
●法人保育所 ※定員は変更になる場合があります

保育所名 電話番号 定員 受入年齢 延長
保育

一時
保育

花 園 保 育 所
みつば保育園
聖ヤコブ保育園
あけぼの保育園
竹の子 保育園
カンガルー保育園
ひよどり保育園
ふたば保育園
ひばり保育園
あさひっ子保育園
心 愛 保 育 園
おおぞら南保育園
いけむら保育園
光の園保育園
こくふくこ保育園
福 寿 保 育 園
てぃだの子保育園
キッスハウスたんぽぽ保育園

73-5217
72-4515
72-7723
72-9173
73-2621
75-4154
72-7328
72-0770
73-3399
73-6123
73-4136
72-2564
72-7222
72-6680
73-0808
72-6308
79-5180
79-0533

75
70
75
135
70
90
60
90
60
80
80
60
78
60
75
80
70
60

生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 4歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 4歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 2ヶ月～ 4歳児
生後 2ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 4歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 4ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児
生後 6ヶ月～ 5歳児
生後 5ヶ月～ 5歳児
生後 3ヶ月～ 5歳児

○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○

○

○

 

【開所時間】月曜日～土曜日　7:30 ～ 18:30
※土曜日午後については各園に確認してください

延長保育
保護者の勤務時間や残業などやむを
得ない事情により、保護者からの申
出により保育時間を超えて保育を行
います。法人保育所（園）の延長保育
時間は、保育所（園）により異なります。
申込み及び保育料等に関する事は各
保育所（園）にお問い合わせ下さい。

一時保育
保護者の疾病・入院等、又は育
児疲れの解消等私的理由等によ
り一時的に保育を必要とする児
童の保育を保育所で一時的に行
います。申込み及び保育料等に
関する事は各保育所（園）にお
問い合わせ下さい。

障がい児保育
集団保育に適応できることが条件
となります。事前にご相談下さい。
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花園保育所
住　所 平良字西里 4
電　話 73-5217
定　員 75 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

●保育目標●
たくましい子ども
思いやりのある子ども
自分で考えて行動できる子ども
施設からのコメント
「這えば立て　立てば歩めの親心」
　我が子の成長を待ち望む親心と
同じように、私たち花園保育所は、
子どもの成長を共に願い喜び合え
る保育所を目指します。

●取組事業●
・延長保育 ・地域交流
・世代間交流 
・子育て相談（育児講座開催等）
・一時保育

みつば保育園
住　所 平良字下里 150-2
電　話 72-4515
定　員 70 名
受入年齢 3 ヶ月～4歳児
延長保育 無し

●保育理念●

●保育目標●

●保育方針●

児童福祉法に基づき、キリスト教の
愛と自由の福音的精神を土台に据え、
子ども一人ひとりを大切にし、豊かな
人格形成を援助することをめざします。

モンテッソーリ教育法により、子どもの
自己成長の可能性を信じ、敬い、自発
的要求が満たされる環境（人的・物的）
を整え、自主性が十分に発揮できる子
ども主体の保育を行う。

１ 私たちは愛されている
　＊命を大切にする子 
　＊存在を頂いた神さまに感謝する子
２ 共に育つ
　＊仲間を大切にする子
　＊働く事を素晴らしいと思う子
３ 愛に応える
　＊自分で考え行動できる子（自立・自律）
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あけぼの保育園
住　所 平良字久貝 910-7
電　話 72-9173
定　員 135 名
受入年齢 3 ヶ月～4歳
児延長保育 有り

●保育理念●
○子どもの個性や人間性を育て、
地域に愛され信頼される保育園
を目指す。

○質の高い保育を実践し、慈しみ
育てることで、乳幼児の最善の
利益に繋げる。

○地域の子育て専門としての役割
を担い、総合的な保育（保育、健
康、食育）を実践する。

保育目標
「明るく（表現豊かな）・のびのび
（情緒の安定した）・元気（健康
的）な子
「積極的で（意欲的・自発的）思い
やり（心の育ち）のある子

●取組事業●
 ・延長保育
 ・地域子育て支援

聖ヤコブ保育園
住　所 平良字下里 608
電　話 72-7723
定　員 75 名
受入年齢　3ヶ月～5歳
児延長保育　無し

●保育目標●
１．神を愛する子
２．自分を愛する子
３．他者を愛する子
４．世界を愛する子
園の保育のキーワード

１．ＨＯＴ…ほっとする環境、あた
たかい雰囲気、熱心さ。

２．ＦＩＧＨT…自立に向けての精
神と体の訓練、集中作業。

３．GET IT…自由に選んで課題を
達成した自己への自尊感情。

４．ＴＯＧＥＴＨＥＲ…正常化され
た個々が、集団で生活する喜
びを体験する。

●保育の特徴●
１．キリスト教保育
２．マリヤ、モンテッソーリ教育
３．２、３才と４、５才のたて割保育
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竹の子保育園
住　所 平良字下里 215-4
電　話 73-2621
定　員 70 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

●保育目標●
・健康で元気な子
・友達と仲良く遊べる子
・思いやりのある子
・あいさつができる子
パイナガマ海水浴場、カママ嶺公
園が近くにあり、自然豊かな環境
にあります。保育室からは、青い海、
伊良部島が見わたせます。

●取組事業●
・地域交流　

カンガルー保育園
住　所 平良字西里 777
電　話 75-4154
定　員 90 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 無し

