
所在市町村 施設名 所在地 電話番号
賀露保育園 鳥取市賀露町北2丁目2-15 0857-28-1344
美保保育園 鳥取市吉成2丁目13-8 0857-22-6291
みたから保育園 鳥取市寿町501 0857-22-4245
富桑保育園 鳥取市行徳3丁目705-1 0857-22-6209
倉田保育園 鳥取市八坂169-1 0857-53-1373
大正保育園 鳥取市古海331-8 0857-22-6289
美和保育園 鳥取市上味野545 0857-53-2645
湖南保育園 鳥取市松原419-2 0857-57-0116
白ゆり保育園 鳥取市面影1丁目8-16 0857-22-5712
豊実保育園 鳥取市野坂927 0857-22-4974
白兎保育園 鳥取市伏野193-5 0857-59-1144
城北保育園 鳥取市松並町2丁目305 0857-24-3833
千代保育園 鳥取市江津730 0857-23-7049
みやこ保育園 鳥取市国府町中郷895 0857-24-8530
さつき保育園 鳥取市国府町谷15-2 0857-24-8529
福部保育園 鳥取市福部町海士345-1 0857-75-2053
河原保育園 鳥取市河原町長瀬４８－１ 0858-85-2750
西郷保育園 鳥取市河原町牛戸13-1 0858-85-2633
散岐保育園 鳥取市河原町佐貫755-6 0858-85-1788
社保育園 鳥取市用瀬町安蔵887-1 0858-87-2325
用瀬保育園 鳥取市用瀬町用瀬831-2 0858-87-2657
大村保育園 鳥取市用瀬町鷹狩32-1 0858-87-2943
さじ保育園 鳥取市佐治町古市130-1 0858-88-0850
ひかり保育園 鳥取市気高町宝木937 0857-82-0508
浜村保育園 鳥取市気高町八幡３８８－１ 0857-82-0101
こじか保育園 鳥取市鹿野町鹿野583-3 0857-84-2251
すくすく保育園 鳥取市青谷町青谷604 0857-85-0430
鳥取あすなろ保育園 鳥取市江津571－2 0857-23-3565
久松保育園 鳥取市東町1丁目208 0857-36-3636
賀露みどり保育園 鳥取市賀露町南4丁目10-3 0857-28-1278
さとに保育園 鳥取市里仁27 0857-28-4392
湖山保育園 鳥取市湖山町南1丁目825 0857-28-1573
鳥取みどり園 鳥取市立川町5丁目417 0857-22-2662
のぞみ保育園 鳥取市数津94-8 0857-53-4250
よねさと保育園 鳥取市中大路49-1 0857-53-0411
かんろ保育園 鳥取市立川町六丁目172 0857-22-6529
むつみ保育園 鳥取市二階町4丁目201 0857-22-5004
めぐみ保育園 鳥取市吉方町1丁目201 0857-27-1310
わかば台保育園 鳥取市若葉台南２丁目205-2 0857-52-6126
わかば保育園 鳥取市吉方温泉1丁目322 0857-22-2559
松保保育園 鳥取市布勢91-1 0857-28-0474
津ノ井保育園 鳥取市南栄町17 0857-51-8227
浜坂保育園 鳥取市浜坂6丁目4-18 0857-27-7878
さくら保育園 鳥取市桜谷347 0857-23-4818
ひかりのこ保育園 鳥取市湖山町北3丁目405番地 0857-28-3101
はっぴぃ保育園 鳥取市的場151番地 0857-51-8780
おひさま保育 鳥取市西品治856番地 0857-25-5525
稲葉保育園 鳥取市滝山449-1 0857-26-5656　
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東保育園 米子市博労町3丁目41 0859-22-5695
西保育園 米子市錦町3丁目92-7 0859-22-5693
南保育園 米子市陽田町45 0859-22-5697
すみれ保育園 米子市愛宕町15-1 0859-22-5691
彦名保育園 米子市彦名町4500-36 0859-29-0835
崎津保育園 米子市大崎1444 0859-28-8381
小鳩保育園 米子市大篠津町758-1 0859-28-8210
富益保育園 米子市富益町628 0859-28-8228
春日保育園 米子市上新印238 0859-27-0850
こたか保育園 米子市尾高566 0859-27-1020
あがた保育園 米子市福万363-4 0859-27-1886
ねむの木保育園 米子市錦町3丁目77 0859-34-2695
淀江保育園 米子市淀江町淀江480-3 0859-56-3678
大和保育園 米子市淀江町中間586-2 0859-56-2203
宇田川保育園 米子市淀江町中西尾224-2 0859-56-2087
キッズタウンかみごとう保育園 米子市両三柳1400 0859-30-0111
