
○キッズゾーンを設定する園
NO 区分 園名

1 保育所 ⻄部保育園
2 保育所 ⼤⾕保育園
3 保育所 泉が丘保育園
4 保育所 ⽯井保育園
5 保育所 ⽵林保育園
6 保育所 松原保育園
7 保育所 北雀宮保育園
8 保育所 東浦保育園
9 保育所 なかよし保育園

10 保育所 ゆずのこ保育園
11 保育所 宇都宮保育園
12 保育所 宝⽊保育園
13 保育所 ナーサリースクールとまつり
14 保育所 ⼆葉幼児園
15 保育所 住吉保育園
16 保育所 うめばやし保育園
17 保育所 弥⽣保育園
18 保育所 徳次郎保育園
19 保育所 オリーブ保育園
20 保育所 篠井保育園
21 保育所 平松保育園
22 保育所 平松保育園の分園 ココロミ保育園 ⾃然の森公園前
23 保育所 みちおせ保育園
24 保育所 星花幼児園
25 保育所 御幸保育園
26 保育所 江曽島保育園
27 保育所 つくし保育園
28 保育所 バンビーニゆめ
29 保育所 つるた保育園
30 保育所 東峰保育園
31 保育所 陽⻄保育園
32 保育所 しらゆり幼児園
33 保育所 姿川保育園
34 保育所 野沢保育園
35 保育所 岩曽保育園
36 保育所 東⽯井保育園
37 保育所 まつぼっくり保育園
38 保育所 けいほう保育園
39 保育所 瑞穂野保育園
40 保育所 すみれ保育園
41 保育所 バンビーニとよさと
42 保育所 たんぽぽ保育園
43 保育所 清原保育園
44 保育所 ミドリ保育園
45 保育所 ありんこ保育園
46 保育所 こばと保育園
47 保育所 つばさ保育園



48 保育所 ひばり保育園
49 保育所 第⼆ミドリ保育園
50 保育所 今泉保育園
51 保育所 住吉第⼆保育園
52 保育所 希望保育園
53 保育所 ハートフルナーサリー
54 保育所 ⼩⽺保育園
55 保育所 星⾵会雀宮保育園ステラ
56 保育所 宇都宮⼤学まなびの森保育園
57 保育所 宇都宮⼤学まなびの森保育園（分園）
58 保育所 あゆみ保育園
59 保育所 まなびの森あずま保育園
60 保育所 ひまわり保育園
61 保育所 さくら保育園
62 保育所 ゆりかご保育園
63 保育所 ゆりかごきっずなーさりーすくーる
64 保育所 ゆうゆう保育園
65 保育所 しらとり保育園
66 保育所 グリーンナーサリー
67 保育所 みなみ保育園
68 保育所 あゆみ北保育園
69 保育所 不動前保育園
70 保育所 あさひの保育園
71 保育所 太陽と⻘空保育園
72 保育所 つながるほいくえん釜井台
73 保育所 上横⽥よつば保育園
74 保育所 つながるほいくえん御幸が原
75 保育所 ⻄が岡保育園
76 保育所 ひのおか保育園
77 保育所 ようとう保育園
78 保育所 ゆいの杜保育園
79 保育所 上横⽥よつば保育園分園みつば保育園
80 保育所 ひので保育園
81 保育所 希望保育園分園やまびこ保育園
82 保育所 ゆいの杜保育園分園ゆいの杜テクノ保育園
1 認定こども園 認定しらゆりこども園
2 認定こども園 認定こども園Hinooka Preschool 陽の丘幼稚園
3 認定こども園 さかえ認定こども園
4 認定こども園 さくら認定こども園 さくら幼稚園
5 認定こども園 認定すずめこども園
6 認定こども園 認定うつのみやこども園 東うつのみや保育園
7 認定こども園 ⾵と緑の認定こども園
8 認定こども園 認定こども園さくらが丘
9 認定こども園 認定みどりこども園

