ振興センター災害共済掛金等

第2中学校区 R3.4.1
英語・幼児体育・水泳など専門講師によるカリキュラムやオープ
ン保育、各種行事など充実した教育プログラムを提供していま
す。

みのりつくしこども園

大久保第二保育所

ひまわり保育園2nd
運営：ラビットポケット(株)

私立
小規模
A型

大久保1-20-19
エスタシオ1階

047-473-7201 6ヶ月～2歳児 6 6 6 18 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 × 除去食
お昼寝用バスタオル
手拭きタオル

連絡帳、園帽子、防災頭巾、
日本スポーツ振興センター災害共済掛金、その他

みのりつくしこども園 第2中学校区 H27.10.1
保育室の気密性と断熱性が優れていて日当たりも良く明るく快適な室
内環境です。また園庭もあり、月齢に応じて様々な園外活動に取組ん
でいます。

ひまわり保育園3rd
運営：ラビットポケット(株)

私立
小規模
A型

本大久保4-12-3-Ｂ
パルテール習志野

047-411-8299 6ヶ月～2歳児 6 6 6 18 7:00～19:00 7:00～19:00 × × 除去食
お昼寝用バスタオル
手拭きタオル

連絡帳、園帽子、防災頭巾、
日本スポーツ振興センター災害共済掛金、その他

COO本大久保保育園 第6中学校区 H29.6.1
玄関前の部屋に飾る大きな壁面は毎回、子ども達の成長も共感できる
圧巻の製作物です。

藤崎保育所　※１
　令和7年度私立化予定

市立
保育所

藤崎3-2-19 047-472-9621 6ヶ月～5歳児 9 15 20 25 27 27 123 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 10
除去食

対応可能な代替食
布団一式、防災頭巾等
その他詳しい内容はHPをご覧ください

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代 等

第5中学校区 S41.4.1
自然豊かな環境の中で、子ども達が健康に過ごし、自ら遊びを見
つけて、繰り返し取り組めるような保育・教育に取り組んでいま
す。

青葉幼稚園

菊田みのり保育園

袖ケ浦こども園
市立

幼保連携型
認定こども園

袖ケ浦2-5-3 047-454-6318 57日目～5歳児 8 15 18 24 30 30 125 7:00～19:00 7:00～19:00 ○ 10 除去食、代替食
防災頭巾等
乳児：昼寝布団、食事エプロン等
幼児：通園リュック、昼寝用バスタオル等

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代　等

第3中学校区 H26.4.1

緑に囲まれた近隣公園とシンボルのケヤキの木に抱かれた自然豊
かな環境。
食べる・寝る・遊ぶという規則正しい生活習慣を身につけるた
め、職員の専門知識を活用し、心身ともにたくましく生きる力の
基礎を養います。

明徳そでにの保育園
運営：社会福祉法人　千葉明徳会

私立
保育所

鷺沼1-14-16 047-453-2207 4ヶ月～5歳児 15 18 18 19 20 20 110 7:00～19:00 7:00～18:30 〇 8 除去食、代替食

ゴム印、シーツ、掛け毛布
0歳児クラス：エプロン、おしぼり
1歳児クラス以上：カラー帽子、お手拭きタオル
幼児：鞄(リュック)

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
教材費、カラー帽子、シーツ等
貸オムツ利用者：利用料月3,000円

第3中学校区 H25.4.1

自然豊かな環境の中で五感を大切に育み、創造的な遊びの時間を
ゆったりと。子どもの育つ力を信じ、子ども自ら「やってみよ
う」とする気持ちを大切にし、必要な時に寄り添い援助していく
保育を目指します。

ブレーメン津田沼保育園
運営：社会福祉法人 八千代美香会

私立
保育所

津田沼2-9-1 047-406-4433 4ヶ月～5歳児 15 20 24 30 30 30 149 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 17 除去食、代替食
午睡用ベッドパット・ブランケット、防災頭巾 等
乳児：食事用エプロン・口拭きタオル 等
幼児：園服・カラー帽子・教材 等

