
がーでにあ保育園がーでにあ保育園

静岡隣人会保育園静岡隣人会保育園

静岡精華幼稚園静岡精華幼稚園

静岡聖母幼稚園静岡聖母幼稚園

こまどり幼稚園こまどり幼稚園

静岡田町幼稚園静岡田町幼稚園

桜花幼稚園桜花幼稚園

かえで幼稚園かえで幼稚園

水落保育園水落保育園

ルンビニー保育園ルンビニー保育園

若松保育園若松保育園

一番町保育園一番町保育園

春日保育園春日保育園

日吉町保育園日吉町保育園

静岡ホーム保育学園静岡ホーム保育学園

モコ幸町保育園モコ幸町保育園

なのはなガーデンなのはなガーデン

田町こども園田町こども園

新富町こども園新富町こども園

八幡聖母幼稚園八幡聖母幼稚園

静岡豊田幼稚園静岡豊田幼稚園

静岡聖光幼稚園静岡聖光幼稚園

ひだまり保育園ひだまり保育園

中田おひさまの森保育園中田おひさまの森保育園

ゼリービーンズ保育園ゼリービーンズ保育園

小黒こども園小黒こども園

八幡こども園八幡こども園

静大附属幼稚園（ 国立）静大附属幼稚園（ 国立）

横内幼稚園横内幼稚園

常葉短大附属とこは幼稚園常葉短大附属とこは幼稚園

てるみ幼稚園てるみ幼稚園

待機児童園あおば待機児童園あおば

竜南こども園竜南こども園

こばと保育園こばと保育園

千代田保育園千代田保育園モコ山崎保育園モコ山崎保育園

小規模みつばち保育園小規模みつばち保育園

hugくむ保育園hugくむ保育園

安東こども園安東こども園

服織こども園服織こども園

はろーはうすはろーはうす

千代田おひさまの森保育園千代田おひさまの森保育園

キッズハウスひかりキッズハウスひかり

モコ末広保育園モコ末広保育園

八幡おひさまの森保育園八幡おひさまの森保育園

七間町保育園七間町保育園

あおぞらキンダーガーデンあおぞらキンダーガーデン

竜南乳児園竜南乳児園

凡 例

私立幼稚園

市立認定こども園（ 幼保連携型）

私立認定こども園（ 幼保連携型）

私立保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設

待機児童園

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（ 承認番号 平26情使、第202-GISMAP34530号）　
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１ ．静岡中央

▲いちご組

▲鳩の子保育園川辺園

▲ヤクルト清閑町保育所
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静大附属幼稚園（ 国立）静大附属幼稚園（ 国立）

