
はじめての集団生活
家族と離れて過ごす場所、保育所や幼稚園は子どもにとって
社会への入口です。窓口での相談や見学などを通じて、家庭
状況や子どもにあった施設を選びましょう。

幼保連携型

認定こども園
幼稚園での幼児教育と保育所での保育の機能をあわせ持
ち、地域の子育て支援も行う施設です。
３歳以上の子どもは、保護者が働いていても、働いていなく
ても利用できます。

申込・問い合わせ先

	 直接お申し込みください

	 こども政策課	保育係	 24-0340（直通）

市立認定こども園 ひまわり

所在地 新富2丁目4-60 MAP①　
E-3 1開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 110人 受入年齢 1～5歳児
運営者 千歳市

TEL 23-2894 FAX 23-2894
一人ひとりの子どもを大切に考え、丁寧な教育・
保育を心がけ、優しさや意欲を育てられるように
努めています。

市立認定こども園 つばさ

所在地  花園4丁目3-1 MAP①　
F-2 2開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 110人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 千歳市

TEL 24-9200 FAX 24-9200 
0歳から6歳の子どもの一貫した教育・保育を身
体と心のバランス良い成長をねらいとして、保護
者の方の思いを受け止めて進めてまいります。

北斗 認定こども園

所在地 北斗5丁目6-3 MAP①　
D-4 3開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 110人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 社会福祉法人 千歳洋翔会

TEL 22-5983 FAX 22-5984
横峯式の体操を取り入れ健康な体づくりに努
め、鼓笛や和太鼓を通じ協調性やリズム感を育
み、調和のある発達を目指しています。

アリス 認定こども園

所在地 勇舞1丁目1-1 MAP①  
E-2 4開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 130人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 社会福祉法人 千歳洋翔会

TEL 24-7000 FAX 24-7021
園庭は緑の芝生で、自然の中から命の大切さを
学んでいます。広い園舎で和太鼓、体操など健
康な体作りと豊かな情緒を育みます。 

認定こども園 千歳春日保育園

所在地 春日町2丁目1-9 MAP①　
F-4 5開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 110人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 学校法人浅利教育学園

TEL 27-5535 FAX 27-5030
子どもの意欲を主体的に育て、人と関わる力を
育めるよう保護者の皆様と協力し子どもたちの
健やかな発達を目指します。

あずさ 認定こども園

所在地 あずさ５丁目21-１ MAP①　
F-1 6開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 110人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 学校法人 つくし学園

TEL 22-5588 FAX 22-5678
防災の森公園のそばにあり、環境に恵まれ、体力作り・は
だし保育・リズムあそびと子どもらしいのびのびとした
保育を木のぬくもりがたっぷりの園舎で行っています。

認定こども園 北陽幼稚園・第2北陽保育園

所在地 北陽8丁目２－８ MAP①　
E-1 7開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 115人 生後6か月～5歳児
運営者 学校法人 三溝学園

TEL 49-3100 FAX 49-3101
未来に向かって羽ばたく子どもたちに可能性を
のばし感じる心を豊かにする。 心身ともに経験
重視し専門分野９つを獲得し賢い子を育てます。

認定こども園 千歳第2幼稚園

所在地 新富１丁目6-21 MAP①　
E-3 8開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 166人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 学校法人 千歳栄光学園

TEL 23-3586 FAX 26-4704
保育園部分を新設して、平成28年度から幼保連携型認定こども
園となりました。3歳以上は異年齢でクラスを構成し、自遊共育

（自ら遊び共に育つ）を大切に、キリスト教保育を実践しています。

住吉認定こども園

所在地 豊里３丁目9-5 MAP①　
G-2 9開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 100人 受入年齢 ２歳児～5歳児
運営者 社会福祉法人 恵愛会

TEL 24-9368 FAX 24-9399
「どの子もみんな素晴らしい」を合言葉に子ども
一人ひとりを見つめられるよう、ふれあいを大切
にした保育を心がけています。

認定こども園 つくし保育園

所在地 富丘１丁目5-13 MAP①　
F-310開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 120人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 学校法人 つくし学園

