
H27.7.21現在

０歳 １・２歳

保育園 公立 若宮保育園 新居浜市新田町一丁目８番３８号 新居浜市 直野　惠子 120 - 70 11 39 0897(32)4194

保育園 公立 新居浜保育園 新居浜市泉宮町７番１１号 新居浜市 久枝　泰子 120 - 89 5 26 0897(32)3624

保育園 公立 金子保育園 新居浜市久保田町一丁目３番１３号 新居浜市 林　美和子 90 - 60 5 25 0897(32)3091

保育園 公立 高津保育園 新居浜市松の木町３番１２号 新居浜市 高橋　文恵 90 - 60 4 26 0897(32)2032

保育園 公立 垣生保育園 新居浜市垣生四丁目２番２５号 新居浜市 村上　文子 60 - 40 3 17 0897(45)0401

保育園 公立 多喜浜保育園 新居浜市多喜浜五丁目４番５３号 新居浜市 堀田　好江 120 - 80 6 34 0897(45)0362

保育園 公立 東田保育園 新居浜市東田一丁目甲１２１５番地１ 新居浜市 辻本美恵子 120 - 80 5 35 0897(41)7576

保育園 公立 船木保育園 新居浜市船木甲４３１９ 新居浜市 赤木　洋子 80 - 60 5 15 0897(41)6008

保育園 公立 角野保育園 新居浜市中筋町二丁目４番２３号 新居浜市 山中　玲子 60 - 45 5 10 0897(41)7238

保育園 公立 大生院保育園 新居浜市大生院３４４番地１ 新居浜市 高橋千代理 120 - 80 5 35 0897(41)7232

保育園 私立 朝日保育園 新居浜市新須賀町三丁目４番５号
公益財団法人

新居浜市民共済会
合田　史宣 90 - 60 6 24 0897(32)4647

保育園 私立 みなと保育園 新居浜市港町１５番３８号
社会福祉法人
みなと保育園

多田羅弘美 100 - 60 10 30 0897(32)3225

保育園 私立 十全保育園 新居浜市西原町二丁目３番１２号
社会福祉法人

三恵会
小野　千代 120 - 70 14 36 0897(33)3055

保育園 私立 新居浜八雲保育園 新居浜市八雲町２番１４号 社会福祉法人
新居浜社会福祉事業協会

伊藤　智子 150 - 90 12 48 0897(32)5604

保育園 私立 ルンビニ乳幼児保育園 新居浜市東雲町三丁目２番２号
社会福祉法人

愛生会
合田　明子 60 - 25 9 26 0897(33)2026

保育園 私立 さくら乳児園 新居浜市桜木町１１番２１号
社会福祉法人

桜花会
菅　　幸廣 30 - - 10 20 0897(35)1381

保育園 私立 新居浜南沢津保育園 新居浜市高津町１２番５８号 社会福祉法人
新居浜社会福祉事業協会

越智志津香 160 - 132 8 20 0897(32)9654

保育園 私立 ミドリ保育園 新居浜市八幡二丁目４番６９号
社会福祉法人

八幡会
久米　　泰 120 - 85 6 29 0897(33)3789

保育園 私立 めぐみ保育園 新居浜市田の上三丁目１番５３号
社会福祉法人

愛生会
井田　仁美 120 - 84 3 33 0897(46)1414

保育園 私立 泉川保育園 新居浜市松原町１１番１５号
社会福祉法人

立石会
西原　　審 120 - 65 15 40 0897(41)7211

保育園 私立 新田保育園 新居浜市角野新田町三丁目１２番５１号
社会福祉法人

角野新田福祉会
田中　真澄 90 - 60 6 24 0897(41)5401

保育園 私立 みどり園保育所 新居浜市喜光地町二丁目６番８号
社会福祉法人

角野町みどり園
松本富美子 200 - 120 20 60 0897(41)5031

保育園 私立 すみれ保育園 新居浜市土橋二丁目１３番１６号
社会福祉法人

勇仁会
合田　幸広 110 - 65 13 32 0897(41)5039

保育園 私立 新居浜上部乳児保育園 新居浜市中村二丁目８番４９号 社会福祉法人
新居浜社会福祉事業協会

秋山佐久子 60 - 20 13 27 0897(41)1339

保育園 私立 中萩保育園 新居浜市中萩町６番１６号
社会福祉法人

三恵会
高橋　益佳 140 - 86 15 39 0897(41)7233

保育園 私立 新居浜萩生保育園 新居浜市萩生１０９１番地１ 社会福祉法人
新居浜社会福祉事業協会

星加みどり 90 - 63 3 24 0897(40)0422

幼稚園 公立 王子幼稚園 新居浜市王子町２番２号 新居浜市 髙橋ひとみ 280 98 - - - 0897(32)4815

幼稚園 公立 神郷幼稚園 新居浜市郷三丁目８番１６号 新居浜市 木下　直子 200 62 - - - 0897(45)0170

認定
こども園

幼稚園型 認定こども園泉幼稚園 新居浜市王子町４番３０号 学校法人泉学園 八子美代子 200 120 40 3 17 0897(32)4088

地域型保
育事業所

小規模
保育

かがやき保育園 新居浜市西原町２番２号 代表者　明比　清美 明比　清美 15 - - 3 12 0897(31)5535

地域型保
育事業所

小規模
保育

ちびっこワールドにいはま園 新居浜市船木甲２４０４番地１
一般社団法人

にいはま未来の星
代表理事　星加　三枝

星加　三枝 19 - - 5 14 0897(47)0418

地域型保
育事業所

事業所
内保育

すいよう会事業所内保育施
設ひまわり乳児園

新居浜市郷三丁目１６番１２号
社会福祉法人すいよう会
理事長渡辺由美子

廣瀬　菜美 24 - - 7 17 0897(67)1281

地域型保
育事業所

事業所
内保育

こども園みるみる 新居浜市西原町一丁目１番６２号
株式会社ソール

代表取締役　髙橋　千昭
伊藤　徳子 9 - - 3 6 0897(37)1911
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