横内幼稚園横内幼稚園

常葉短大附属とこは幼稚園常葉短大附属とこは幼稚園

麻機幼稚園麻機幼稚園

てるみ幼稚園てるみ幼稚園

待機児童園あおば待機児童園あおば

竜南こども園竜南こども園

麻華保育園麻華保育園

城北保育園城北保育園

麻機保育園麻機保育園

こばと保育園こばと保育園

いけがや保育園いけがや保育園北安東保育園北安東保育園

月影保育園月影保育園

千代田保育園千代田保育園

小規模みつばち保育園小規模みつばち保育園

hugくむ保育園hugくむ保育園

安東こども園安東こども園

静岡サレジオ幼稚園静岡サレジオ幼稚園

有度北こども園有度北こども園

有度西こども園有度西こども園

静岡学園幼稚園静岡学園幼稚園

八幡聖母幼稚園八幡聖母幼稚園

静岡豊田幼稚園静岡豊田幼稚園

静岡聖光幼稚園静岡聖光幼稚園

ひだまり保育園ひだまり保育園

中田おひさまの森
保育園

中田おひさまの森
保育園

ゼリービーンズ保育園ゼリービーンズ保育園

つくしんぼ保育園つくしんぼ保育園

ゆりかご保育園ゆりかご保育園

たんぽぽ保育園たんぽぽ保育園

静岡隣人会保育園静岡隣人会保育園
東豊田こども園東豊田こども園

中田こども園中田こども園

小黒こども園小黒こども園

東豊田中央こども園東豊田中央こども園

八幡こども園八幡こども園

静岡精華幼稚園静岡精華幼稚園

千代田幼稚園千代田幼稚園

常葉短大附属たちばな幼稚園常葉短大附属たちばな幼稚園

静岡聖母幼稚園静岡聖母幼稚園

第一ひかり幼稚園第一ひかり幼稚園

静岡平和幼稚園静岡平和幼稚園

リリー幼稚園リリー幼稚園

桜花幼稚園桜花幼稚園

かえで幼稚園かえで幼稚園
沼上保育園分園沼上保育園分園

あい保育園古庄あい保育園古庄

いさみ保育園いさみ保育園

あゆみ第２保育園あゆみ第２保育園

美和保育園美和保育園

あゆみ保育園あゆみ保育園

小百合キンダーホーム小百合キンダーホーム

こぐま保育園こぐま保育園

水落保育園水落保育園

沼上保育園沼上保育園

足久保保育園足久保保育園

一番町保育園一番町保育園

春日保育園春日保育園

日吉町保育園日吉町保育園

静岡ホーム
保育学園
静岡ホーム
保育学園

瀬名おひさまの森保育園瀬名おひさまの森保育園

北沼上こども園北沼上こども園

こすもすこども園こすもすこども園

西奈こども園西奈こども園

安倍口こども園安倍口こども園

瀬名川こども園瀬名川こども園

安倍口中央こども園安倍口中央こども園

上土こども園上土こども園

長沼こども園長沼こども園 あい保育園国吉田あい保育園国吉田

だきしめこども園だきしめこども園

小規模保育園おおきな木小規模保育園おおきな木

小百合キンダーホーム分園小百合キンダーホーム分園

沓谷おひさまの森保育園沓谷おひさまの森保育園

千代田おひさまの森保育園千代田おひさまの森保育園

はろーはうすはろーはうす

hugくむ保育園長沼hugくむ保育園長沼 ちゃいるどはうす保育園ちゃいるどはうす保育園

南清龍愛児園池田園南清龍愛児園池田園

キッズハウスひかりキッズハウスひかり

にじいろ保育園にじいろ保育園

若竹こどもの森若竹こどもの森

八幡おひさまの森保育園八幡おひさまの森保育園

小規模保育事業併設小規模保育事業併設

あおぞらキンダーガーデンあおぞらキンダーガーデン
モコ末広保育園モコ末広保育園

竜南乳児園竜南乳児園

七間町保育園七間町保育園

こらいと千代田こらいと千代田

モコ草薙保育園モコ草薙保育園

凡 例

私立幼稚園

市立認定こども園（ 幼保連携型）

私立認定こども園（ 幼保連携型）

私立保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設

待機児童園

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（ 承認番号 平26情使、第202-GISMAP34530号）　
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３ ．静岡城北
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千代田幼稚園千代田幼稚園

