
教育・保育提供区域案別 教育・保育施設等一覧（平成２６年４月１日現在）

1 篠井保育園
2
3 山王幼稚園 徳次郎保育園
4
1 あおば幼稚園 野沢保育園 宇都宮第一病院(事)
2
3 駒生幼稚園 星花幼児園 大谷保育園 鷲谷病院(事)
4 能満寺幼稚園
5
6 認定しらゆりこども園 （しらゆり幼稚園） （だいすきしらゆり保育園） 西が岡保育園 栃木医療センター(事)
7 柿の木幼稚園 あゆみ北保育園 ちびっこランド宇都宮細谷園

8 報徳会幼稚園 宝木保育園 ヤクルト東宝木(事)
9 みちおせ保育園 ヤクルト細谷(事)
10
1 さくら認定こども園 （さくら幼稚園） （さくらベビースクール） 泉が丘保育園 宇都宮中央病院(事)
2 認定うつのみやこども園 （石川幼稚園） （東うつのみや保育園） 今泉第二保育園 皆藤病院(事)
3 愛隣幼稚園 あさひの保育園 松原保育園 堯舜幼稚舎
4 さくらんぼ幼稚園 あゆみ保育園 キッズアンジェリー
5 作新学院幼稚園 今泉保育園 コアラハウス
6 清愛幼稚園 宇大まなびの森保育園 ３匹のこぶた
7 静和幼稚園 宇都宮保育園 託児室カンガルー
8 八幡台幼稚園 うめばやし保育園 託児室といず
9 松ヶ峰幼稚園 オリーブ保育園 託児室ニコニコ
10 みどり幼稚園 けいほう保育園 託児所momo
11 みゆき幼稚園 住吉保育園 チャイルドランド駅東
12 めぐみ幼稚園 住吉第二保育園 チャイルドランド東武駅前
13 ゆたか幼稚園 ナーサリースクールとまつり 中山会(宇都宮記念病院)(事)

14 バンビーニゆめ 平松チャイルドスクール
15 平松保育園 フレンドキッズ保育園
16 二葉幼児園 ヤクルト県庁前(事)
17 不動前保育園 ヤクルト桜並木(事)
18 まなびの森あずま保育園 ヤクルト東簗瀬(事)
19 御幸保育園 ヤクルトマロニエ(事)
20 弥生保育園 リトルワンズ
21 陽西保育園
22
23
1 認定こども園Hinooka Preschool （陽の丘幼稚園） （ひのおか保育園） 竹林保育園 済生会宇都宮病院(事)
2 みふみ幼稚園 ありんこ保育園 ヤクルト岩曽(事)
3 岩曽保育園
4 しらとり保育園
5 つながるほいくえん御幸が原

6 希望保育園
7 バンビーニとよさと
8 ひばり保育園
9
10 岡本幼稚園 さくら保育園 なかよし保育園 慈啓会(事)
11 釜井台幼稚園 つながるほいくえん釜井台 国立宇都宮病院(事)
12 ひまわり保育園 藤井脳神経外科病院(事)
13 ゆりかごきっず
14 ゆりかご保育園
15
1 上河内幼稚園 ゆうゆう保育園 ゆずのこ保育園 ヤクルト柚子の里(事)
2
1 清原ミドリ幼稚園 清原保育園 日本たばこ産業(事)
2 太陽幼稚園 第二ミドリ保育園 ヤクルト清原台(事)
3 マリア幼稚園 太陽と青空保育園
4 東石井保育園
5 ミドリ保育園
6
7 認定こども園さくらが丘 （さくらが丘幼稚園） （さくらが丘保育園） 石井保育園 宇都宮東病院(事)
8 鬼怒川台幼稚園 東峰保育園 チャイルドランドベルモール

9 平出むつみ幼稚園 まつぼっくり保育園 ママくまさんの託児室
10 平出幼稚園
11
1 みずほ幼稚園 瑞穂野保育園 ヤクルトちびっこ(事)
2
3 認定しぜんこども園 （風と緑の幼稚園） （かぜとみどりのナーサリー） 倉持病院(事)
4 恵光幼稚園 上横田よつば保育園 新直井病院(事)
5
1 さかえ認定こども園 （さかえ幼稚園） （さかえ保育園） 西部保育園 ハヤブサドットコム(事)
2 あつみ幼稚園 グリーンナーサリー
3 中鶴田幼稚園 こばと保育園
4 まこと幼稚園 しらゆり幼児園
5 姿川保育園
6 つくし保育園
7 つるた保育園
8 ハートフルナーサリー
9
10 伊東文化幼稚園 江曽島保育園 東浦保育園 宇都宮南病院(事)
11 陽南第二幼稚園 すみれ保育園 がんセンター(事)
12 陽南幼稚園 つばさ保育園 ひまわり保育ルーム
13 みなみ保育園 ＢＰＲ学院
14 報徳会宇都宮病院(事)
15 ヤクルト陽光(事)
16 認定すずめこども園 （すずめ幼稚園） （すずめ保育園） 北雀宮保育園 社会保険病院(事)
17 さつき幼稚園 小羊保育園 ヤクルト雀宮(事)
18 聖末広幼稚園 雀宮保育園ステラ
19 聖幼稚園 たんぽぽ保育園

※１　(　)内の園名については，認定こども園を構成する幼稚園，保育所名

※２　(事)：事業所内保育施設
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⑥

⑦

⑧

篠井・富屋

国本・宝木・城山

本庁

豊郷・河内

上河内

姿川・陽南・雀宮

瑞穂野・横川

平石・清原

区域案 私立幼稚園（※１）
認可外保育施設

（※２）
認定こども園行政区 公立保育所No

国本 818 24.246

宝木 1,782

①

②

篠井 75 26.577

富屋 191 17.003

私立保育所（※１）
0～5歳児人口

(H26.3.31) 面積
(k㎡)

6.890

城山 1,218 39.439

本庁 6,764 26.370

511 56.960

豊郷 2,345 24.644

河内 1,817 47.720

瑞穂野 840 19.523

1,622 21.120

清原 1,706 42.078

平石

上河内

横川 2,584 18.553

姿川 3,369 23.842

雀宮 2,262 18.002

陽南 1,067 3.873

参考資料２ （資料２  関係） 