●保育目標●
子どもが大人になった時、どのよ
うな境遇や境地にいても、自分自
身が心豊かに過ごすことが出来、
更に他人と協調、会話が出来るこ
とを目標としている。
知・德・体・社会性の芽を育くむ
保育をしている。
家族の輪がつながるような、子ども・
保護者・保育士・園長が一体とな
る子育て相談にも力を入れている。

●取組事業●
・地域交流
・世代間交流
・子育て相談
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ふたば保育園
住　所 平良字東仲宗根 550－2
電　話 72-0770
定　員 90 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

●保育目標●
心ゆたかでじょうぶな子
（心豊かな子ども・明るく元気な子
ども）
当園は、盛加越公園に隣接し、年
中、緑豊かな自然環境に恵まれ、
公園は日常の保育活動で利用して
います。探索活動、散歩や戸外遊
びをおおいに取り入れ「心身共に
じょうぶな子」の育成を目指しま
す。又、クリーン活動に関心を持
たせる取組みを行っています。

●取組事業●
・延長保育 ・地域交流
・世代間交流 ・子育て相談
・一時保育

ひよどり保育園
住　所 平良字西原 1187
電　話 72-7328
定　員 60 名
受入年齢 2 ヶ月～4歳児
延長保育 有り

●保育目標●
心も身体も健やかな子ども
・友達や周りの人々とよく遊び健康と社
会性を育てる
・一人ひとりの子どもを「受け止め」、
「認め」、子どもの「今」を「支える」、
自己を肯定する子をそだてる。
・人にも自然にも関心を寄せかわいがり
思いやりや平和の心
保育理念
・児童福祉法に基づき、保育指針に則っ
た保育
・園児の家族や地域の人々と共に、乳幼
児の最善の利益と福祉増進保育環境
を整備し、子どもの笑顔の保育園（楽
園）にする。

●取組事業●
・障がい児保育 ・地域交流
・子育て相談 ・一時保育
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ひばり保育園
住　所 平良字下里 1082-4
電　話 73-3399
定　員 60 名
受入年齢 3 ヶ月～4歳児
延長保育 有り

●保育目標●
明るく伸び伸び健やかに！
身近な小動物、草花を育て思いや
りの心を育み、たくさんの体験を
通し豊かな感性を育て、創造性の
芽生えを培う。

●取組事業●
・障がい児保育
・地域交流
・世代間交流
・一時保育

あさひっ子保育園
住　所 平良字東仲宗根 762
電　話 73-6123
定　員 80 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

●保育目標●
◎きちんとあいさつが出来、思い
やり、感謝の心を持った子を育
てる。
１．あいさつが出来る子
２．「はい！」顔を見て返事が出来
る子

３．履き物を並べる子

●本園の特色●
◎「あさひっ子かるた」「読み聞か
せ」を通して基本的生活習慣、
心身の健やかな発達を目指した
保育。

◎数の木、ブロック類、創造力を
育て豊かな精神発達の栄養源
を育てる保育。
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おおぞら南保育園
住　所 平良字下里 1356-6
電　話 72-2564
定　員 60 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

●保育理念●
・伸びのびとした大地、明るく新鮮な日
差しの中で活動し生きる力を育てる。

・あたたかな思いやりの心で親、子、
職員も共に育ち合う。

保育目標（こども像）
・保育園のスローガン「笑顔いっぱい、
元気もりもり」よく食べて元気で明
るい子。

・心豊かで心も身体も健康な子。
保育の様子

・恵まれた環境を活かし思いきり体を
動かして遊ぶ。

・近辺に自然が多く、農場の動物と触
れ合い、草花を見ながら散歩を楽し
める。

●取組事業●
・延長保育 ・地域交流
・子育て相談

心愛保育園
住　所 平良字西里 1087-1
電　話 73-4136
定　員 80 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

●保育目標●
・元気な子ども
・優しく信頼し合える子ども
・感性豊かな子ども
・考える子ども
①子どもが「楽しかった、又明日も行こ
う」という気持ちになれる保育園であ
る事

②「先生好きだよ」と慕われる保育士であ
る事

③「心愛保育園に預けて良かった」と思わ
れる保育園である事を心がけ、保育環
境を整え、子ども達が伸び伸びと活動
できる保育園、子どもの気持ちに寄り
添うとともに、子どもとのコミュニケー
ションを大切にし、園児・保護者との信
頼関係をより重視した保育園です。

●取組事業●
・障がい児保育 ・延長保育
・一時保育
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いけむら保育園

●保育目標●
○笑顔で生き生きとした元気な子
○みんなを思いやることができる子
○体を動かして意欲的に遊ぶ子
○自分の考えや思いを話せる子
○個性と想像力を伸ばせる子
○自然や四季の移り変わりを知り、
生あるものの大切さを理解できる子。
私達はそんなことができる子どもに
成長する基礎づくりをめざします

●施設の特徴●
○対象児：0 歳児～ 5歳児
○開園日：月曜日～土曜日
 （祝祭日に開園日あり）
○時間帯：７時半～18 時半
 （19 時迄の延長保育）
○送　迎：3 歳児以上（要契約）

光の園保育園

●保育目標●
○神を敬い隣人を愛し、感謝の心
を育てるようキリストの愛を基
に保育します。

○豊かに伸び行く子どもの持って
いる可能性を引き出す保育

○子どもの思いやりを大切にし豊
かな心を育む

○色々な体験を通して、生きる力
を育む。

●施設からのコメント●
「笑顔が一番！」皆が笑顔でいられる
ように考え行動しています。子どもは
もちろんのこと、その子ども達に関わ
るすべての大人にとっても居心地の良
い園作りに努め、その為にひとり一人
が互いを思いやり、行動できるような
育ちになるよう見守りたいと思ってい
ます。

