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地図番号 園 名 住 所 電話番号

桃青の丘幼稚園 伊賀市上野丸之内１７７番地の１ 26-5770

地図番号 園 名 住 所 電話番号

青山よさみ幼稚園 伊賀市柏尾１３９７番地の１４ 52-0433

白鳳幼稚園 伊賀市上野伊予町１０６７番地の１ 21-0091

公立保育所
地図番号 園 名 住 所 電話番号

佐那具保育所 伊賀市佐那具町７３６番地の３ 23-3159

猪田保育所 伊賀市猪田１４７０番地の１ 21-4720

比自岐保育所 伊賀市比自岐７０６番地 37-0304

依那古保育所 伊賀市市部１１番地の１ 37-0311

依那古第２保育所 伊賀市上郡５６番地の１ 37-0375

神戸保育所 伊賀市上神戸７６４番地の３ 38-1303

諏訪保育所 伊賀市諏訪４２２番地 24-5331

しろなみ保育所 伊賀市久米町１０３番地の１ 21-1866

新居保育所 伊賀市西高倉４６４２番地の１ 21-2952

柘植保育園 伊賀市柘植町２３５７番地の１ 45-2159

柘植第２保育園 伊賀市柘植町１８８８番地 45-2125

西柘植保育園 伊賀市新堂１１８番地の１ 45-3178

壬生野保育園 伊賀市川東２６５２番地 45-3179

希望ヶ丘保育園 伊賀市希望ヶ丘西四丁目５番３０号 45-7111

島ヶ原保育所 伊賀市島ヶ原４７３６番地 59-3058

あやま保育所 伊賀市馬場１０９０番地の２ 43-0120

ともだ保育所 伊賀市中友田１３１１番地の１ 43-1077

たまたき保育所 伊賀市玉滝９５３０番地の１ 42-1602

まるばしら保育所 伊賀市丸柱８３７番地 44-1058

大山田保育園 伊賀市平田７番地 47-0002

さくら保育園 伊賀市阿保１１５２番地 52-0136

地図番号 園 名 住 所 電話番号

曙保育園 伊賀市上野徳居町３２７２番地の２ 21-2222

睦保育園 伊賀市上野桑町２１７３番地 21-2244

三田保育園 伊賀市三田１６６８番地 21-1965

中瀬城東保育園 伊賀市西明寺１１８番地 21-1937

友生保育園 伊賀市上友生６７５番地 21-4804

花之木保育園 伊賀市大内７９２番地の１ 23-1048

予野保育園 伊賀市予野９５１３番地の１ 39-0822

長田保育園 伊賀市長田２２９７番地 21-3855

古山保育園 伊賀市蔵縄手４２５番地 39-0820

みどり保育園 伊賀市上野車坂町６５５番地の４ 23-0204

ひかり保育園 伊賀市小田町１４１番地の１ 23-0139

みどり第ニ保育園 伊賀市緑ヶ丘本町１６８１番地の２ 23-5071

府中保育園 伊賀市土橋１７８番地の１ 23-8393

ゆめが丘保育所 伊賀市ゆめが丘５－１４－１ 22-9955

放課後児童クラブ

私立保育園

公立幼稚園

私立幼稚園
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地図番号 施 設 名 住 所 電話番号

ウイングうえの 伊賀市西条１１４番地（旧府中小学校内） 24-8181

風の丘 伊賀市ゆめが丘２番地の１１（友生小学校内） 22-8805

第２風の丘 伊賀市ゆめが丘六丁目６番 23-2009

キッズうえの 伊賀市上野徳居町３２７６番地 24-4440

フレンズうえの 伊賀市緑ヶ丘中町４３５４番地（上野東小学校内） 22-0033

第２フレンズうえの 伊賀市緑ヶ丘本町４１５３番地（緑ヶ丘中学校敷地内） 21-8118

ふたば 伊賀市上野紺屋町３１８１番地 21-0005

ネバーランド 伊賀市西明寺１０５番地（中瀬小学校内） 23-0010

柘植放課後児童クラブ 伊賀市柘植町２４０７番地の１０ 45-2818

壬生野放課後児童クラブ 伊賀市川東１６５９番地の５ 45-7900

島ヶ原放課後児童クラブ 伊賀市島ヶ原４６９６番地９ 59-3345

ポップコーン 伊賀市馬場１０４５番地 43-1210

あっとほうむ 伊賀市平田２８５番地（大山田小学校内） 47-1717

げんきクラブ 伊賀市桐ヶ丘２の２２２ 52-3591

地図番号 施 設 名 住 所 電話番号

伊賀市病児保育室 伊賀市四十九町８３１番地の２ 22-0192

くまさんルーム （上野市民病院敷地内）

地図番号 施 設 名 住 所 電話番号

伊賀市ファミリー・サポート・センター 伊賀市上野中町２９７６番地の１ 26-7830

地図番号 施 設 名 住 所 電話番号

しろなみ児童館 伊賀市八幡３１８３番地の１ 24-2466

まえがわ児童館 伊賀市柘植町８８９８番地 45-2044

老川児童館 伊賀市老川１７９０番地の１ 55-2411

地図番号 施 設 名 住 所 電話番号

いがまち保健福祉センター 伊賀市愛田５１３番地 45-1015

島ヶ原老人福祉センター 伊賀市島ヶ原４７４３番地 59-3132

阿山保健福祉センター 伊賀市馬場１１２８番地の１ 43-9711

大山田保健福祉センター 伊賀市平田６３９番地 47-1151

青山保健センター 伊賀市阿保１９９０番地の３１ 52-2280

地図番号 施 設 名 住 所 電話番号

いがまち子育て支援センター 伊賀市愛田５１３（いがまち保健福祉センター内） 45-1015

島ヶ原子育て支援センター 伊賀市島ヶ原４６９６－９（島ヶ原地区市民センター併設） 59-9060

あやま子育て支援センター 伊賀市馬場１１２８－１（阿山保健福祉センター内） 43-2166

大山田子育て支援センター 伊賀市平田７（大山田西保育園内） 47-0088

青山子育て支援センター「さくらんぼ」 伊賀市阿保１１５２（さくら保育園併設） 53-0711

子育て支援センター「すくすくランド」 伊賀市徳居町３２７２ー２（曙保育園内） 21-7393

地域子育て支援センター「おひさま広場」 伊賀市ゆめが丘５－１４－１（ゆめが丘保育所内） 22-9955

エンジェル 伊賀市上野忍町２５１６ー７（森川病院内） 21-2425

子育て包括支援センター 伊賀市上野丸之内５００（ハイトピア伊賀４階） 22-9665

保健福祉センター

子育て支援センター

児童館

ファミリーサポートセンター

病児保育室
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