TEL 40-1106 FAX 40-1109
平成29年度に新園舎に移りました。広く明るい
空間やリズムあそびなど特色を生かし、心身健
やかな教育保育活動に努めています。

認定こども園 向陽台つくし幼稚園

所在地 若草５丁目3-1 MAP②　
A-3 1開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 155人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 学校法人 つくし学園

TEL 28-2123 FAX 28-2124 
「丈夫な体を育てる」「自然の中で豊かな体験」を柱に、自然遊
びと地域交流を大事にしながら、心も体もたくましく、やさしく、
かしこい「つくしっこ」を目標に教育・保育活動を行っています。

認定こども園おひさま

所在地 みどり台南２丁目12 MAP①　
C-111　開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 99人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 社会福祉法人こどもの杜

TEL 29-3311 FAX 29-3311
【子どもの可能性が引き出される園】を目指してい
ます。色々な物や出来事に出会い、発見や美しさへ
の感動など、様々な体験を大切にしていきます。

認可保育所
就労などのため、家庭で保育ができな
い保護者に代わって、保育の必要な乳
児または幼児を保育することを目的とす
る施設です。

申込・問い合わせ先
こども政策課	保育係	 24-0340（直通）

向陽台保育園

所在地 若草5丁目2-2 MAP②　
A-3 2開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 80人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 社会福祉法人 千歳社会福祉協会
TEL 28-3300 FAX 28-3304

園舎の横には林、近くには泉沢自然の森があり、
草花摘み、虫探し、林の冒険と自然の中で遊び
込める環境にあります。

第２住吉保育園

所在地 豊里2丁目7-7 MAP①　
G-212開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 45人 受入年齢 生後6か月～2歳児
運営者 社会福祉法人　恵愛会

TEL 40-5500 FAX 40-5501
「どの子もみんな素晴らしい」を合言葉に子ども
一人ひとりを見つめられるよう、ふれあいを大切
にした保育を心がけています。

北陽保育園

所在地 北陽1丁目12-2 MAP①　
E-213開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 20人 受入年齢 生後６か月～３歳未満
運営者 特定非営利活動法人 北陽保育園
TEL 23-3975 FAX 25-3975

乳児専門施設として、アタッチメントを大切にし
て人間形成を行い、英語、体育、リトミックを通し
て専門講師により育むのが特色です。

事業所内保育

事業所内の保育所で､従業員の子ど
もと地域の子どもを一緒に保育する
施設です。

申込・問い合わせ先
こども政策課	保育係	 24-0340（直通）

ダイナックスこどもくらぶ

所在地 上長都１０５３-２ MAP①　
C-322開所時間 7:45～19:00

定員 19人 受入年齢 １～５歳児
運営者 株式会社 ダイナックス

TEL 24-3247 FAX 49-2050
少人数制による年齢の異なる子ども同士の保育
を実施しており、子どもに接する時間も多く、成
長をしっかりサポートしています。

千歳みどりの保育園

所在地 大和４丁目３-１１ MAP①　
E-523開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員２５人 受入年齢 1～５歳児
運営者 社会福祉法人 いちはつの会

TEL 49-2288 FAX 40-1166
人と人との関わりを大切に、思いやりや自主性を育みます。
家庭と園の生活のリズムを整えながら、 1日1日を大切に、
出会いや新しい発見を通して子どもの成長を見守ります。

小規模保育 ３歳未満の子どもを対象に、定員６～ 19人以下の比較的小規模な環境で、
きめ細かな保育を実施する事業です。

申込・問い合わせ先
こども政策課	保育係		 24-0340（直通）

ありんこ保育室

所在地 北栄1丁目25-9 MAP①　
F-314開園時間 7：30～18：00

定員 9人 受入年齢 生後43日目～1歳未満
運営者  株式会社 ありんこ舎

TEL 26-3845 FAX 26-3845
家庭的な雰囲気の中で、五感への刺激を大切に
心豊かに成長する事を願い、丁寧な保育を心が
けています。毎日のブログもご覧ください。