住　所 平良字東仲宗根 97-2
電　話 72-6680
定　員 60 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

住　所 平良字西里 835
電　話 72-7222
定　員 78 名
受入年齢 4 ヶ月～5歳児
延長保育 有り
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福寿保育園
住　所 平良字久貝 905-3
電　話 72-6308
定　員 80 名
受入年齢 6 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

●保育理念●
児童福祉の理念「子どもの福祉」「子ど
もの利益」を第一義に「三つ子の魂百ま
で」を金言とした健全な心身の発達を
促し、地域社会における家庭援助を推進
します。

保育目標
◆じょうぶな子
◆かんがえる子
◆たのしむ子

子どもの発達の道筋にそって、じょうぶ
な体づくりに取り組みます。そのために
は、生活リズムの確立をはかり、さら
には体を動かし考え学ぶ力を育て、生き
生きと楽しむことのできる健康な体と
心を育むことを方向づけします。

●取組事業●
・延長保育 ・地域交流

こくふくこ保育園

●保育目標●
・自分で考え、判断し、

こくふくできる子

できない子はいないのです。
時間をかけて、その子の才能を引
き出してあげる環境を作り、自ら、
こくふくして、学ばせる、子育てを
目指します。

●取組事業●
 ・地域交流
 ・世代間交流
 ・子育て相談

住　所　平良字東仲宗根 670 番地
電　話 73-0808
定　員 75 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り 
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てぃだの子保育園

●保育目標●
・考えてできる子
よく見てよく聞きよく考え思ったこと
が言える創造できる子
・心の優しい子
明るくのびのびした思いやりのある子
・じょうぶな子
健康でたくましい子

●施設の特徴●
・一人一人の子どもたちを大切に
個性を伸ばし子どもに寄り添っ
た保育
・丈夫な身体づくりの為毎日ダン
ス、マラソンを行っています。
・絵本の読み聞かせ、手話ソング、
縦割り保育等を通して「思いや
り」の気持ちを持たす。

住　所 平良字下里 905-1
電　話 79-5180
定　員 70 名
受入年齢 5 ヶ月～5歳児
延長保育 有り

キッズハウスたんぽぽ保育園

●保育目標●
① きちんとあいさつができ（規律）
② 自分を大切にし（信念）
③ 他人にも、物にもいたわりの心
　をもち（思いやり・感謝の心）
④ 元気な体とはじける笑顔（明朗）
で、どんな環境でも花（自分）を
咲かせる子

●施設の特徴●
０歳～２歳児でも昇り降りできる
スロープ階段があり、1F 園庭・
2F園庭それぞれから見える風景の
違いを楽しめることができます。
０歳～５歳児まで、子どもも職員も
クラスを超えての交流が豊かに
持てるような園舎の作りとなって
おります。

住　所 平良字西里689-7
電　話 79-0533
定　員 60 名
受入年齢 3 ヶ月～5歳児
延長保育 有り
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●小規模保育施設

◆小規模保育事業について
定員が少人数（６～１９人）で満３歳未満の子どもを対象にした保育施設です。
３歳からは提携する保育園に転園し、継続して保育を利用できます。
保育士の配置数などの基準の違いでA 型とB型に分類されます。

 Ａ型：保育従事者が全員保育士
 Ｂ型：保育従事者の半数以上が保育士

０歳児～２歳児 ３歳児
小規模保育施設利用 保育園（連携施設）利用

＊H30. ２.28 現在の情報です。今後変更になることもあります。

入江保育園（A型）
住　所 下地字嘉手苅 311-2
電　話 76-3669
定　員 19 名
受入年齢 3 ヶ月～2歳児
延長保育 有り

●保育目標●
・明るく
・元気に
・のびのびと
 子どもの可能性を引き出し「出来
る」を多く体験させる。
・食育（自分で育て収穫した野菜を
味わう）

●取組事業●
・地域交流 ・世代間交流
・子育て相談 ・一時保育
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クララ保育園（Ａ型）

とっとこ保育園（Ａ型）
住　所 平良字西里 976-4
電　話 73-1876
定　員 19 名
受入年齢 3 ヶ月～2歳児
延長保育 有り

●保育目標●
・元気な逞しい子
・明るく、素直でやさしい子
・主体的に行動する子

●保育の特徴●
モンテッソーリ教育の精神を保育に取り
入れ、一人ひとりの個性、発達の過程を
適確に捉えて関わり、心やすらぐ家庭的
な雰囲気の中で小規模保育のメリット
を活かし、子ども主体の保育を行う。

児童福祉法に基づき、子どもの主体性
を尊重し、「児童の最善の利益」と
「子どもの福祉の増進」のために、保護
者や地域社会と力を合わせ、子ども
一人ひとりの豊かな人格形成を援助する
ことを目ざします。

●保育理念●

●保育理念●

「光り輝く子どもたちを未来へ」やりたい！
と自らやる気になるには環境が大切です。
整えられた環境の中から自ら一番やりたいも
のを選択し、それに集中し、やり遂げたとき、
大きな満足感が得られ自己肯定感が育まれます。

・健康で明るい素直な子
・意欲的に取り組みやり遂げる子
・思いやりがあり仲間や自分も大切に出来る子
・のびのびと自己を表現できる子

家庭的、家族的な雰囲気を大切にし一人
ひとりの発育や発達に応じたていねいな
かかわりを心がけ、その子らしさが育つ
援助をします。

・子育てアドバイザーによる、子育て相談
・地域交流
・世代間交流
・一時保育

●保育目標●

●施設からのコメント●

●取組事業●

・子育て相談　・地 域 交 流
・世代間交流　・一 時 保 育

●取組事業●

住　所 平良字西里971-1
電　話 79-9855
定　員 19 名
受入年齢 3 ヶ月～2歳児
延長保育 有り
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ちゅうりっぷ保育園（B型）