幼児：教材費・園服（制服・リュック・帽子・カ
ラー帽子）代
5歳児：卒園準備費
日本スポーツ振興センター災害共済掛金

第5中学校区 H29.10.1

子ども達にとって安心し、楽しく過ごせる場になり「保育園が大
好き」
「遊ぶのが大好き」となってもらえるような教育・保育を進めて
いきます。

菊田みのり保育園
運営：社会福祉法人　習志野

私立
保育所

津田沼4-6-6 047-406-3434 4ヶ月～5歳児 12 15 24 40 40 40 171 7:00～19:00 7:00～19:00 19:00～20：00 〇 17 除去食、代替食

防災頭巾、午睡用バスタオル、手拭きタオル、汚
れ物入れ、上履
乳児：エプロン、口拭きタオル　等
幼児：リュックサック 上履袋

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
教材費、カラー帽子代等

第5中学校区 H30.4.1
専門的な資格を持った講師による保育指導の実施　(英語・運動遊
び・キッズダンス)
「オープン保育」の実施

青葉幼稚園
運営：社会福祉法人　青葉学園

私立
幼保連携型

認定こども園

津田沼3-15-20 047-473-2747 6ヶ月～5歳児 9 10 12 30 30 30 121 7:00～19:00 7:00～18:30 〇
16

許可制
除去食、代替食

乳児：連絡帳、カラー帽子、防災頭巾、午睡用バ
スタオル　等
幼児：園服、体操服等一式、教材・道具代　等

幼児：施設維持費6,000円、
　　　特別教育活動費3,000円　等

第5中学校区 H31.4.1
日々の保育の他、たくさんのカリキュラムや行事を通して子ども
の自信を育み、バランスのとれた成長を目指しています。
原則は車登降園不可で、事前許可制となります。

サンライズキッズ保育園津田沼園
運営：(株)エクシオジャパン

私立
小規模
Ａ型

津田沼4-11-11
小倉第一ビル1階

050-5807-2211 4ヶ月～2歳児 6 6 7 19 7:00～19:00 7:00～19:00 × × 除去食 カラー帽子、食事用エプロン、午睡用バスタオル2枚 カラー帽子代、絵本年間購読料(希望者) 菊田みのり保育園 第5中学校区 H29.11.1
リトミック・英語・体操カリキュラム・絵本の読み聞かせに力を
入れています。

ポピンズナーサリースクール
イオンモール津田沼
運営：(株)ポピンズ

私立
小規模
Ａ型

津田沼1-23-1
ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼3階

047-455-6304 4ヶ月～2歳児 6 6 6 18 7:30～19:30 7:30～19:30
×

ﾃﾗｽ有

ｲｵﾝﾓｰﾙ
駐車場
利用ｻｰ
ﾋﾞｽ有

除去食、代替食
午睡用バスタオル2枚、口拭きタオル3枚
（オプション利用の場合はなし）

ｵﾌﾟｼｮﾝ利用者のみ：オムツ代、タオルレンタル代、
写真購入代
2歳児クラス：園外保育代（実費）

ブレーメン津田沼保育園 第5中学校区 R2.4.1
週に1回、外部講師によるリトミックレッスンを行っています。
広いテラスがあり、離乳食、昼食、おやつは自園調理です。
一人ひとりのお子様に寄り添える保育を行っております。

　・クラス定員と実際の募集数は必ずしも一致しません。各月ごとの空き状況は、市ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。また、定員は変更となる場合があります。
　・施設の見学については、直接各施設へお問い合わせください。

天窓のある長い廊下と広い所庭が自慢です。よく遊び、元気な子
どもを育めるように教育・保育に取り組んでいます。

園の特色など

家庭的な保育を心掛けています。

京成大久保駅から利便性が良い保育園です。
朝の顔でもある施設長の丁寧な保護者様対応が魅力の１つです。

大
久
保
地
区

7:00～19:00 第5中学校区11 20 26 日本スポーツ振興センター災害共済掛金

津
田
沼
地
区

57 7:00～19:00菊田第二保育所　※１　※２
　令和6年度私立化予定

市立
保育所

津田沼3-11-10

ひまわり保育園
運営：ラビットポケット(株)