キッズタウン第2保育園 米子市両三柳1400 0859-30-0111
キッズタウンさくら保育園 米子市兼久606-3 0859-26-2692
あゆみ保育園 米子市両三柳2406-3 0859-33-8616
保育園ベアーズ 米子市榎原1889-6 0859-39-7100
仁慈保幼園 米子市東町456 0859-34-3267
米子聖園マリア園 米子市東倉吉町142 0859-34-3054
ゆりかご保育園 米子市皆生6丁目4-21 0859-33-2368
かいけわかば園 米子市皆生温泉2丁目8-47 0859-22-3776
巌保育園 米子市蚊屋291-11 0859-27-0806
五千石保育園 米子市八幡715-1 0859-26-0130
福生保育園 米子市上福原2-2-1 0859-33-5707
河崎保育園 米子市河崎394-3 0859-29-4633
和田保育園 米子市和田町3271-6 0859-28-8319
福米保育園 米子市西福原8丁目2-10 0859-33-1604
成実保育園 米子市石井95-3 0859-26-1855
加茂保育園 米子市両三柳4612 0859-29-4329
住吉保育園 米子市旗ヶ崎5丁目18-10 0859-29-2947
車尾保育園 米子市車尾南1-13-13 0859-32-2454
のぞみ保育園 米子市和田町2002-1 0859-25-1910
いづみ保育園 米子市上福原1379-1 0859-33-8985
わかば園 米子市加茂町2丁目211 0859-22-3774
ひばり保育園 米子市上福原5-13-78 0859-33-6166
夜見保育園 米子市夜見町1679-8 0859-29-0927
えんぜる保育園 米子市旗ヶ崎一丁目3－10 0859-33-8550
よどえババール園 米子市淀江町佐陀2169 0859-56-5268
かいけすまいる保育園 米子市新開四丁目14－11 0859-22-1440
倉吉西保育園 倉吉市余戸谷町2970-1 0858-22-2687
西郷保育園 倉吉市下余戸129-1 0858-26-2646
上井保育園 倉吉市福庭2丁目152 0858-26-0868
社保育園 倉吉市国分寺342-11 0858-28-1755
北谷保育園 倉吉市沢谷289-1 0858-28-1416
上小鴨保育園 倉吉市鴨河内1731-1 0858-28-0306
灘手保育園 倉吉市尾原500-15 0858-22-5405
小鴨保育園 倉吉市中河原551-1 0858-28-2836
高城保育園 倉吉市上福田1104 0858-28-2202
関金保育園 倉吉市関金町関金宿2830-2 0858-45-2853
あゆみ保育園 倉吉市海田西町2丁目251 0858-26-0638
どんぐり保育園 倉吉市上灘町41-1 0858-22-0252
倉吉愛児園 倉吉市東町342 0858-22-3072
倉吉東保育園 倉吉市上井781-1 0858-26-3436
ババール園 倉吉市山根425-3 0858-26-0211
上北条保育園 倉吉市新田360-2 0858-26-0066
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ひまわり保育園 倉吉市みどり町3180-1 0858-23-0999
ひかり保育園 倉吉市上井1丁目104 0858-26-1389
西倉吉保育園 倉吉市西倉吉町2-23 0858-28-2228
みのり保育園 倉吉市西福守町595 0858-28-0018
向山保育園 倉吉市和田東町向山917 0858-23-0836
うつぶき保育園 倉吉市東昭和町177-1 0858-22-2933
めぐみ保育園 倉吉市仲丿町742-2 0858-22-3488
鳥取短期大学附属保育園 倉吉市福庭854番地 0858-26-9101
聖テレジア保育園 倉吉市福吉町1376番地6 0858-22-4659
認定こども園倉吉保育園 倉吉市仲ノ町742番地1 0858-22-4680
渡保育所 境港市渡町1342-1 0859-45-0656
上道保育所 境港市中野町168 0859-42-3553
中浜東保育所 境港市小篠津町820 0859-45-0208
つばさ保育園 境港市幸神町1695 0859-45-0854
みなと保育園 境港市中野町2055 0859-44-2277
あまりこ保育園 境港市福定町216 0859-44-1393
栴檀保育園 境港市東本町83 0859-44-6541
育成保育園 境港市芝町494-1 0859-44-1958
外江保育園 境港市外江町1770-1 0859-42-3230
夕日ヶ丘保育園 境港市夕日ヶ丘1-66 0859-45-4433
浦富保育所 岩美郡岩美町浦富2171 0857-72-2813
大岩保育所 岩美郡岩美町大谷2410 0857-72-2589
みなみ保育所 岩美郡岩美町新井55 0857-73-0890