ゆめの子保育園（Ｂ型）
住　所 平良字下里 1175-8
電　話 73-6220
定　員 19 名
受入年齢 3 ヶ月児～2歳児
延長保育 有り

●保育目標●
・みんなと仲良く遊べる子
・ニコニコ笑顔の明るい子
・思いやりのあるやさしい素直な子
・じょうぶな身体、元気な子

●取組事業●
・障害児保育 ・地域交流
・世代間交流 ・子育て相談
・一時保育

●保育目標●
・元気で明るくすなおな子
・ねばり強く、最後までがんば
る子
・思いやりがあり、友達と仲良
くあそぶ子

●取組事業●
・地域交流 ・世代間交流
・子育て相談 ・一時保育

住　所 平良字東仲宗根 885
電　話 73-2296
定　員 19 名
受入年齢 3 ヶ月児～2歳児
延長保育 有り
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めぐみ保育園（B型）
住　所 平良字西里 1424-2 ２F
　　　 （宮古バプテスト教会）
電　話 73-7339
定　員 18 名
受入年齢 3 ヶ月～2歳児
延長保育 無し

保育ルーム下里（Ｂ型）
住　所　平良字下里 751-1（モトショップ丸玉）
電　話 79-5525
定　員 19 名
受入年齢 6 ヶ月～2歳児
延長保育 なし 

●保育目標●
子どもは伸びていく可能性を持ってお
り、その子どもたちが現在を最も良く
生き、望ましい未来を作り出す力の基
礎を培うことを保育の目標とする
・丈夫で元気な子どもの保育
・いろいろな経験を通し、五感を豊
かにし、想像力をふくらませる子
どもの保育
・優しさ、思いやり、勇気、感動を
人と共有できる子どもの保育
・人の話を聞いて、自分の気持ちを
言葉で表現できる子どもの保育

●取組事業●
・障害児保育 ・地域交流
・世代間交流 ・子育て相談

●保育目標●
平和を愛する子ども
優しい心を育み、神と人とに愛されるこ
ども
自然をよろこび満喫できる子ども
好奇心旺盛な子ども
素直に感情表現する子ども

保育信念
子どもは神に愛されて生まれた者であ
るという尊厳を確認し保育します

●取組事業●
・地域交流
・世代間交流
・子育て相談
・夫婦カウンセリング
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＊H30. ２.28 現在の情報です。
　今後変更になることもあります。●家庭的保育施設

◆家庭的保育事業について
定員が少人数（５人以下）で満３歳
未満の子どもを対象にした施設です。
３歳から提携する保育園に転園し、
継続して保育を利用できます。

０歳児～２歳児 ３歳児

家庭的保育施設利用 保育園（連携施設）利用

ひまわり家庭保育ルーム
住　所 下地字川満 138番地
電　話 76-3478（FAX兼）
定　員 ５名
受入年齢 3 ヶ月～2歳児
延長保育 有り

●保育目標●

●取組事業●
①子育て支援
②子育て相談
③延長保育
④地域交流
⑤連携施設交流

・元気で明るい子ども
・思いやりの深い子ども
・家庭的な暖かい雰囲気の中で
　個性豊かで自分らしく生きる
　子ども
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家族的保育ルームくくる
住　所 平良字久貝851-22
電　話 72-7339
定　員 ５名
受入年齢 3 ヶ月～2歳児
延長保育 有り

●保育目標●

●施設の特徴●

●取組事業●
・延 長 保 育
・子育て相談
・子育て支援

・心豊かに思いやりのある子
・明るくやさしく素直な子
・生きる力のある子

・自宅で保育を行います。
①小さな体験を多く取り入れ
　感受性を育む保育
②小さな集団の中で思いやりを
　育む保育
③異年齢できょうだいのような
　関係のあったか保育

COSMIC保育園
こずみっくほいくえん

住　所 平良字下里2029-1
電　話 72-3552
定　員 ５名
受入年齢 3 ヶ月～2歳児
延長保育 有り

●園の特徴●

●取組事業●
・延 長 保 育
・子育て支援
・地 域 交 流

「100人いれば100の個性と可能性」
を合言葉に、子ども一人一人に
応じた少人数ならではのきめ細や
かな保育で子どもが愛され安心
して過ごせる環境を作り、五感を
刺激する大胆な遊びを取り入れ、
豊かな感性を育みます。子どもの
成長の喜びを共に分かち合える、
アットホームな保育園です。
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入園の受付の詳細は、新聞広告・広報誌等でお知らせします。
入園を希望する場合は、児童家庭課または幼稚園にお問い合わせください。
対象児：宮古島在住の５歳児・４歳児