私立
小規模
A型

大久保1-21-14
琴富ビル2階C号室

047-403-4649

実籾保育園
運営：NPO法人　子育て110番

6 6 18 7:00～19:00 7:00～19:00

地区
施設名

（私立の場合：運営法人）
市立/私立
施設種別

開所時間
（土曜日）

×4ヶ月～2歳児 12 12 12

東
習
志
野
・
実
籾
地
区

私立
保育所

実籾5-11-21 0120-921-909

園庭 駐車場
（台数）

36 7:00～19:00 7:00～19:00 ○

延長保育対象児童住所 中学校区

第４中学校区

進級先施設

昼寝用バスタオル2枚(季節によってはブランケット)
ランチセット(スプーン・エプロン・コップ・おしぼ
り)おやつセット(エプロン・おしぼり)

アレルギー対応
保育料・給食費以外の主な費用

乳児：0～2歳児クラス
幼児：3～5歳児クラス

連絡帳代、帽子代、保険料

入所時に用意する主な物（着替え以外）
乳児：0～2歳児クラス
幼児：3～5歳児クラス

除去食

047-476-5581 57日目～2歳児 S55.4.1〇 3

除去食

クラス別定員 開所時間
（平日）

電話番号
開設

年月日

布団一式・防災頭巾等
その他詳しい内容はHPを御覧ください。

第2中学校区

除去食
対応可能な代替食

6ヶ月～2歳児 6

H27.10.1

H30.8.1× ×
お昼寝用バスタオル
手拭きタオル

連絡帳、園帽子、防災頭巾、
日本スポーツ振興センター災害共済掛金、その他

1



0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計
園の特色など地区

施設名
（私立の場合：運営法人）

市立/私立
施設種別

開所時間
（土曜日）

園庭 駐車場
（台数）

延長保育対象児童住所 中学校区進級先施設アレルギー対応
保育料・給食費以外の主な費用

乳児：0～2歳児クラス
幼児：3～5歳児クラス

入所時に用意する主な物（着替え以外）
乳児：0～2歳児クラス
幼児：3～5歳児クラス

クラス別定員 開所時間
（平日）

電話番号
開設

年月日

谷津保育所
市立

保育所
谷津2-20-2 047-453-3811 6ヶ月～5歳児 6 15 18 20 25 25 109 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 7

除去食
対応可能な代替食

布団一式、防災頭巾
その他詳しい内容はHPを御覧ください。

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代　等

第１中学校区 S43.1.1
自然が豊かで広い所庭にはミニ竹林があります。健康で心が豊か
な子どもに育つよう教育・保育に取り組んでいます。公立保育所
の中で唯一、一時保育を行っています。

谷津南保育所
市立

保育所
谷津3-1-13 047-451-5165 4ヶ月～5歳児 10 30 30 30 30 30 160 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 5

除去食
対応可能な代替食

布団一式、防災頭巾
その他詳しい内容はHPを御覧ください。

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代　等

第７中学校区
（谷津南

小学校区）
H1.9.1

谷津バラ園・干潟が隣接し、とても自然豊かです。健康で優しく
豊かな感性をもち、すすんで遊びを見出す子どもに育つよう教
育・保育に取り組んでいます。

谷津みのり保育園
運営：社会福祉法人　習志野

私立
保育所

谷津2-5-6 047-411-9600 4ヶ月～5歳児 9 15 24 30 30 30 138 7:00～19:00 7:00～19:00 19:00～20：00 〇 8 除去食、代替食

防災頭巾、午睡用バスタオル、手拭きタオル、汚
れ物入れ、上履
乳児：エプロン、口拭きタオル  等
幼児：リュックサック、上履袋

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
教材費、カラー帽子代等

第1中学校区 H28.4.1
専門的な資格を持った講師による保育指導の実施　(英語・運動遊
び・キッズダンス)
「オープン保育」の実施

アスクかなでのもり保育園
運営：(株)日本保育サービス

私立
保育所

奏の杜2-1-1
奏の杜フォルテ2階

047-403-0138 4ヶ月～5歳児 6 14 15 15 15 15 80 7:00～19:00 7:00～19:00 19:00～20：00 × × 代替食 防水シーツ、バスタオル、カラー帽子 延長保育料 第1中学校区 H25.5.1

