
年齢区分

年齢区分

認定こども園の施設長の氏名 木村　圭子

子育て支援事業

１　相互交流を行う場所の開設等による、相談、情報提供等の援助
　　①親子交流の場の提供（運動、音楽、絵画制作、園の行事への参加等）
２　子どもの養育問題に関し、保護者への相談、情報提供等の援助
　　①子育て相談（来園相談、電話相談、メール相談、専門員との相談援助）
　　②食育相談（栄養指導、離乳食相談等）
３　家庭による保育が一時的に困難になった子どもの保育
　　①一時預かり事業（法人内対応）、延長保育事業、病児病後児保育事業
４　支援を希望する保護者と支援を実施する者との連絡・調整
　　①子育て支援の講習会の実施および案内（子どもの病気、発達障害等）
５　支援を行う者への情報提供・助言
　　①子育て支援センター、エスコ、福祉部、教育委員会等との連携
６　施設独自の事業
　　①園外保育（自然に親しむ活動、地域交流会の開催等）

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ２学級

設置者 社会福祉法人比津ケ丘保育園

代表者 理事長　砂田　正英

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ３９名 ３６名

認定こども園の種類 保育所型

認定年月日 平成28年4月1日

施設の所在地 松江市比津町317

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２０名

ホームページアドレス http://hitsugaoka.com

認定こども園比津ケ丘保育園わらべのその

認定こども園の名称 認定こども園比津ケ丘保育園わらべのその

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ２学級

認定こども園の施設長の氏名 砂田　留美子

子育て支援事業

１　相互交流を行う場所の開設等による、相談、情報提供等の援助
　　①親子交流の場の提供（運動、音楽、絵画制作、園の行事への参加等）
２　子どもの養育問題に関し、保護者への相談、情報提供等の援助
　　①子育て相談（来園相談、電話相談、メール相談、専門員との相談援助）
　　②食育相談（栄養指導、離乳食相談等）
３　家庭による保育が一時的に困難になった子どもの保育
　　①一時預かり事業（法人内対応）、延長保育事業、病児病後児保育事業
４　支援を希望する保護者と支援を実施する者との連絡・調整
　　①子育て支援の講習会の実施および案内（子どもの病気、発達障害等）
５　支援を行う者への情報提供・助言
　　①子育て支援センター、エスコ、福祉部、教育委員会等との連携
６　施設独自の事業
　　①園外保育（自然に親しむ活動、地域交流会の開催等）

利用定員

３歳以上 ０～２歳

９名

保育を必要とする
子ども

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も

２７名 １８名

施設の所在地 松江市比津町314-1

設置者 社会福祉法人比津ケ丘保育園

代表者 理事長　砂田　正英

認定こども園比津ケ丘保育園融合センター

認定こども園の名称 認定こども園比津ケ丘保育園融合センター

認定こども園の種類 保育所型

認定年月日 平成27年4月1日

http://hitsugaoka.com/#


年齢区分

年齢区分

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成29年4月1日

教育及び保育に直接従事する
職員数 １８人

ホームページアドレス http://syouseikai.com/

ふたば第二こども園

認定こども園の名称 ふたば第二こども園

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 中山　哲夫

子育て支援事業

○子育て親子の交流の場の提供と交流促進
○子育てに関する相談・援助及び関係機関との連携
○子育てなどに関する情報の提供
○講演会や講習会の開催
○体験保育の実施　　等

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ３０名 ３０名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

施設の所在地 松江市西浜佐陀546-9

設置者 社会福祉法人　松生会

代表者 理事長　中山　哲夫

ふたば第一こども園

認定こども園の名称 ふたば第一こども園

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成29年4月1日

子育て支援事業

○子育て親子の交流の場　（親子の触れ合いタイム、園開放、園行事への参加）
○子育てに関する相談　（場面相談、個別相談）
○子育て親子の学びの場　（子育てトーク）
○地域の子育て関連情報　（学びのコーナー）
○地域の支援　（園庭開放）

教育及び保育に直接従事する
職員数 １１人

ホームページアドレス https://www.smile-ikuei-matsue.ed.jp/

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 種平　知美

代表者 理事長　坪内　朋子

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ３０名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
４５名

認定年月日 平成28年4月1日

施設の所在地 松江市大庭町1197-1

設置者 学校法人坪内朋和学園

ホームページアドレス http://hitsugaoka.com

育英幼稚園

認定こども園の名称 育英幼稚園

認定こども園の種類 幼稚園型

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２１人

http://syouseikai.com/#
https://www.smile-ikuei-matsue.ed.jp/#
http://www.iwami.or.jp/nak/#