幼稚園名 TEL. 所在地 ４歳児クラス
平 一 幼 稚 園 ７２－３８８４ 平良字下里１１４１

北 幼 稚 園 ７２－４２６１ 平良字西里２１７

南 幼 稚 園 ７３－１５４５ 平良字下里１０６８

東 幼 稚 園 ７３－２１４６ 平良字東仲宗根６９８

久 松 幼 稚 園 ７２－８８９１ 平良字久貝９３３

鏡 原 幼 稚 園 ７２－０１９６ 平良字下里３１０７－２ ○

西 辺 幼 稚 園 ７２－２０８８ 平良字西原１０８１

狩 俣 幼 稚 園 ７２－５７１８ 平良字狩俣１２４２ ○

西 城 幼 稚 園 ７７－４５０２ 城辺字西里添１０４８ ○

砂 川 幼 稚 園 ７７－４７１１ 城辺字砂川６０５ ○

佐良浜幼稚園 ７８－４０６０ 伊良部字前里添７１７

伊良部幼稚園 ７８－３５５９ 伊良部字長浜１４０１

＊宮古島市立幼稚園は指定校区はありませんが、小学校は現住所により指定校区があります。
＊池間、城辺、福嶺、来間幼稚園は平成 30 年度は休園になります。

預かり保育について

〈利用対象〉 就労や疾病等により午後の保育に欠けるもの

〈保育期間〉 月～金（教育時間終了後～ 18：00）
　　　　　　夏期・冬期休業日も利用できます。（8：15～ 18：00）

 

〈 休 業 日 〉 土曜日・日曜日・祝祭日・慰霊の日・12/29 ～ 1/3・
　　　　　 修了式の日～入園式の日・その他、園長が認める日
 

〈預かり保育料〉 月額 5,000 円
※昼食は弁当持参又はデリバリー弁当（１食 300 円・月契約となります。）
※おやつ代等は別途徴収

●宮古島市立幼稚園
＊H30.２.28現在の情報です。
　今後変更になることもあります。

【問い合わせ】 宮古島市役所 児童家庭課 幼稚園係
☎ 72-3751

幼稚園
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平一幼稚園

北幼稚園

●教育目標●

●施設紹介●
平良地区中心部に位置する平一小
学校の敷地内にあり、周辺には
中学校、高等学校が隣接している。
また、公園や児童館などの公共施設
があり園児の発達や季節に合わせて
園外保育を実地している。

住　所 平良字下里 1141
電　話 72-3884
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

住　所 平良字西里 217
電　話 72-4261
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

●よく考える子
●明るく思いやりのある子
●元気な子

●教育目標●

●施設紹介●
校区内には、商店街、市役所、裁判
所、市立図書館、その他の官庁や
公共施設が隣接し、人の往来が多く
きわめて賑やかな地域といえる。
図書館や盛加越公園などを利用し
季節の行事等を体験している。　

●よく考える子
●思いやりのある子
●元気のある子
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南幼稚園

東幼稚園

●教育目標●

●施設紹介●
住宅地に囲まれた園舎だが、近隣
には大原北公園、大原南公園も
あり、子どもたちがのびのびと
遊ぶことの出来る自然環境が
整っている。

住　所 平良字下里 1068
電　話 73-1545
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

住　所 平良字東仲宗根698
電　話 73-2146
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

●よく考えて工夫する子
●思いやりのある子
●明るく元気な子

●教育目標●

●施設紹介●
平良地区の東に位置し、東小学校
の敷地内にある。県営･市営団地、
宿舎に加えアパートも多く、各地区
から集まった振興住宅地となって
いる。近くには、学びの森公園、老人
ホーム、児童館などの公共施設も
あり園児の発達や季節に合わせた
保育環境を取り入れている。

●よく考える子
●明るく思いやりのある子
●元気な子

50



久松幼稚園

鏡原幼稚園

●教育目標●

●施設紹介●
市街地から南西に位置し、南には
与那覇湾が広がっている。近年、
商業施設や新興住宅地域として
住宅が増えたことにより、園児数
は年々増加している。南海岸には
久松五勇士の顕彰碑があり、地域
の象徴となっている。

住　所 平良字久貝933
電　話 72-8891
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

住　所 平良字下里 3107-2
電　話 72-0196
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

●よく考える子
●思いやりのある子
●元気な子

●教育目標●

●施設紹介●
市のほぼ中央に位置し、近隣には
安全学校や高齢者施設があり交流
活動を実施している。近年、住宅、
団地等の建設による人口の増加に
伴い、園児数も増加している。
４･５歳児の 2 年保育を実施して
おり、異年齢との係わりが楽しめ
る良さがある。

●元気な子
●やさしい子
●よく考える子
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西辺幼稚園

狩俣幼稚園

●教育目標●

●施設紹介●
平良地区の北に位置し、西辺小学校
の敷地内にある。周辺には保育園、
中学校、郵便局、公民館が隣接して
いる。地域は３つの集落（西原･福山
･大浦）からなり、伝統文化を守り
受け継いでおり、地域行事への積極
的な参加も行っている。

住　所 平良字西原1081
電　話 72-2088
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

住　所 平良字狩俣1242
電　話 72-5718
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施
 （西辺幼稚園で実施）

●明るく元気な子
●心豊かな子
●よく考える子

●教育目標●

●施設紹介●
宮古島市の北部に位置し、小学校
敷地内にある。幼稚園、小学校とも
に少人数の為、友だちとの関わり
を広げるねらいとして、他園との
交流会や小学校とも多くの場面で
連携を図っている。

●明るく元気な子
●心豊かでやさしい子
●よく考えて工夫する子
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西城幼稚園

砂川幼稚園

●教育目標●

●施設紹介●
２年保育を実施しており、異年齢と
の関わりを楽しむ保育活動を実施。
隣接園や保育所、地域の図書館と
の連携をとおして、コミュニケー
ション能力の育成に努めている。

