
一時保育事業実施施設一覧

区 施設名 所在地 電話番号 受入れ年齢 最寄停留所等

内山保育園 千種区豊年町15-12 722-0293 6ヶ月から 地下鉄：今池

希望ヶ丘保育園 千種区希望ヶ丘2-3-28 751-5050 産休あけから 地下鉄：自由ヶ丘

千草こども園 千種区下方町3-3-1 722-2648 6ヶ月から 市バス：上野公園

きたちくさ保育園 千種区萱場二丁目6番23号 090-4851-1897 産休あけから 市バス：萱場

清瀧保育園 東区白壁2-5-7 951-7463 12ヶ月から 市バス：清水口

やだ保育園 東区矢田三丁目3-44 768-7070 産休あけから 地下鉄：ナゴヤドーム前矢田

川中保育園 北区中切町2-64-1 914-9607 6ヶ月から 市バス：中切町4

めいほく保育園 北区上飯田南町5-52-2 911-1627 産休あけから 市バス：御成通3

新生東志賀保育園 北区志賀町5-2 080-6956-8875 6ヶ月から 市バス：黒川本通4丁目

新生さくら保育園 北区五反田町295 901-0073 6ヶ月から 市バス：新川中橋

平田保育園 西区平出町87 501-8820 産休あけから 市バス：平田

新生保育園 西区天神山町3-7 090-1821-6847 6ヶ月から 市バス：葭原町　地下鉄：浄心駅

幼保連携型認定こども園　寺子屋大の木 西区大野木二丁目135

あかつき保育園 西区上名古屋四丁目13-32 531-0928 産休あけから 市バス：西ハサバ

うきの風の子保育園 西区浮野町97-93 505-9550 産休あけから 市バス：平田住宅

日吉保育園 中村区千成通3-13 482-1171 6ヶ月から 市バス：千成通4

永信保育園 中村区名駅2-37-1 571-0924 産休あけから
地下鉄、ＪＲ：名古屋
名鉄：名鉄名古屋

けやきの木保育園 中村区亀島一丁目5‐37 454-3733 産休あけから 地下鉄：亀島

保育室くれよん★ 中村区大秋町1-1 483-0620 産休あけから2歳 地下鉄：本陣

中島ひまわり保育室★ 中村区中島町2-30-1 462-9111 産休あけから2歳 地下鉄：中村区役所

大池保育園 中区千代田二丁目4-25 251-3945 6ヶ月から 地下鉄：上前津

かわらまち保育園 中区金山一丁目2-27 323-2650 6ヶ月から 地下鉄、JR、名鉄：金山

駒方保育園 昭和区駒方町3-1 831-8304 産休あけから 地下鉄：川名

いりなか保育園 昭和区滝川町93-1 875-7786 12ヶ月から
地下鉄：いりなか
地下鉄：八事

池内わらべ保育園 昭和区明月町3-6-2 853-3820 産休あけから 地下鉄：御器所

キッズガーデン八事★ 昭和区山里町66-2 893-7560 産休あけから2歳 地下鉄：八事日赤

たんぽぽ保育園 瑞穂区洲山町3-44 841-0902 産休あけから 地下鉄：新瑞橋

中山保育園 瑞穂区中山町2-27-2 851-2414 産休あけから 地下鉄：桜山

小規模保育事業所コッコちゃんルーム★ 瑞穂区田辺通四丁目25 836-7090 12ヶ月から2歳 地下鉄：瑞穂運動場東

認定こども園　日比野保育園 熱田区大宝三丁目5-9 682-0081 6ヶ月から 地下鉄：日比野

乳児保育　六番町園★ 熱田区六番二丁目8-20 364-8765 6ヶ月から2歳 地下鉄：六番町

打出保育園 中川区打出2-26 362-5728 産休あけから 市バス：打出町

篠原保育園 中川区上脇町2-10 304-8057 産休あけから 市バス：野立橋

千音寺すみれこども園 中川区富田町千音寺赤星裏4559 432-3131 6ヶ月から 市バス：千音寺

緑ヶ丘保育園 中川区松年町2-57 661-0085 8ヶ月から 市バス：中野新町

おひさまこどもえん 中川区富田町大字榎津字西ナコラ295-5 364-8787 6ヶ月から JR：春田、近鉄：伏屋

認定こども園いしん保育園 港区惟信町2-28-1 382-2523 6ヶ月から 市バス：惟信町

愛名保育園 港区七番町五丁目3番地 653-6016 6ヶ月から 地下鉄：東海通

たからうらこども園 港区多加良浦町5-25 381-5588 6ヶ月から 市バス：多加良浦

名古屋ドレミこども園 港区秋葉二丁目110 302-8833 6ヶ月から 市バス：南陽町

菜の花保育園 南区三吉町6-17 612-8859 産休あけから 市バス：要町

笠寺幼児園 南区笠寺町字大門63 811-2883 産休あけから 市バス：笠寺西門

和進館保育園 守山区長栄20-10 791-2808 産休あけから 名鉄：瓢箪山

なえしろ保育園 守山区野萩町2-61 793-1213 産休あけから 名鉄：喜多山

めだか保育園 守山区弁天が丘1106 737-8555 産休あけから 名鉄：大森・金城学院前

幼保連携型認定こども園　スカイ 守山区桔梗平1丁目408-1 739-1112 6ヶ月から ゆとリーとライン：吉根口

よつ葉こども園 守山区瀬古一丁目220-2 795-1588 6ヶ月から 市バス：三階橋北

ふたばみのり園 守山区小幡二丁目10-18 793-0535 12ヶ月から 市バス：小幡ヶ原

大高保育園 緑区大高町字向山16 624-2233 6ヶ月から ＪＲ：大高駅

鳴海保育園 緑区鳴海町字作町84 623-6833 産休あけから 名鉄：鳴海

マナ保育園 緑区大高町字殿山1-1 629-6686 6ヶ月から ＪＲ：南大高駅

しおみが丘保育園 緑区潮見が丘一丁目48-1 680-7225 産休あけから 市バス：緑市民病院

くまのまえ保育園 緑区兵庫一丁目1610 877-9022 産休あけから 市バス：神の倉

猪子石第一保育園 名東区つつじヶ丘201 771-7771 6ヶ月から 市バス：山ノ田

うめもりざか保育園 名東区梅森坂四丁目102 702-8821 産休あけから 市バス：梅森荘

名東保育園 名東区高間町135 701-2644 産休あけから 市バス：西山住宅

ステラ保育園 名東区猪子石三丁目118 777-3911 産休あけから 市バス：猪子石一丁目

陽だまりこども園 名東区高針二丁目1801-1 701-0027 産休あけから 市バス：高針

ポピンズナーサリースクール名東 名東区亀の井二丁目269 753-3615 6ヶ月から3歳 地下鉄：一社

天白保育園 天白区島田三丁目110 801-0433 12ヶ月から 市バス：島田

いぶき保育園 天白区植田山三丁目1007 789-0551 6ヶ月から 市バス：焼山橋

あおぞら保育園 天白区中平一丁目1902 802-9873 12ヶ月から 地下鉄：原

島田子供の家★ 天白区高坂町340 802-5255 産休あけから2歳 市バス：高坂

ラベンダー原保育室★ 天白区原一丁目1705　1F 755-4340 6ヶ月から2歳 地下鉄：原

★…小規模保育事業所で実施する一時保育事業の受入れ年齢については、2歳児（満3歳に達する3月31日まで）まで
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(令和4年4月1日以降）
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西 501-1409 6ヶ月から 地下鉄：庄内緑地公園(受入：幼保連携型認定こども園寺子屋大の木分園木もれ陽園)
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