フォルテの２階にあります。
園庭はありませんが、夏は水遊びが出来ます。
1～5歳児クラスは講師によるリトミック、英語、体操あそびを
行っています。

アスクかなでのもり第二保育園
運営：(株)日本保育サービス

私立
保育所

奏の杜1-3-31 047-471-0250 4ヶ月～5歳児 9 20 22 23 23 23 120 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 × 代替食
防水シーツ、バスタオル
1～5歳児クラス：カラー帽子

第1中学校区 H27.4.1 キャストプログラムの充実

キッズガーデン奏の杜園
運営：(株)生活設計

私立
保育所

奏の杜2-19-5 047-481-8885 6ヶ月～5歳児 6 20 20 24 25 25 120 7:00～19:00 7:00～19:00 ○ × 除去食
昼寝布団、手拭きタオル、
口拭きタオル、食事用エプロン等

スモック、カラー帽子、その他日用品代、遠足代等 第1中学校区 H27.10.1

外国人講師による英語レッスン・経験豊富な講師による体操レッ
スンが週１回あります（３歳児以上）。広い屋上、園庭、ホール
があり雨の日でも思い切り体を動かして遊ぶことができます。

そらまめ保育園　かなでの杜

運営：(株)ブルーム
私立

保育所
奏の杜3-14-9 047-455-8366 57日目～5歳児 12 18 24 32 32 32 150 7:00～19:00 7:00～19:00 19:00～21：00 〇 5

事前申請
除去食

午睡用掛けタオル、敷きタオル（布団は貸し出
し）

行事費3,000円、カラー帽子代700円、通園用手
提げバック代500円
幼児：通園リュック代1,800円

第1中学校区 H29.7.1
ホール、園庭有り
専任講師によるリトミック、体操
外国人講師による英語教室

京進のほいくえん
ＨＯＰＰＡ津田沼ザ・タワー
運営：(株)HOPPA

私立
保育所

谷津1-15-22
津田沼ザ・タワー2階

047-406-3582 6ヶ月～5歳児 9 15 18 18 18 18 96 7:00～19:00 7:00～18:30
19:00～20：00

土曜日なし × × 除去食

コットベット用のゴム付きタオルケット
乳児：オムツ、おしりふき、食事用エプロン、タ
オル
幼児：歯ブラシ、コップ、スプーンフォークお箸
セット、スモック、上履き

全園児:おたよりファイル
乳児：連絡帳
2歳児クラス以上：帽子
幼児：キャンパスノート、氏名ゴム印、お道具箱
セット
5歳児クラス：卒業アルバム

第1中学校区 R2.8.1
能力開発レッスン（知育）、プログラミング、イングリッシュタ
イム

そらまめ保育園　津田沼駅前
運営：(株)ブルーム

私立
保育所

谷津7-8-1
アーバンビル3階～5階

047-455-3674 57日目～5歳児 6 20 24 30 30 30 140 7:00～19:00 7:00～19:00 19:00～21：00 × × 除去食 午睡用掛けタオル、敷きタオル（布団は貸し出し）
行事費3,000円、カラー帽子代700円、通園用手
提げバック代500円
幼児：通園リュック代1,800円

第1中学校区 R3.4.1

駅近保育園
ホール、屋上テラス有り
専任講師によるリトミック、体操
外国人講師による英語教室

クニナ奏の杜保育園
運営：(株)クレセール

私立
保育所

奏の杜3-10-7 047-406-3490 57日目～5歳児 6 10 12 15 15 15 73 ７:００～19：00 7:00～19:00
19:00～20：00

土曜日なし 〇 × 除去食、代替食
園帽子、シーツ、午睡用バスタオル
乳児：エプロン、口ふきタオル
幼児：リュックサック、上履き

園帽子代984円、シーツ代2,310円、お便り帳代
265円

第1中学校区 R3.7.1
「意欲を育てる」「心を育てる」「個性を育てる」
お子さん達の豊かな土壌づくりを一番に考えています。
週１で英語レッスンを行っています。

第一くるみ幼稚園
運営：学校法人　平岡学園

私立
幼稚園型

認定こども園

谷津5-20-5 047-472-0457 3歳児～5歳児 6 6 6 18 8:00～18:30 土曜日なし 〇 7 除去食 制服、園帽、園鞄、お道具類、その他
施設維持費、学校行事費、保育環境充実費、特別教
育費、その他