住　所 城辺字西里添1048
電　話 77-4508
受入年齢 4 歳児・5歳児
※預かり保育実施
 （砂川幼稚園で実施）

住　所 城辺字砂川605
電　話 77-4711
受入年齢 4 歳児・5歳児
※預かり保育実施

●元気であかるい子
●素直で思いやりのある子
●ねばり強い子

●教育目標●

●施設紹介●
小学校の敷地内にあり、日常の中
や、行事を通して連携を図ってい
る。２年保育を実施しており、異
年齢児との関わりを持つことが
出来る。

●元気で明るい子
●素直で思いやりのある子
●ねばり強い子
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佐良浜幼稚園

伊良部幼稚園

●教育目標●

●施設紹介●
園舎は広々とした園庭と栽培活動
に適した教材園があり園環境に恵
まれている。佐良浜小学校の敷地内
にあり、地域には保育所、中学校、
児童館、病院、交番、郵便局などの
公共施設があり、恵まれた教育環境
でもある。ボランティアや、PTA 
活動も盛んで協力的であり、各種
行事や集会などを通して連携を図り
ながら様々な活動に取り組んでいる。

住　所 伊良部字前里添717
電　話 78-4060
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施

住　所 伊良部字長浜1401
電　話 78-3559
受入年齢 5 歳児
※預かり保育実施
 （佐良浜幼稚園で実施）

●元気な子
●やさしい子
●考える子

●教育目標●

●施設紹介●
伊良部小学校の敷地内にあり、近く
には保育所、中学校、児童館などの
公共施設がある。自然環境が豊かで
あり、園には季節の草花や野菜の
栽培などが出来る栽培園があり、
十分に戸外遊びを楽しめる環境
にある。

●明るく元気な子
●思いやりのある子
●よく考えて行動できる子
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みつば幼稚園
住　　所 平良字下里156-1
電話番号 72-8637
受入年齢 ３～５歳児
　　　　　※子育て支援　
　　　　　未就園児（２歳児）17名

学校法人カトリック学園

●教育目標●
～心の豊かな人（５つの心）～

賛美と感謝の心
・かけがえのない「命」を下さった神様への
  感謝と賛美心を育てる
思いやりの心
・一人ひとりは神様から愛され、かけがえ
  のない存在としてお互に受け入れ合うこと
  で自ら成長するよう援助します
努力する心
・自己形成へむけて努力する心を育てる
責任を果たす心
・自分で始めた事、人に頼まれた事を最後
  まで責任を果たす心を育てる
奉仕する心
・お互いに助け合って生きる心を育てる

・１９６１年に創立。
・カトリックの精神に基づいた教育理念。
・整えられた環境で子どもの自立と自律を
  援けるモンテッソーリ教育法。
・３歳～５歳児の縦割りクラスと年齢別に分
  かれて活動する横割活動を行います。
　（音楽、体操、運動、英語などの活動）
・預かり保育 4/1 より実施（保育後～ 18：30）。
  夏休み期間中も実施。

●私立幼稚園
●就園奨励費補助金制度

対象：宮古島市在住の方

※私立幼稚園の保育料、入園希望等のお問い
　合わせは、直接園までご連絡ください。

○入園説明会・募集10月中旬頃
○面接　11月
○導 入 保 育・入園を前に家族とお子様の不安
                  を取り除き安心して園生活に入
                  れるように1月から4月にかけて
                  練習をします。
　　　　　   ・保護者の方へ保育内容について
                  説明します。

【表１】 保育料減免の範囲  手続き：6月　支給：3月

当該年に納付すべき市町村民税
が非課税となる世帯

当該年に納付すべき市町村民税の
所得税額が77,100円以下の世帯

当該年に納付すべき市町村民税の
所得税額が211,200円以下の世帯

上記区分以外の世帯

区 分 補助限度額

生活保護法の規定による保護
を受けている世帯

第1子とは・・・一人就園の場合及び同一世帯から２人以上就園している場合の最年長者
第2子とは・・・Ⅰ．同一世帯から２人以上就園している場合の次年長者
　　　　　　　  Ⅱ．小学校1～3年生の兄・姉を１人有りしており、就園している場合の最年長者
第3子とは・・・Ⅰ．同一世帯から３人以上就園している場合の上記以外の園児
　　　　　　　  Ⅱ．小学校1～3年生の兄・姉を１人有りしており、同一世帯から２人以上就園している場合
　　　　　　　　　　の上記以外の園児及び、小学校1～3年生の兄・姉を２人以上有している園児

（宮古島市在住の私立幼稚園に在園する保護者対象に所得に応じた補助金の交付があります。【表１】）

220,000円以内
220,000円以内
220,000円以内
186,000円以内
204,000円以内
220,000円以内
101,000円以内
161,500円以内
220,000円以内
  46,000円以内
134,000円以内
220,000円以内

ー
112,000円以内
220,000円以内

第１子
第２子
第３子以降
第１子
第２子
第３子以降
第１子
第２子
第３子以降
第１子
第２子
第３子以降
第１子
第２子
第３子以降
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園 教育・保育理念

　幼保連携型認定こども園における教育及び保育は、乳幼児期全体を
通して、その特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して
行うものであることを基本とし、家庭や地域での生活を含めた園児の
生活全体が豊かなものとなるように努めなければならない。このため
保育教諭等は、園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して
身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これら
を取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児
期の教育における見方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開され
るよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造
するように努めるものとする。

教育・保育目標
　幼保連携型認定こども園における生活を通して生きる力の基礎を
育成するよう、義務教育及びその後の教育の基礎を培うとともに、
子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者ととも
に園児を心身ともに健やかに育成するものとする。