年齢区分

年齢区分

年齢区分

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ６０名 ６０名

施設の所在地 松江市古志原3丁目4-35

設置者 社会福祉法人　松生会

代表者 理事長　中山　哲夫

ふたば古志原こども園

認定こども園の名称 ふたば古志原こども園

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成29年4月1日

子育て支援事業

○子育て親子の交流の場の提供と交流促進
○子育てに関する相談・援助及び関係機関との連携
○子育てなどに関する情報の提供
○講演会や講習会の開催
○体験保育の実施　　等

教育及び保育に直接従事する
職員数

１７人

ホームページアドレス http://syouseikai.com

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数

３学級

認定こども園の施設長の氏名 福井　均子

代表者 理事長　中山　哲夫

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ３０名 ３０名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

認定年月日 平成29年4月1日

施設の所在地 松江市上乃木4丁目9-39

設置者 社会福祉法人　松生会

ホームページアドレス http://syouseikai.com

ふたば第三こども園

認定こども園の名称 ふたば第三こども園

認定こども園の種類 幼保連携型

認定こども園の施設長の氏名 中山　千鶴

子育て支援事業

○子育て親子の交流の場の提供と交流促進
○子育てに関する相談・援助及び関係機関との連携
○子育てなどに関する情報の提供
○講演会や講習会の開催
○体験保育の実施　　等

教育及び保育に直接従事する
職員数 １９人

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

設置者 社会福祉法人　松生会

代表者 理事長　中山　哲夫

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ３０名 ３０名

施設の所在地 松江市西浜佐陀1261-1

http://syouseikai.com/#
http://syouseikai.com/#


年齢区分

年齢区分

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 曳野　耕一

子育て支援事業
○子育て相談の実施
○育児講座
○療育相談・療育支援の実施

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ６０名 ３０名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

施設の所在地 松江市山代町1001番地

設置者 社会福祉法人　つわぶき

代表者 理事長　石井　尚吾

つわぶきこども園

認定こども園の名称 つわぶきこども園

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成30年4月1日

子育て支援事業
・子育て相談の実施
・育児講座の実施
・療育相談・療育支援の実施

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２２人

ホームページアドレス http://www.tsuwabuki.jp/nogi/

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 小松　陽子

代表者 理事長　石井　 尚吾

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ６０名 ３０名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１２名

設置者 社会福祉法人つわぶき

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成29年4月1日

施設の所在地 松江市乃木福富町318-1

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２３人

ホームページアドレス http://syouseikai.com

のぎこども園

認定こども園の名称 のぎこども園

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 大成　誠

子育て支援事業

○子育て親子の交流の場の提供と交流促進
○子育てに関する相談・援助及び関係機関との連携
○子育てなどに関する情報の提供
○講演会や講習会の開催
○体験保育の実施　　等

利用定員

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

http://www.tsuwabuki.jp/nogi/#
http://syouseikai.com/#


年齢区分

年齢区分

認定こども園玉湯さくら保育園

子育て支援事業

１　相互交流を行う場所の開設等による、相談、情報提供等の援助
　　①親子交流の場の提供（運動、音楽、絵画制作、園の行事への参加等）
２　子どもの養育問題に関し、保護者への相談、情報提供等の援助
　　①子育て相談（来園相談、電話相談、メール相談、専門員との相談援助）
　　②食育相談（栄養指導、離乳食相談等）
３　家庭による保育が一時的に困難になった子どもの保育
　　①一時預かり事業（法人内対応）、延長保育事業、病児病後児保育事業
４　支援を希望する保護者と支援を実施する者との連絡・調整
　　①子育て支援の講習会の実施および案内（子どもの病気、発達障害等）
５　支援を行う者への情報提供・助言
　　①子育て支援センター、エスコ、福祉部、教育委員会等との連携
６　施設独自の事業
　　①園外保育（自然に親しむ活動、地域交流会の開催等）
　　②日本文化に触れる（発表会での日舞、おもいで会でお茶のお手前を披露）

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２６人

ホームページアドレス http://hitsugaoka.com

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 松本　元次

代表者 理事長　砂田　正英

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ４０名 ３０名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１４名

認定年月日 平成30年4月1日

施設の所在地 松江市比津が丘4丁目2番34号

設置者 社会福祉法人　比津ケ丘保育園

ホームページアドレス http://www.smile-ikuei-matsue.ed.jp/

認定こども園比津ケ丘保育園

認定こども園の名称 認定こども園比津ケ丘保育園

認定こども園の種類 保育所型

認定こども園の施設長の氏名 坪内　朋子

子育て支援事業
○子育て相談
○子育て親子交流

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２０人

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
４５名

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ４学級

設置者 学校法人　坪内朋和学園

代表者 理事長　坪内　朋子

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ３０名 ４０名

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成30年3月27日

施設の所在地 松江市下東川津町728-10

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２６人

ホームページアドレス http://www.tsuwabuki.jp/yamashiro/

育英北幼稚園

認定こども園の名称 育英北幼稚園

http://hitsugaoka.com/#
http://www.smile-ikuei-matsue.ed.jp/#
http://www.tsuwabuki.jp/yamashiro/#