第1中学校区 R2.4.1
１、基本的な生活習慣や態度を身につけます。
２、人間性豊かな子どもを育てます。
３、意欲に富んだ子どもを育てます。

サンライズキッズ保育園奏の杜園
運営：(株)エクシオジャパン

私立
小規模
Ａ型

奏の杜1-12-13
フローレンス奏の杜1階

050-5807-2213 4ヶ月～2歳児 6 6 6 18 7:00～19:00 7:00～19:00 × × 除去食 カラー帽子、午睡用バスタオル2枚、食事用エプロン カラー帽子代、絵本年間購読料(希望者) そらまめ保育園　かなでの杜 第1中学校区 H29.11.1
リトミック・英語・体操カリキュラム・絵本の読み聞かせに力を
入れています。

キッズガーデン奏の杜園

アスクかなでのもり保育園

アスクかなでのもり第二保育園

そらまめ保育園　津田沼駅前

クニナ奏の杜保育園

谷津みのり保育園

谷津保育所

谷津みのり保育園

そらまめ保育園 かなでの杜

ひまわり保育園Sola
運営：ラビットポケット(株)

私立
小規模
A型

谷津6-16-19
スマートプラン津田沼
ツインビルB棟１階

047-409-3162 6ヶ月～２歳児 5 7 7 19 7:00～19:00 7:00～19:00 × 1 除去食 お昼寝用バスタオル、手拭きタオル
連絡帳、園帽子、防災頭巾、
日本スポーツ振興センター災害共済掛金、その他

そらまめ保育園　かなでの杜 第1中学校区 R2.4.1
和風旅館を感じさせる障子の引戸、ヒノキの床、大きな木製とび
らが印象的な保育園です。令和３年度に保育園前に柵も設け不審
者対応・安全確保もしっかり対応しています。

秋津保育所
市立

保育所
秋津3-8-1 047-451-8131 6ヶ月～5歳児 9 14 24 30 30 30 137 7:00～19:00 7:00～19:00 〇 5

除去食
対応可能な代替食

布団一式、防災頭巾等
その他詳しい内容はHPをご覧ください。

日本スポーツ振興センター災害共済掛金
幼児：カラー帽子代　等

第７中学校区
（秋津・香澄
小学校区）

S55.4.1
秋津公園と隣接し、緑豊かな環境の保育所です。健康で思いやり
があり、自分から考え行動する子どもに育つよう、教育・保育に
取り組んでいます。

新習志野こども園
市立

幼保連携型
認定こども園

香澄4-6-1 047-451-6299 3歳児～5歳児 10 10 10 30 7:00～19:00 7:00～19:00 ○ 10 除去食、代替食 防災頭巾・昼寝用バスタオル・通園リュック　等
日本スポーツ振興センター災害共済掛金
カラー帽子代　等

第７中学校区
（秋津・香澄
小学校区）

H31.4.1
緑豊かな広い園庭で走ったり花摘みや虫探しをしたりして、健康
に自ら学ぶ力を養います。幼児施設で小学校との連携も充実して
おり、様々な友達と関わり思いやりや協力の心を育みます。

かすみ保育園
運営：社会福祉法人　ひこばえ

私立
保育所

香澄4-1-1 047-408-1170 57日目～5歳児 6 12 15 17 20 20 90 7:00～19:00 7:00～19:00 19:00～20：00 ○ 6 除去食

スプーン、フォーク、お箸セット・コップ、ルー
プ付きタオル、制作物等を入れる手さげ袋
幼児：上履き　０～３歳児クラス：昼寝用布団
乳児：エプロン・口拭きがーぜ
０歳児：哺乳瓶・ミルク　等

日本スポーツ振興センター災害共済掛金、カラー帽
子、おたよりファイル　等
５～２歳児クラス：鞄、制服、制帽、スモック、体
操服
幼児：上履き袋、絵本代
１歳児クラス：スモック、その他

第７中学校区
（秋津・香澄
小学校区）

H19.4.1

市内でも一番の広さを持つ園庭で、明るくのびのびと活動し、丈
夫な体づくりをしています。
低年齢から音楽に触れ、豊かな情操教育として３歳未満児は身近
な楽器に触れ、３歳児からピアニカを取り入れ４歳児、５歳児の
鼓笛隊へと繋げ、鼓笛は園行事だけでなく、地域お祭り等でも発
表しています。
一時保育・休日保育を実施しています。