こだま保育園

所在地 花園５丁目５-12 MAP①　
G-315開園時間 7：30～18：00

定員 10人 受入年齢 生後43日目～1歳未満
運営者 株式会社 小恵樹

TEL 26-3455 FAX 26-3455
・子どもの最善の利益を守る
・生きる力の基礎を養う
・保護者の方に信頼される豊かな支援

ステップ赤ちゃんる～む

所在地 清流7丁目8-8 MAP①　
F-116開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 9人 受入年齢 生後43日目～1歳未満
運営者 株式会社 ステップ

TEL 27-3582 FAX 27-3636
穏やかな雰囲気の中で子どもの気持ちをしっかり
受け止め、愛情いっぱいに接し、安心・丁寧な保育
を心がけています。ホームページもご覧ください。

さくら保育園

所在地 稲穂1丁目2-5 MAP①　
G-217 開園時間 ７：3０～１８：００(延長有)

定員 18人 受入年齢 生後43日目～3歳未満
運営者 サンリリー株式会社

TEL 23-4811 FAX 23-4813
少人数で手厚い保育をモットーに保育士、看護
師、調理師が子どもたちの成長と発達を手助け
します。

育未保育園

所在地 日の出４丁目３ MAP①　
H-218開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 19人 受入年齢 生後６か月～３歳未満
運営者 株式会社 育未

TEL ２５-３１０９ FAX 25-3109

食育・知育・健康管理を優先し、保護者が安心し
て働ける子育てをしてまいります。

千歳春日保育園ポケット

所在地 春日町２丁目１－９ MAP①　
F-419開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 19人 受入年齢 生後6か月～3歳児未満
運営者 学校法人 浅利教育学園

TEL 27-5535 FAX 27-5030
一人ひとりに合わせ、安全面に十分配慮しながら環境を整え、思い
や要求が満たされる事を通して人への信頼感を持ち、友達へのかか
わりにつながるようにをモットーに、きめ細かな保育を展開します。

ニチイキッズおさつ駅前保育園

所在地 長都駅前１丁目６－１ MAP①　
D-220開園時間 ７：００～１８：００(延長有)

定員 19人 受入年齢 生後57日目～３歳未満
運営者 株式会社 ニチイ学館

TEL ４０-7020 FAX 40-7021
すくすく、わくわく、いきいき 子どもたちが日々の
遊びの中で、学びの中で、「自分」というカラーを見
つけることができる、ニチイ直営の保育園です。

ちとせスマイル保育園

所在地 住吉５丁目１－２４ MAP①　
G-321開園時間 ７：00～18：00(延長有)

定員 18人 受入年齢 生後２か月～３歳未満
運営者 特定非営利活動法人 えにわスマイル保育園

TEL 21-8892 FAX 21-8893
少人数の中で子ども達が、色々な経験体験を通
して、いつも笑顔で楽しく過ごせるように心掛け
ています。

新制度の対象となる施設一覧 の各認定が必要な施設
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新制度の対象外の施設一覧 幼稚園一覧　小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。

企業主導型
保育

（認可外保育施設）

事業者がその従業員に対して提供す
るために設置する保育施設に、「地域
枠」として従業員以外の地域の子ども
を受け入れることが可能な事業です。 

申込・問い合わせ先
直接お申し込みください

資生会ここのみ保育園

所在地 桂木1丁目3-20
開園時間 8：00～19：00

定員 19人（地域枠4人）受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 医療法人 資生会

TEL 40-3030 FAX 40-3030
子どもたち一人一人との関わりを大切にし、心
身ともに健やかな成長ができるよう努めてまい
ります。

ノース・つくし保育園

所在地 新星１丁目３-６
開園時間 7：００～１８：００(延長有)