中私都保育所 八頭郡八頭町下津黒87-5 0858-74-0135
下私都保育所 八頭郡八頭町大坪69-1 0858-72-3187
たから保育所 八頭郡八頭町門尾31-1 0858-72-0129
郡家保育所 八頭郡八頭町郡家71-1 0858-72-3123
国中保育所 八頭郡八頭町石田百井3-2 0858-72-3137
大御門保育所 八頭郡八頭町郡家殿282-2 0858-72-3106
船岡保育所 八頭郡八頭町船岡619 0858-73-0138
隼保育所 八頭郡八頭町見槻中75の1 0858-72-0713
安部保育所 八頭郡八頭町安井宿771-1 0858-84-3241
八東保育所 八頭郡八頭町岩渕221 0858-84-2323
丹比保育所 八頭郡八頭町北山85-1 0858-84-2360

若桜町 若桜保育所 八頭郡若桜町若桜732-2 0858-82-0011
諏訪保育園 八頭郡智頭町智頭624-1 0858-75-0144
あたご保育園 八頭郡智頭町智頭1528-1 0858-75-2123
はわいこども園 東伯郡湯梨浜町光吉107-1 0858-35-4111
田後保育所 東伯郡湯梨浜町田後781-2 0858-35-2074
長瀬保育所 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬544 0858-35-5501
あさひ保育所 東伯郡湯梨浜町泊1175-7 0858-34-2136
わかば保育所 東伯郡湯梨浜町宇谷606-1 0858-34-2126
東郷保育所 東伯郡湯梨浜町国信142 0858-32-0630
花見保育所 東伯郡湯梨浜町門田1 0858-32-0743
太養保育園 東伯郡湯梨浜町方地511 0858-32-2127
みささこども園 東伯郡三朝町横手37-1 0858-43-5770
賀茂保育園 東伯郡三朝町本泉916 0858-43-0555
竹田保育園 東伯郡三朝町穴鴨201-4 0858-44-2183
北条保育所 東伯郡北栄町国坂680番地 0858-36-2009
大誠保育所 東伯郡北栄町瀬戸38-1 0858-37-2263
由良保育所 東伯郡北栄町由良宿1802-1 0858-37-2203
大谷保育所 東伯郡北栄町大谷2112-175 0858-37-2149
北条みどり保育園 東伯郡北栄町江北484-3 0858-36-4213
栄保育所 東伯郡北栄町下種372-1 0858-37-2626
やばせこども園 東伯郡琴浦町田越550番地 0858-53-0909
釛保育園 東伯郡琴浦町釛500 0858-52-3715
琴浦保育園 東伯郡琴浦町赤碕252-3 0858-55-0710
成美保育園 東伯郡琴浦町佐崎12 0858-55-1972
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安田保育園 東伯郡琴浦町湯坂189 0858-55-0943
以西保育園 東伯郡琴浦町宮木232-1 0858-55-7001
しらとりこども園 東伯郡琴浦町大字下伊勢164番地1 0858-52-6066
みどり保育園 東伯郡琴浦町徳万254-6 0858-53-2395
赤碕保育園 東伯郡琴浦町赤碕1867-8 0858-55-0708
すみれ保育園 西伯郡南部町法勝寺576 0859-66-2040
つくし保育園 西伯郡南部町阿賀869-3 0859-66-2143
さくら保育園 西伯郡南部町天萬1444-1 0859-64-2065
ひまわり保育園 西伯郡南部町市山746-1 0859-64-2824
ふたば保育所 西伯郡伯耆町吉長63-1 0859-68-2078
あさひ保育所 西伯郡伯耆町真野1261-1 0859-68-2076
こしき保育所 西伯郡伯耆町大殿2574 0859-68-2122
溝口保育所 西伯郡伯耆町溝口348 0859-62-1317
二部保育所 西伯郡伯耆町二部543-1 0859-62-7179
大山保育所 西伯郡大山町今在家730-3 0859-53-8134
大山きゃらぼく保育園 西伯郡大山町末長488-1 0859-53-1155
中山みどりの森保育園 西伯郡大山町赤坂767-2 0858-58-6060
庄内保育所 西伯郡大山町押平741-2 0859-54-2277
名和さくらの丘保育園 西伯郡大山町名和637番地 0859-54-6565

日吉津村 日吉津保育所 西伯郡日吉津村日吉津967-2 0859-27-0708
日南町 にちなん保育園 日野郡日南町霞740-1 0859-82-0626
日野町 ひのっこ保育所 日野郡日野町根雨690 0859-72-0238
江府町 子供の国保育園 日野郡江府町久連35 0859-75-2704
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