10 認定こども園 みふみ認定こども園
11 認定こども園 認定こども園駒⽣幼稚園
12 認定こども園 ⼭王認定こども園
13 認定こども園 ⼋幡台認定こども園
14 認定こども園 認定こども園平出むつみ幼稚園
15 認定こども園 認定こども園まこと幼稚園



16 認定こども園 認定こども園あつみ幼稚園
17 認定こども園 認定こども園さくらんぼ幼稚園
18 認定こども園 ひじり認定こども園
19 認定こども園 認定こども園釜井台幼稚園
20 認定こども園 認定こども園清愛幼稚園
21 認定こども園 認定こども園伊東⽂化幼稚園
1 地域型保育 あかばね家庭的保育所
2 地域型保育 ⾒⽬家庭的保育所
3 地域型保育 おのでら家庭的保育所
4 地域型保育 ⼾井⽥家庭的保育所
5 地域型保育 加藤家庭的保育所
6 地域型保育 近藤家庭的保育所
7 地域型保育 たかはし家庭的保育所
8 地域型保育 やまざき家庭的保育所
9 地域型保育 森家庭的保育所

10 地域型保育 冨⼭家庭的保育所
11 地域型保育 保育所どんぐり
12 地域型保育 地域型保育施設 インターパーク保育園
13 地域型保育 地域型保育施設 ママくまさんの託児室
14 地域型保育 第四ミドリ保育園
15 地域型保育 こばと第⼆保育園
16 地域型保育 ひよこ保育園
17 地域型保育 きらら保育園宇都宮針ヶ⾕
18 地域型保育 クオーレ
19 地域型保育 ニチイキッズ元今泉保育園
20 地域型保育 ころぼっくるの森保育園
21 地域型保育 しらとり第⼆保育園
22 地域型保育 リトル・ワンズ保育園
23 地域型保育 ココカラ上桑島
24 地域型保育 さくらベビースクール
25 地域型保育 きらら保育園宇都宮さくら
26 地域型保育 やなぎた保育園
27 地域型保育 あい・あい保育園
28 地域型保育 ほのぼの保育園
29 地域型保育 とちの葉保育園
30 地域型保育 ひまわりソレイユ保育園
31 地域型保育 ナーサリーにここ
32 地域型保育 ⼩規模保育ぺたぺた
33 地域型保育 ようさいリトル
34 地域型保育 御幸すだち保育園
35 地域型保育 ゆめキララ。保育園ゆいの杜
36 地域型保育 太陽と虹空保育園
37 地域型保育 ひばり第⼆保育園
38 地域型保育 北綜警保育センターまもるーむ不動前
39 地域型保育 クローバ保育園
40 地域型保育 陽南わかば保育園
41 地域型保育 やいた保育園
42 地域型保育 ひのおか森のナーサリー
43 地域型保育 ゆめキララ。保育園ひらいで
44 地域型保育 地域型保育施設 うつのみやなでしこ保育園



45 地域型保育 北綜警託児センター「まもるーむ」
46 地域型保育 このみ保育園
47 地域型保育 みらいの森保育園
48 地域型保育 とちのみ保育園
1 認可外保育施設 堯舜国際幼稚舎
2 認可外保育施設 森のくまさんの託児室

3 認可外保育施設
まちの保育園 キッズアンジェリー＆寺⼦塾こどもの
杜

4 認可外保育施設 BABY＆KIDS NIKONIKO
5 認可外保育施設 託児所カンガルー
6 認可外保育施設 アイエルワイ国際幼児園
7 認可外保育施設 なかよし保育所
8 認可外保育施設 やちよ保育園
9 認可外保育施設 すくすくがーでん