《　元気で明るい子・思いやりのある子・よく考える子　》
⑴健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体
　諸機能の調和的発達を図る。
⑵集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族
　や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに
　規範意識の芽生えを養うこと。
⑶身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する
　正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
⑷日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を
　正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
⑸音楽、身体による表現、造形等に親しむこと通じて、豊かな感性と
　表現力の芽生えを養うこと。
⑹快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信頼
　関係の構築を通じて、心身の健康の確保及び増進を図ること。

●公立認定こども園 ＊H30. ２.28 現在の情報です。
　今後変更になることもあります。

認定こども園



下地こども園
住　所 下地字洲鎌 309-4
電　話　76-6849
定　員　130名
（1号 23名、2号 65名、3号 42名）
受入年齢　３ヶ月～５歳児
延長保育　有り（２・３号のみ）

上野こども園
住　所 上野字新里 506
電　話　74-7201
定　員　120名
（1号 15名、2号 65名、3号 40名）
受入年齢　３ヶ月～５歳児
延長保育　有り（２・３号のみ）

 

当園は、上野地区内で唯一、就学前の
乳幼児へ教育・保育を提供する公立
施設として地域と密接な関係にあり、
地域目標でもある「博愛の心」に添っ
た教育・保育を取り入れています。
周辺には、小中学校・児童館・子育て
支援センター・ＪＡ上野支所・郵便局・
駐在所があり、地域の人々との交流を
深め行事等にも積極的に参加しいてい
ます。

当園は、近くに広大な与那覇湾が見
渡せる場所に位置し、のんびりのど
かな自然を散歩したりなど恵まれた
自然環境の中で園生活を送っています。
また、隣接する小中学校との連携や、
近隣の児童館・介護事業所等との地域
交流も深めています。

●施設紹介●

●施設紹介●

57



●私立認定こども園
認定こども園は、1 号、2 号、3 号すべての区分の児童が利用できます。
1 号（教育認定）と 2・3 号（保育認定）で利用料や申し込み先が変わり
ますので、注意してください。申込先は下記の表のとおりです。区分ごと
に定員がありますので、3 歳児以上で 2 号に該当する方は 1 号枠へ
の併願が可能です。保育料については、市が決定した保育料に園の
カリキュラムに係る経費が加算されます。

児童の年齢 支給
認定 申込先 認定こども園利用料

3歳以上
（3～ 5歳児）

1号 私立認定こども園 幼稚園保育料＋園が設定する必要経費
＋預かり費用（希望者のみ）

2 号 市役所 保育園保育料＋園が設定する必要経費

3歳未満
（0～ 2歳児） 3号 市役所 保育園保育料＋園が設定する必要経費

＊H30. ２.28 現在の情報です。
　今後変更になることもあります。

はなぞのこどもえん
住　所 平良字東仲宗根 617-6
電　話 73-4982
定　員 60 名（１号認定）
 60 名（2号・３号認定）
受入年齢 6 ヶ月～ 5歳児
延長保育 有り

●保育目標●
《あかるい子》心身ともに健康で豊かな
情操を育てる
《つよい子》自立・忍耐・協調性を育てる
《慈愛の子》思いやり・感謝・礼儀正しさ・
約束を守る心を育てる合い言葉：とびだ
す元気！はじける勇気・あふれる笑顔

●コンセプト●
宮古島の自然・食・人がつながる
「感じる園舎・園庭」をコンセプトにした
子どもの為の空間！

●オリジナルメニュー●
・生活スキルUP：自立へのスキルUP
・おんがく：音楽を愛する心を育む
・体つくり：運道が好きになる・タグラグ
ビー・体操

・めざまし活動：ヤル気スイッチON
・園外保育：お弁当会・社会見学体験
・英語教育・にこにこわくわく音楽ランド
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●特別支援学校
【学校教育目標】

【幼稚部】
遊びを通して「明るくのびのびと活動できる」
「着脱、食事、排泄などを自分でできる」ことを
めざした取り組みをしています。
また、早期教育の充実を図るために、一定期間の
保育参観を保護者へお願いしています。

○小学部・中学部・高等部があり、他学部との交
流も積極的に行っています。

沖縄県立 宮古特別支援学校
住　所 平良字狩俣 4005-1
電　話 72-5117
FAX 72-5320
受入年齢 3～ 5歳 (入学者選抜有 )
保育時間 9 ～ 13時
延長保育 無し

●めざす幼児児童生徒像●
○健康で明るく、たくましい
 幼児児童生徒
○自分のことは自分でする
 幼児児童生徒
○心豊かで思いやりのある
 幼児児童生徒
○よく考え自ら学び行動する
 幼児児童生徒
○夢や希望に向かってがんばる
 幼児児童生徒

●取組事業●
教育相談および学校見学などを随時
行っております。お気軽にお電話くだ
さい。

教育相談担当：﨑山里子

※入学者選抜があります。

●出願資格●
障害のある 3 歳～5歳
保育参加ができる
志願前教育相談が必要

＊志願前教育相談は期限があり
　ます。早目にご連絡下さい。

幼児児童生徒それぞれの自立と貢献を前提とした
社会参加の実現に必要な知識・技能及び態度や
意欲を育てるとともに、明るく、素直で、たくましく、
主体的に活動できる幼児児童生徒を育成する。

特別支援学校
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子育て支援センターは子育て中のお母さんやお父さん、家族、妊婦が楽しくなるよう
な子育て情報の交換や相談を行うと共に自由に遊べる場を提供するところです。

【利用できる方】 乳幼児と親（親族）、妊婦
【利 用 方 法】 利用初日に登録が必要です。予約の必要はありません。
【利　用　料】 無料（特別行事の参加費や育児講座の材料費などを頂くことがあります）
【利　用　日】 平日（月～金）
【休　業　日】 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、慰霊の日 