定員 19人（地域枠7人） 受入年齢 1歳児～5歳児
運営者 セガサミーゴルフエンタテインメント 株式会社

TEL 23-3008 FAX 23-3008 
大自然に囲まれた環境を活用し、様々な遊び体験・
野外活動により、健康な身体作りを目指して参り
ます。

民間認可外
保育所

個人などで子どもを預かる施設で
す。認可保育所とは異なり、保護
者の仕事に関わらず利用でき、保
育のメニューも豊富です。

申込・問い合わせ先
直接お申し込みください

キッズハウス オハナ

所在地 清水町4丁目シェルビル1階
開園時間 ２４時間

定員 昼、夜それぞれ２０人 受入年齢 生後３か月～５歳児
運営者 株式会社キッズハウス オハナ

TEL 42-6818 FAX 42-6818
アットホームな集団生活の中で、季節ごとのイベ
ントを楽しみ、思いやりの気持ちを育てながら、
温かい保育を行っています。

ちびっこランド千歳園

所在地 末広４丁目７-１
 開園時間 7：００～１9：００(早朝・延長有)

定員 100人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 久住 浩文

TEL 27-4332 FAX 29-4033
年齢の異なる子どもとの関わりで思いやりの心
を育み、知育(頭のよい子)徳育(優しい子)体育
(丈夫な子)のバランスのとれた保育をします。

新制度対象外
幼稚園

（私学助成）

くるみ幼稚園

所在地 幸福1丁目847 MAP①　
G-130開園時間 8:00～14:00（預り有）

定員 230人 受入年齢 満3～５歳児
運営者 学校法人 西越学園

TEL 23-4559 FAX 23-4572
自然から学ぶ中で強じんな体、思いやりのある
心、豊かな知性を身につけた、調和的な教育を
志向しています。

千歳青葉幼稚園

所在地 青葉5丁目13-7 MAP①　
H-331開園時間 8:00～14:00（預り有）

定員 180人 受入年齢 満3～５歳児
運営者 学校法人 千歳青葉学園

TEL 23-3998 FAX 23-7412
四季折々の環境を大切に、自然から学ぶ教育と
音楽に親しむとともに、健康で健やかな体づくり
を行っています。

事業所内
保育所

（認可外保育施設）
事業所で、主に従業員のために設
置している保育所です。勤務の都
合に応じた保育を行っています。

申込・問い合わせ先
直接お申し込みください

市立千歳市民病院 院内保育室

所在地 北光2丁目1-1
開園時間 8：00～19：00（延長有り）

定員 40人 受入年齢 生後2か月～5歳児
運営者 千歳市

TEL 24-3000 FAX 24-3005

｢心も体もたくましく育ちあう子ども｣を目標と
し、心身共に健やかな成長を促します。

いずみ保育園

所在地 清流５丁目１-１（北星病院敷地内）
開園時間 8：００～１８：００(延長有)

定員 42人 受入年齢 生後2か月～5歳児
運営者 医療法人社団いずみ会

TEL 24-1121 FAX 23-7085 

職員の雇用安定促進を図るため、児童の健全育成
をめざしてそれを向上させるよう努めています。

夜間保育所
（認可外保育施設）

夜遅い時間に仕事をされている保護
者の子どもを17時から翌日1時まで預
かる施設です。

申込・問い合わせ先
直接お申し込みください

たんぽぽ夜間保育園

所在地 東雲町4丁目7-4
開園時間 17：00～1：00

定員 20人 受入年齢 生後6か月～5歳児
運営者 宮本 ヒロ子

TEL  27-1008 FAX 27-1008
家庭の延長として、安心・安全を心がけて保育し
ます。年間行事から「豊かな心」を、縦割りの中か
ら「思いやりの気持ち」を育てます。

市立認可外保育所  市街地から離れた農業地や観光地の子どもを
4月から12月までの期間に保育する市の施設です。

支笏湖保育所

所在地 支笏湖温泉市民センター内
開所時間 8：00～17：00

定員 30人 受入年齢 おおむね２歳から
運営者 千歳市

TEL 25-2702 FAX 25-2702
豊かな自然の中で、地域の方たちに見守られな
がら、ふれあいを大切にした保育を心がけてい
ます。

東千歳保育所

所在地 幌加731 
開所時間 8：00～17：00

定員 50人 受入年齢 おおむね２歳から
運営者 千歳市

TEL 21-3567 FAX 21-3567
豊かな自然と地域の温かさに包まれた環境の中
で、年齢の異なる子どもとの関わりを大切に、の
びのびと成長する保育を心がけています。