10 認可外保育施設 すまいるキッズ
11 認可外保育施設 ニチイキッズ星が丘通り保育園
12 認可外保育施設 ばなな保育園
13 認可外保育施設 りすの森保育園
14 認可外保育施設 シグナリオキッズ
15 認可外保育施設 グッドチャイルド保育園
16 認可外保育施設 なないろつむぎ保育園
17 認可外保育施設 宇都宮インターナショナルクリスチャンスクール
18 認可外保育施設 マロニエ保育園
19 認可外保育施設 キッズランド
20 認可外保育施設 宇都宮中央病院院内保育所
21 認可外保育施設 宇都宮病院保育室
22 認可外保育施設 このみ保育園
23 認可外保育施設 宇都宮第⼀病院院内保育所
24 認可外保育施設 新直井病院託児所
25 認可外保育施設 鷲⾕病院付属わしや保育園
26 認可外保育施設 ちびっこはうす
27 認可外保育施設 御本丸・県庁前託児所
28 認可外保育施設 桜並⽊保育所
29 認可外保育施設 東簗瀬託児所
30 認可外保育施設 マロニエ託児所
31 認可外保育施設 清原台託児所
32 認可外保育施設 岩曽託児所
33 認可外保育施設 雀宮保育所
34 認可外保育施設 東宝⽊託児所
35 認可外保育施設 陽光託児所
36 認可外保育施設 北関東⼯場保育所
37 認可外保育施設 藤井脳神経外科病院院内保育室
38 認可外保育施設 託児室さくら



39 認可外保育施設 倉持病院院内保育室
40 認可外保育施設 ハヤブサキッズ
41 認可外保育施設 うきうき こども館
42 認可外保育施設 院内保育所 うつのみやなでしこ保育園
43 認可外保育施設 ホテルルートイン宇都宮ゆいの杜
44 認可外保育施設 ちびっこの保育園
45 認可外保育施設 りあんfun room
46 認可外保育施設 託児所きらきら宇都宮
1 児童発達⽀援事業所 はぴねす
2 児童発達⽀援事業所 宇都宮市⼦ども発達センター若葉園
3 児童発達⽀援事業所 宇都宮市⼦ども発達センターかすが園
4 児童発達⽀援事業所 あいサポートチューリップ
5 児童発達⽀援事業所 運動学習指導教室トータスジュニア
6 児童発達⽀援事業所 ハッピーテラス南宇都宮教室
7 児童発達⽀援事業所 こぱんはうすさくら下⼾祭教室
8 児童発達⽀援事業所 運動療育センター こどもプラス宇都宮
9 児童発達⽀援事業所 うりずん

10 児童発達⽀援事業所 エスポワール
11 児童発達⽀援事業所 グローバルキッズメソッド９
12 児童発達⽀援事業所 星空キッズジム宇都宮
13 児童発達⽀援事業所 パレット
14 児童発達⽀援事業所 ピルエット
15 児童発達⽀援事業所 こどもサポート教室「きらり」宇都宮校
16 児童発達⽀援事業所 フレンズジム南宇都宮
17 児童発達⽀援事業所 こどもサークル宇都宮
18 児童発達⽀援事業所 サニーハート
19 児童発達⽀援事業所 こぱんはうすさくら下荒針教室
20 児童発達⽀援事業所 グローバルキッズメソッド１７
21 児童発達⽀援事業所 グローバルキッズメソッド１８
22 児童発達⽀援事業所 Ｓｐａｒｋさつき
23 児童発達⽀援事業所 運動療育センター こどもプラス宇都宮北

24 児童発達⽀援事業所
栃⽊県⽴リハビリテーションセンター
こども発達⽀援センター

25 児童発達⽀援事業所 グローバルキッズメソッド２１
26 児童発達⽀援事業所 こどもサポート教室「きらり」宇都宮海道校
27 児童発達⽀援事業所 フレンズジム滝⾕
28 児童発達⽀援事業所 フレンズ東町
29 児童発達⽀援事業所 グローバルキッズメソッド２７
30 児童発達⽀援事業所 ちゃれんじ細⾕店
31 児童発達⽀援事業所 クローバルキッズメソッド２８
32 児童発達⽀援事業所 クローバルキッズメソッド２９
33 児童発達⽀援事業所 ソフィアキッズ教室
34 児童発達⽀援事業所 サニーハート岩曽
1 幼稚園 ⽯川幼稚園
2 幼稚園 中鶴⽥幼稚園
3 幼稚園 平出幼稚園
4 幼稚園 太陽幼稚園
5 幼稚園 恵光幼稚園
6 幼稚園 上河内幼稚園