常葉短大附属たちばな幼稚園常葉短大附属たちばな幼稚園

沼上保育園分園沼上保育園分園

あい保育園古庄あい保育園古庄

あゆみ第２ 保育園あゆみ第２ 保育園

あゆみ保育園あゆみ保育園

沼上保育園沼上保育園

瀬名おひさまの森保育園瀬名おひさまの森保育園小規模保育園おおきな木小規模保育園おおきな木

北沼上こども園北沼上こども園

西奈こども園西奈こども園

瀬名川こども園瀬名川こども園
上土こども園上土こども園

長沼こども園長沼こども園

有度幼稚園有度幼稚園
静岡サレジオ幼稚園静岡サレジオ幼稚園

こねこのーと保育園こねこのーと保育園

ちゃいるどはうすちゃいるどはうす

うど東保育園うど東保育園

あいわ保育園あいわ保育園

風の子保育園風の子保育園

有度十七夜山保育園有度十七夜山保育園

若竹幼稚園若竹幼稚園

高部こども園高部こども園

有度北こども園有度北こども園

有度西こども園有度西こども園

高部中央こども園高部中央こども園

飯田北こども園飯田北こども園

静岡豊田幼稚園静岡豊田幼稚園

東豊田中央こども園東豊田中央こども園

常葉短大附属
とこは幼稚園
常葉短大附属
とこは幼稚園

麻機幼稚園麻機幼稚園

待機児童園あおば待機児童園あおば

竜南こども園竜南こども園

麻華保育園麻華保育園

麻機保育園麻機保育園

いけがや保育園いけがや保育園

北安東保育園北安東保育園

足久保保育園足久保保育園

うしづま保育園うしづま保育園

月影保育園月影保育園

千代田保育園千代田保育園

小規模みつばち保育園小規模みつばち保育園

あい保育園国吉田あい保育園国吉田

だきしめこども園だきしめこども園

モコ押切保育園モコ押切保育園

長崎おひさまの森保育園長崎おひさまの森保育園

こねこのーと保育園Kitawakiこねこのーと保育園Kitawaki
沓谷おひさまの森保育園沓谷おひさまの森保育園

千代田おひさまの森保育園千代田おひさまの森保育園

hugくむ保育園長沼hugくむ保育園長沼

はろーはうすはろーはうす

ちゃいるどはうす保育園ちゃいるどはうす保育園

にじいろ保育園にじいろ保育園

若竹こどもの森若竹こどもの森

えがおのうど保育園えがおのうど保育園

十七夜山しぶかわほいくえん十七夜山しぶかわほいくえん

あおぞらキンダーガーデンあおぞらキンダーガーデン 長崎ぽんぽん森保育園長崎ぽんぽん森保育園

竜南乳児園竜南乳児園
こらいと千代田こらいと千代田

モコ草薙保育園モコ草薙保育園

凡 例

私立幼稚園

市立認定こども園（ 幼保連携型）

私立認定こども園（ 幼保連携型）

私立保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設

待機児童園

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（ 承認番号 平26情使、第202-GISMAP34530号）　
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４ ． 静岡東

☆あゆみ第２こども園

☆沼上こども園分園

☆沼上こども園

▲ゆうなのき保育園



東新田こども園東新田こども園

八幡聖母幼稚園八幡聖母幼稚園

大里東幼稚園大里東幼稚園

静岡南幼稚園静岡南幼稚園

やよい幼稚園やよい幼稚園

南八幡幼稚園南八幡幼稚園
静岡若葉幼稚園静岡若葉幼稚園

静岡聖光幼稚園静岡聖光幼稚園

待機児童園おひさま待機児童園おひさま

中田おひさまの森保育園中田おひさまの森保育園

ゼリービーンズ保育園ゼリービーンズ保育園

ほのぼの保育園ほのぼの保育園

若草保育園若草保育園

あけぼの保育園あけぼの保育園

ふじみ幼稚園ふじみ幼稚園

静岡なかはら幼稚園静岡なかはら幼稚園

高松こども園高松こども園

富士見台こども園富士見台こども園

中村町こども園中村町こども園

中田こども園中田こども園

登呂こども園登呂こども園

八幡こども園八幡こども園

静岡豊田幼稚園静岡豊田幼稚園

梨花幼稚園梨花幼稚園

かわはらいづみ幼稚園かわはらいづみ幼稚園

るり幼稚園るり幼稚園

なでしこ保育園なでしこ保育園

ひだまり保育園ひだまり保育園

がーでにあ保育園がーでにあ保育園

つくしんぼ保育園つくしんぼ保育園

ゆりかご保育園ゆりかご保育園

たんぽぽ保育園たんぽぽ保育園

静岡隣人会保育園静岡隣人会保育園

小鹿こども園小鹿こども園

大谷こども園大谷こども園

東豊田こども園東豊田こども園

東新田こども園東新田こども園

下川原こども園下川原こども園

小黒こども園小黒こども園

こまどり幼稚園こまどり幼稚園

春日保育園春日保育園

なのはなガーデンなのはなガーデン

保育所きぼう中村町園保育所きぼう中村町園

高松めばえ保育園高松めばえ保育園

はろーはうすはろーはうす
キッズハウスひかりキッズハウスひかり

東新田めばえ保育園東新田めばえ保育園

八幡おひさまの森保育園八幡おひさまの森保育園

葵保育園葵保育園

こらいと石田こらいと石田

まごころポッポ保育園まごころポッポ保育園

東新田ひばりこども園東新田ひばりこども園

南清龍愛児園池田園南清龍愛児園池田園

凡 例

私立幼稚園

市立認定こども園（ 幼保連携型）

私立認定こども園（ 幼保連携型）

私立保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設

待機児童園
1： 18,000（ 1km≒5.56cm）
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（ 承認番号 平26情使、第202-GISMAP34530号）　
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８ ．静岡西南