施　設　名 電話番号 子どもの年齢 利用時間
ひらら地域子育て支援センター「みーや」 73-3450

0歳

～就学前

9:30～12:00／13:30～16:00伊良部地域子育て支援センター「おひさま」 78-4451
上野地域子育て支援センター「はくあい」 76-2473
地域子育て支援センター わくわくランド 72-9173 10:00～12:30／14:00～16:30
つどいの広場 くれよん

わくわく
ラ ン ド

２～５歳 ０～１歳

０～１
歳

０～５
歳

０～１
歳

０～５
歳

２～５
歳行事 子育て

相   談
０～５
歳

２～５
歳

０～５
歳

２～５歳 ０～１歳
０～５歳

みーや

73-7080 10:00～12:00／14:00～17:00

●宮古島市子育て支援センター
＊H30.２.28現在の情報です。今後変更になることもあります。

支援センターでは
こんなことをしています！

・育児相談　・育児講座　・お誕生会
・子育てサークル支援　・身体計測
・絵本の読み聞かせ ・ネットワーク作り

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

月 火 水 木 金

曜日によって年齢分けをしている子育て支援センターがありますのでご確認
の上ご利用ください。

（　　　　　）第２金曜午後は
ゆったりDAY



伊良部地域子育て支援センター
「おひさま」

住　所 伊良部字長浜 1394
電　話 78-4451
利用料 無　料

●子育て支援事業の目的●
・地域子育て支援機能の充実
・子育ての不安等の緩和
・子どもの健やかな育ちの促進

●コメント●
伊良部地区は他の地域に比べ、関連機
関との繋がりが強く、母子推進員や子
育て経験者が、ボランティアとして頻繁
に訪れ、ゆったりした雰囲気の中、い
ろいろな活動を楽しんでいる。

●取組事業●
・子育て親子の交流の場の提供と交流
の促進

・子育て等に関する相談事業の実施
・地域の子育て関連情報の提供
・子育てに関する講習等の実施
・保育体験・園児との交流

ひらら地域子育て支援センター
「みーや」

住　所 平良字東仲宗根 807
電　話 73-3450
ＦＡＸ 73-1482
利用料 無　料

●施設からのコメント●
※みーやに遊びにきてね※

開所３年目の新しい施設です。
児童館と併設さていて、ダイナミック
な遊びやお兄ちゃん、お姉ちゃんの
交流もできますよ！

・育児相談
　毎月第２金曜日の午後に相談日
 （ゆったりDAY）を設けています。
　それ以外の日でも保育士に気軽に
　相談できます。
・お母さん同士の交流
・読み聞かせや手遊び
・季節の製作、行事
・育児講座
・ママのリフレッシュ講座
・身体測定（毎週第３金曜日）
・お誕生会（毎週第４金曜日）
など楽しい企画をしています。
ひとりで子育てを背負わず、みんなで
一緒に育てましょう！！

61



地域子育て支援センター
わくわくランド
住　所 平良字久貝 910-7
 あけぼの保育園内
電　話 72-9173
利用日時 平日(10:00～12:30 14:00～16:30
 （木 : 行事・子育て相談）
利用料 無　料

《わくわくランド》では…
安心して子どもを産み育てられる
環境を整え、楽しく子育てができるよ
う、応援します。

～保育園にふれる～

～園の行事の参加～

園の遊具で遊んだり、園庭あそびを
楽しもう！　園の行事にも参加し
お友だちを作ろう！

・お誕生会（毎月）
・運動会
・節分
・親子遠足など
～独自の行事～
・育児相談
・絵本の読み聞かせ（毎回）
・リズム体操（毎回）
・子育て講座
・季節の折り紙や製作
・絵本の貸し出し　その他のプランあり

上野地域子育て支援センター
「はくあい」

住　所 上野字新里507－1
電　話 76-2473
利用料 無　料

●施設特徴●
放課後児童クラブと児童館が併設されて
おり、児童館の利用もできます。毎日子
ども達の賑やかな声が聞こえてきます。

●コメント●
アットホームな雰囲気で、島外出身の
親子も多く、友達づくりの場としても
利用されています。気軽に足を運んで
くれるようにという思いで「優しい笑顔
と声かけ」をモットーに、利用者同士
が少しずつ交流を深め、仲間を増やし
ていけるような楽しく利用しやすい環
境づくりを心がけています。

●取組事業●
・子育て親子の交流の促進
・育児不安についての相談事業
・地域の保育資源の情報提供
・育児講座の開催

●取組事業・行事●
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宮古島市社協平良支所
つどいの広場くれよん
住　所 平良字久貝1059 宮嶋建設ビル１階 
電　話 73-7080
利用日時 平日（月～金）
 10:00～12:00（11:30受付終了）
 14:00～17:00（16:30受付終了）
利用料　  無　料

●目　的●
宮古島市に居住する乳幼児を持つ子育
て中の親子が、気軽に集い、うち解けた
雰囲気の中で語り合い、交流を図る事や
育児相談を行い、子育て中の親の子育て
への負担減の緩和を図り、安心して子育
てができる環境を整備し、地域の子育て
支援機能の充実を図る。

●取組事業・行事●
・子育て親子の交流、集いの場提供
・育児相談・世代間交流
・子育て講座
・親子遠足
・絵本の読み聞かせ（週１回実施）
・手遊び・リズム体操
・誕生会（３ヶ月に１回実施）
・季節にちなんだ折り紙・製作
（初めての親子へ→印鑑を持参）
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