中央保育所

所在地 中央539
開所時間 8：00～17：00

定員 30人 受入年齢 おおむね２歳から
運営者 千歳市

TEL 29-2221 FAX 29-2221
年齢の異なる子どもと過ごす中で相手の思いに
気づき、大切にしゆずり合う事のできる思いやり
の心を育てます。

駒里保育所

所在地 駒里945-10
開所時間 8：00～17：00

定員 30人 受入年齢 おおむね２歳から
運営者 千歳市

TEL 22-6604 FAX 22-6604
恵まれた自然の中で、年齢の異なる子どもとの
関わりを大切にし、心身共に元気で優しく豊かな
人間性を育てる保育を行っています。

申込・問い合わせ先
こども政策課	保育係	 24-0340（直通）

新制度対象
幼稚園

（施設型給付）

千歳幼稚園

所在地 清水町4丁目25 MAP①　
G-424開園時間 8：30～14：00（預り有）

定員 100人 受入年齢 満3～5歳児
運営者 学校法人 千歳栄光学園

TEL 23-2331 FAX 23-4278
キリスト教精神に基づいた保育。縦割りで人間
関係を、年齢別活動で子ども自らが考え取り組
む力を育てます。

メリー幼稚園

所在地 末広5丁目1-6 MAP①　
G-325開園時間 9:30～14:30（預り有）

定員 240人 受入年齢 満3～5歳児
運営者 学校法人 千歳学園

TEL 23-3329 FAX 23-3640
幼児の持つ無限の能力を引き出し、心身の調和
ある発達を目指し、さまざまな体験を通し一人
ひとりの個性を伸ばします。 

第2メリー幼稚園

所在地 富丘4丁目13-20 MAP①　
E-226開園時間  8:30～13:30（預り有）

定員 270人 受入年齢 満3～5歳児
運営者 学校法人 千歳学園

TEL 23-5735 FAX 23-5761
幼児の持つ無限の能力を引き出し、心身の調和
ある発達を目指し、さまざまな体験を通し一人
ひとりの個性を伸ばします。

千歳わかば幼稚園

所在地 富士2丁目5-6 MAP①　
E-327開園時間 8：3０～14：００（預り有）

定員 85人 受入年齢 満3～５歳児
運営者 学校法人 富士学園

TEL 26-0183 FAX 23-9253
自然から学ぶ豊かな体験、専任コーチによる水泳・
体育教育を充実させています。ピアジェ教育・英
語・音楽教室を通じて、学ぶ楽しさを経験します。

第2わかば幼稚園

所在地 勇舞1丁目4-1 MAP①　
D-228開園時間 9:00～14:00（預り有）

定員 190人 受入年齢 満3～５歳児
運営者 学校法人 富士学園

TEL 23-2200 FAX 23-2210
自然から学ぶ豊かな体験、専任コーチによる水泳・
体育教育を充実させています。ピアジェ教育・英
語・音楽教室を通じて、学ぶ楽しさを経験します。

千歳つくし幼稚園

所在地 高台2丁目3-11 MAP①　
F-329開園時間 8:30～15:00（預り有）

定員 265人 受入年齢 満3～５歳児
運営者 学校法人 つくし学園

TEL 23-0203 FAX 22-3097
「全身運動を豊かに」「自然の中での実体験」を教育方針
の柱に、遊びを大事にしながら、しなやかな心・しなやかな
頭・しなやかな体を育むよう、教育活動を行っています。

申込・問い合わせ先
直接お申し込みください

幼稚園の手続きなどは、
新制度でも変わりませんか？?

私立幼稚園では、新制度の対象になる幼稚園と対象にならない幼稚園があります。
平成30年4月現在、市内の幼稚園のうち、くるみ幼稚園と千歳青葉幼稚園を除き、
新制度の対象となっています。利用の手続きや保育料、３歳未満の子どもでも幼稚
園に入ることができる「子育て支援としての２歳児受入」などについては、施設に
よって異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください。
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