リトルガーデンインターナショナル
新習志野保育園
運営：(㈱リトルガーデン

私立
保育所

茜浜2-2-1
Mr.Max新習志野
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

047-411-5021 4ヶ月～5歳児 3 5 5 5 6 6 30 7:00～19:00 7:00～19:00
19:00～20：00

土曜日なし ×
MrMax
駐車場

除去食、代替食
お昼寝用バスタオル2枚、バスタオルを入れる
バック、手拭きタオル
2歳児クラス以上：白い上履き、上履き入れ

連絡ノート代、帽子代、日本スポーツ振興センター
災害共済掛金、学校行事費
幼児：英語・日本語テキスト代、お道具箱代、通園
用イエローバック代、卒園記念アルバム代

第７中学校区
（秋津・香澄
小学校区）

R3.11.1
外国人講師が駐在し、英語遊びを取り入れた保育を実施していま
す。

ロゼッタ保育園
運営：(有)ウェルフェア

私立
小規模
Ｂ型

秋津5-5-6 047-451-6887 57日目～2歳児 6 6 6 18 7:00～19:00 7:00～19:00 × 3 除去食
コット用カバー、午睡用バスタオル、防災頭巾
食事おやつ用エプロン、口拭きタオル、
ループ付タオル、水筒など

園帽子代、連絡帳代 秋津保育所
第７中学校区
（秋津・香澄
小学校区）

R1.10.1
豊かな自然の中で五感を育み、ゆっくりと丁寧に保育をしていま
す。

※１…今後、私立化を予定している施設です。詳細は「習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画　第3期計画（概要版）」「保育所の再編計画の進捗状況」をご覧ください。問合せ先は【こども政策課】となります。

※２…進級先施設は、令和５年４月までの進級先です。令和６年４月の進級先は（仮）菊田第二保育園、青葉幼稚園、菊田みのり保育園です。令和７年４月以降の進級先は（仮）菊田第二保育園のみとなります。

※３…進級先施設は、令和６年４月までの進級先です。令和７年４月以降の進級先はそらまめ保育園津田沼駅前、クニナ奏の杜保育園、谷津みのり保育園となります。

第1中学校区 R2.4.1
自己肯定感を育むことを大切にします。
大人の数を多くし、家庭に近い環境を作ります。

秋
津
・
香
澄
地
区

✕ ✕
午睡セット（コットカバー、バスタオル）ループ
付きタオル
口拭きタオル、食事用エプロンなど

カラー帽子代、日本スポーツ振興センター災害共済
掛金（希望者のみ）個人で購入する写真代

谷
津
・
奏
の
杜
地
区

サンライズキッズ保育園谷津園
運営：(株)エクシオジャパン

私立
小規模
A型

谷津6-15-1
グランシア津田沼Ⅱ
１階

050-5807-2280

広い保育室で、子どもたちはのびのびと過ごしています。
明るく穏やかな雰囲気です。
大きな公園と消防署のすぐ隣りです。

みらいつむぎ谷津保育園
運営：一般社団法人　絲

私立
小規模
Ａ型

谷津5-4-8
ラムサール谷津積産ビ
ル2階

080-7524-5894 6ヶ月～２歳児 3 8 8 19 7:00～19:00 7:00～19:00

6
食事用エプロン、手拭きタオル
お昼寝用コットのシーツ・毛布等

園外保育用帽子代990円
連絡帳代280円

除去食、代替食

第１中学校区 H30.10.17:00～19:00 7:00～19:00 ×

カラー帽子代、絵本年間購読料(希望者) 第1中学校区 H30.10.1除去食

アレルギー食材を含
む献立の時は、代替

食を持参

リトミック・英語・体操カリキュラム・絵本の読み聞かせに力を
入れています。

杜の子保育園　　　※３
運営：(株)新星

私立
小規模
A型

奏の杜2-17-10
West奏の杜１階

047-411-5450 2ヶ月～2歳児 6 6 7 19

× ×
カラー帽子、午睡用バスタオル2枚、食事用エプ
ロン

15 7:00～19:00 7:00～19:004ヶ月～2歳児 2 6 7

2