▲小規模保育園むすび



日本平幼稚園日本平幼稚園

梅花幼稚園梅花幼稚園

船原幼稚園船原幼稚園

みどりが丘こども園みどりが丘こども園

矢部保育園矢部保育園

のぞみ保育園のぞみ保育園

曙保育園曙保育園

清水りんぽかんこども園清水りんぽかんこども園

相生保育園相生保育園

清水聖母保育園清水聖母保育園

東海大学付属幼稚園東海大学付属幼稚園

清水白百合幼稚園清水白百合幼稚園

三保こども園三保こども園

折戸こども園折戸こども園

駒越こども園駒越こども園

川原こども園川原こども園

清水こども園清水こども園

さくら幼稚園さくら幼稚園

南清龍愛児園南清龍愛児園

ちゃいるどはうすちゃいるどはうす

えじり保育園えじり保育園
杉の子保育園杉の子保育園有度十七夜山保育園有度十七夜山保育園

めぐみこども園めぐみこども園

草薙ふたばこども園草薙ふたばこども園

入江こども園入江こども園

凡 例

私立幼稚園

市立認定こども園（ 幼保連携型）

私立認定こども園（ 幼保連携型）

私立保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設

待機児童園
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10．清水羽衣

▲こねこのーと保育園大坪



八坂幼稚園八坂幼稚園

東海幼稚園東海幼稚園

江尻幼稚園江尻幼稚園

待機児童園まりん待機児童園まりん

こねこのーと保育園こねこのーと保育園

清水みらい保育園清水みらい保育園

えじり保育園えじり保育園

あいわ保育園あいわ保育園

吉原保育園吉原保育園

ふたば保育園ふたば保育園

袖師保育園袖師保育園

嶺保育園嶺保育園

若竹幼稚園若竹幼稚園

認定こども園ももはな認定こども園ももはな

興津北こども園興津北こども園

興津南こども園興津南こども園

庵原こども園庵原こども園

原こども園原こども園

横砂こども園横砂こども園西久保こども園西久保こども園

飯田南こども園飯田南こども園

辻こども園辻こども園

有度幼稚園有度幼稚園
静岡サレジオ幼稚園静岡サレジオ幼稚園

船原幼稚園船原幼稚園

さくら幼稚園さくら幼稚園

南清龍愛児園南清龍愛児園
ちゃいるどはうすちゃいるどはうす

うど東保育園うど東保育園

風の子保育園風の子保育園

杉の子保育園杉の子保育園

清水りんぽかんこども園清水りんぽかんこども園

有度十七夜山
保育園
有度十七夜山
保育園

めぐみこども園めぐみこども園

和田島こども園和田島こども園

高部こども園高部こども園

小河内こども園小河内こども園

小島こども園小島こども園

由比中央こども園由比中央こども園

有度西こども園有度西こども園

高部中央こども園高部中央こども園

飯田北こども園飯田北こども園

入江こども園入江こども園

東豊田中央こども園東豊田中央こども園

常葉短大附属たちばな幼稚園常葉短大附属たちばな幼稚園

あゆみ第２保育園あゆみ第２保育園

あゆみ保育園あゆみ保育園

月影保育園月影保育園

瀬名おひさまの森保育園瀬名おひさまの森保育園

北沼上こども園北沼上こども園

西奈こども園西奈こども園

瀬名川こども園瀬名川こども園

有度北こども園有度北こども園

あい保育園国吉田あい保育園国吉田

小規模保育園おおきな木小規模保育園おおきな木

モコ押切保育園モコ押切保育園

長崎
おひさまの森
保育園

長崎
おひさまの森
保育園

こねこのーと保育園Kitawakiこねこのーと保育園Kitawaki

ちゃいるどはうす保育園ちゃいるどはうす保育園

若竹こどもの森若竹こどもの森

えがおのうど保育園えがおのうど保育園

十七夜山しぶかわほいくえん十七夜山しぶかわほいくえん

長崎ぽんぽん
保育園

長崎ぽんぽん
保育園

ちゅーりっぷ保育園ちゅーりっぷ保育園

モコ草薙保育園モコ草薙保育園

凡 例

私立幼稚園

市立認定こども園（ 幼保連携型）

私立認定こども園（ 幼保連携型）

私立認定こども園（ 幼稚園型）

私立保育園

小規模保育施設

事業所内保育施設
待機児童園

□
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12．清水庵原

江尻幼稚園ヒッポ保育園 ▲