年齢区分

年齢区分

認定こども園の施設長の氏名 錦織　健二

子育て支援事業

○園開放　さくらんぼ広場
　在宅の親子の遊び場として園庭や園舎を開放する。
　固定遊具や手作りおもちゃで遊べるよう環境を整え、子どもがのびのびと遊ぶことが出来るようにし、
親子のふれあいやリフレッシュの場となるよう支えていく。

○さくらんぼ親子のつどい（毎月第二金曜日 10:00～1100）
　５月　親子ヨガ・試食会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   10月　ミニ遠足に行こう
　６月　お散歩に行こう 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   11月　小麦粉粘土であそぼう
　７月　みずあそびをしよう・夏まつりに参加しよう　　　　    12月　クリスマス会に参加しよう
　８月　プールあそびをしよう 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月　おはなしの時間
　９月　うんどうあそびをしよう 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２月  親子リトミック・試食会

○子育て相談　おしゃべりサロン
　在園の保護者、在宅の子育て家庭の保護者を対象に子育て相談を受ける。

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ４学級

設置者 社会福祉法人　はなぶさ

代表者 理事長　吉野　英男

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ４８名 ４１名

認定こども園の種類 保育所型

認定年月日 平成31年4月1日

施設の所在地 松江市玉湯町湯町1720-1

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２５人

ホームページアドレス https://first.tamayu-sakura.jp/

認定こども園第２玉湯さくら保育園

認定こども園の名称 認定こども園第２玉湯さくら保育園

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ４学級

認定こども園の施設長の氏名 吉野　英男

子育て支援事業

○園開放　さくらんぼ広場
　在宅の親子の遊び場として園庭や園舎を開放する。
　固定遊具や手作りおもちゃで遊べるよう環境を整え、子どもがのびのびと遊ぶことが出来るようにし、
親子のふれあいやリフレッシュの場となるよう支えていく。

○さくらんぼ親子のつどい（毎月第二金曜日 10:00～1100）
　５月　親子ヨガ・試食会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   10月　ミニ遠足に行こう
　６月　お散歩に行こう 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   11月　小麦粉粘土であそぼう
　７月　みずあそびをしよう・夏まつりに参加しよう　　　　    12月　クリスマス会に参加しよう
　８月　プールあそびをしよう 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月　おはなしの時間
　９月　うんどうあそびをしよう 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２月  親子リトミック・試食会

○子育て相談　おしゃべりサロン
　在園の保護者、在宅の子育て家庭の保護者を対象に子育て相談を受ける。

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ６６名 ５３名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

施設の所在地 松江市玉湯町湯町1720-1

設置者 社会福祉法人　はなぶさ

代表者 理事長　吉野　英男

認定こども園の名称 認定こども園玉湯さくら保育園

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成31年4月1日

https://first.tamayu-sakura.jp/#


年齢区分

年齢区分

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２１人

ホームページアドレス http://tamachi-matsue.jp/tamachi/

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ８学級

認定こども園の施設長の氏名 内田　真理

子育て支援事業
○保護者の仕事と子育ての両立等の支援
○地域における子育て家庭の保護者等に対する支援
○在園している園児を対象に行う一時預かり事業

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども １６５名 ２５名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

施設の所在地 松江市西川津町1610-4

設置者 社会福祉法人　坪内宝珠会

代表者 理事長　坪内　恵美

たまちこども園

認定こども園の名称 たまちこども園

認定こども園の種類 幼保連携型

認定年月日 平成31年4月1日

子育て支援事業
○園開放
○一時預かり事業

教育及び保育に直接従事する
職員数 １７人

ホームページアドレス http://www.kousaikai.or.jp/sukoyaka/matsue/

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 堀越　幸德

代表者 会長　浅井　克巳

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども ５５名 ３５名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
６名

認定年月日 平成31年4月1日

施設の所在地 松江市東朝日町232

設置者 公益財団法人　鉄道弘済会

ホームページアドレス https://second.tamayu-sakura.jp/

松江認定こども園

認定こども園の名称 松江認定こども園

認定こども園の種類 保育所型

教育及び保育に直接従事する
職員数 ２１人

http://tamachi-matsue.jp/tamachi/#
http://www.kousaikai.or.jp/sukoyaka/matsue/#
https://second.tamayu-sakura.jp/#

