
【公立保育所一覧】 （令和4年4月1日現在）

設置主体 名　　称 認可定員 郵便番号 住　　所

鳥取市 賀露保育園 140 680-0905 鳥取市賀露町北2丁目2-15

鳥取市 美保保育園 200 680-0864 鳥取市吉成2丁目13-8

鳥取市 みたから保育園 90 680-0813 鳥取市寿町501

鳥取市 富桑保育園 140 680-0824 鳥取市行徳3丁目705-1

鳥取市 倉田保育園 80 680-1143 鳥取市八坂169-1

鳥取市 美和保育園 100 680-1167 鳥取市上味野545

鳥取市 湖南保育園 50 680-1444 鳥取市松原419-2

鳥取市 白ゆり保育園 80 680-0855 鳥取市面影1丁目8-16

鳥取市 豊実保育園 70 680-1413 鳥取市野坂927

鳥取市 白兎保育園 100 689-0201 鳥取市伏野193-5

鳥取市 千代保育園 100 680-0901 鳥取市江津730

鳥取市 みやこ保育園 130 680-0156 鳥取市国府町中郷895

鳥取市 さつき保育園 55 680-0135 鳥取市国府町谷15-2

鳥取市 福部保育園 90 689-0106 鳥取市福部町海士345-1

鳥取市 河原保育園 130 680-1241 鳥取県鳥取市河原町長瀬４８－１

鳥取市 西郷保育園 30 680-1225 鳥取市河原町牛戸13-1

鳥取市 散岐保育園 45 680-1243 鳥取市河原町佐貫755-6

鳥取市 もちがせ保育園 100 689-1211 鳥取市用瀬町別府808

鳥取市 さじ保育園 45 689-1306 鳥取市佐治町古市130-1

鳥取市 ひかり保育園 90 689-0216 鳥取市気高町宝木937

鳥取市 浜村保育園 190 689-0351 鳥取県鳥取市気高町八幡３８８－１

鳥取市 こじか保育園 45 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野583-3

鳥取市 すくすく保育園 150 689-0501 鳥取市青谷町青谷604

米子市 東保育園 120 683-0052 米子市博労町3丁目41

米子市 西保育園 120 683-0811 米子市錦町3丁目92-7

米子市 南保育園 90 683-0032 米子市陽田町45

米子市 彦名保育園 90 683-0854 米子市彦名町4500-36

米子市 崎津保育園 90 683-0104 米子市大崎1444

米子市 小鳩保育園 90 683-0101 米子市大篠津町758-1

米子市 富益保育園 90 683-0103 米子市富益町628

米子市 こたか保育園 60 689-3514 米子市尾高566

米子市 あがた保育園 90 689-3523 米子市福万363-4

米子市 ねむの木保育園 60 683-0811 米子市錦町3丁目77

倉吉市 西郷保育園 80 682-0031 倉吉市下余戸129-1

倉吉市 上井保育園 75 682-0018 倉吉市福庭町2丁目152

倉吉市 社保育園 80 682-0943 倉吉市国分寺342-11

倉吉市 北谷保育園 45 682-0606 倉吉市沢谷289-1

倉吉市 上小鴨保育園 60 682-0846 倉吉市鴨河内1731-1

倉吉市 灘手保育園 45 682-0904 倉吉市尾原500-15

倉吉市 小鴨保育園 90 682-0856 倉吉市中河原551-1

倉吉市 高城保育園 90 682-0642 倉吉市上福田1104

倉吉市 関金保育園 90 682-0411 倉吉市関金町関金宿2830-2
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境港市 わたり保育園 120 684-0072 境港市渡町1342-1

境港市 あがりみち保育園 110 684-0041 境港市中野町168

境港市 なかはま保育園 120 684-0053 境港市小篠津町820

岩美町 浦富保育所 150 681-0003 岩美郡岩美町浦富2171

岩美町 大岩保育所 120 681-0073 岩美郡岩美町大谷2410

岩美町 みなみ保育所 110 681-0065 岩美郡岩美町新井55

八頭町 郡家東保育所 160 680-0424 八頭郡八頭町稲荷167番地

八頭町 郡家保育所 140 680-0461 八頭郡八頭町郡家71-1

八頭町 国中保育所 90 680-0454 八頭郡八頭町石田百井3-2

八頭町 船岡保育所 120 680-0473 八頭郡八頭町坂田30番地

八頭町 八東保育所 130 680-0521 八頭郡八頭町安井宿1346

智頭町 ちづ保育園 200 689-1402 八頭郡智頭町智頭1152-1

三朝町 賀茂保育園 100 682-0152 東伯郡三朝町本泉916

三朝町 竹田保育園 45 682-0303 東伯郡三朝町穴鴨201-1

南部町 つくし保育園 120 683-0322 西伯郡南部町阿賀869-3

南部町 さくら保育園 90 683-0201 西伯郡南部町天萬1444-1

南部町 ひまわり保育園 60 683-0222 西伯郡南部町市山746-1

伯耆町 ふたば保育所 90 689-4133 西伯郡伯耆町吉長63-1

伯耆町 あさひ保育所 45 689-4103 西伯郡伯耆町真野1262-1

伯耆町 こしき保育所 140 689-4121 西伯郡伯耆町大殿2574

伯耆町 溝口保育所 100 689-4201 西伯郡伯耆町溝口348

伯耆町 二部保育所 30 689-4233 西伯郡伯耆町二部543-1

大山町 大山保育所 60 689-3314 西伯郡大山町今在家730-3

大山町 大山きゃらぼく保育園 180 689-3332 西伯郡大山町末長488-1

大山町 中山みどりの森保育園 120 689-3111 西伯郡大山町赤坂767-2

大山町 庄内保育所 60 689-3225 西伯郡大山町押平741-2

大山町 名和さくらの丘保育園 150 689-3212 西伯郡大山町名和637番地

日吉津村 日吉津保育所 120 689-3553 西伯郡日吉津村日吉津967-2

日野町 ひのっこ保育所 90 689-4521 日野郡日野町津地690

江府町 子供の国保育園 150 689-4403 日野郡江府町久連35


