
幼稚園教諭免許状又は保育士資格取得のための特例制度における実務経験算定対象施設一覧 令和２年４月１日現在

１．幼保連携型認定こども園（公立）

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 備考

最上町立あたごこども園 最上 最上町大字向町680-2 0233‐43‐2346 最上町

飯豊町立飯豊わくわくこども園 置賜
(幼)飯豊町大字萩生3592
(保)飯豊町大字中768-2

(幼)0238‐72‐2241
(保)0238-72-2067

飯豊町

２．幼保連携型認定こども園（私立）

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 備考

キンダーこども園 村山 山形市宮町2-4-13 023‐622‐7438 (福)キンダー伸誠会

キンダー南館こども園 村山 山形市南館5-7-50 023‐644‐2030 (福)キンダー伸誠会

こども園ちとせ 村山 山形市落合町柿壇386-4 023‐623‐8874 (福)チトセ会

こども園ののはな 村山 山形市花楯2-12-2 023‐666‐4666 (福)チトセ会

こども芸術大学認定こども園 村山 山形市上桜田3-4-5 023‐627‐2280 (学)東北芸術工科大学

千歳認定こども園 村山 山形市緑町1-4-20 023‐631‐3382 (学)山形つのぶえ学園

出羽こども園 村山 山形市大字千手堂字沢田203-5 023‐684‐3018 (福)賢和会

認定こども園金井こども園 村山 山形市陣場3-12-60
(幼)023-684-5088
(保)023-681-0371

(学)金井学園

認定こども園杉の子 村山 山形市瀬波1-2-7 023‐681‐8120 (福)陣場福祉会

認定こども園鈴川第二幼稚園・このみ保育園 村山 山形市花楯2-44-1
(幼)023-642-8743
(保)023-687-0855

(学)羽陽学園

認定こども園諏訪幼稚園・諏訪の杜保育園 村山 山形市諏訪町1-1-13
(幼)023‐642‐1249
(保)023-633-5325

(学)諏訪学園

認定こども園べにばなこども園 村山 山形市伊達城2-9-7 023‐686‐2140 (学)清風学園

認定こども園山形聖マリアこども園 村山 山形市香澄町2-11-15 023‐632‐2558 (学)双葉学園

ひまわりこども園 村山 山形市大字片谷地59
(幼)023-688-2330
(保)023-666-6121

(学)龍華学園

南沼原ひまわり幼保園 村山 山形市高堂1-7-3 023-645-4726 (学)龍華学園

かしのき幼稚園・お日さま 村山 上山市泉川字東河原360 023‐673‐5547 (学)真和学園

幼保連携型認定こども園上山幼稚園・アイキッズ 村山 上山市旭町3-1-23 023‐672‐5445 (学)亀井学園

あけぼの幼稚園 村山 天童市北久野本5-11-31 023‐654‐1745 (学)清風学園
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キンダー水木こども園 村山 天童市大字成生930 023‐622‐7438 (福)キンダー伸誠会

認定こども園ゆりかご幼稚園 村山 山辺町大字山野辺5160 023‐664‐5355 (学)仙英学園

認定こども園寒河江第二幼稚園 村山 寒河江市大字高屋字西浦19 0237‐86‐6029 (学)不動学園

かほくあいこども園 村山 河北町谷地字霊堂399－1 0237‐85‐0536 (福)敬愛信の会

認定こども園ひなのこども園 村山 河北町谷地字月山堂1344 0237‐85‐1721 (福)平和春秋会

輝認定こども園 村山 村山市楯岡新町1-17-20 0237‐55‐2409 (学)栄光学園

あおぞらこども園 村山 東根市神町西4丁目6-16 0237‐48‐6363 (福)太陽会

幼保連携型認定こども園尾花沢幼稚園 村山 尾花沢市上町4-6-16 0237‐22‐0312 (学)尾花沢学園

認定こども園めごたま 最上 金山町金山荒屋35-1 0233‐52‐2355 (福)陽だまり

たんぽぽこども園 最上 真室川町大字新町376-2 0233‐62‐4158 (福)真室川こども園

興道こども園どんぐり 置賜 米沢市直江町4-100 0238‐24‐8558 (福)米沢仏教興道会

戸塚山こども園 置賜 米沢市大字上新田字松原台2008 0238‐37‐2419 (学)音羽学園

ひばりが丘幼稚園 置賜 米沢市大字三沢字白旗壱26090 0238‐22‐7541 (学)松原学園

米沢西部こども園 置賜 米沢市御廟2-3-8 0238‐21‐6010 (学)法音学園

宮内認定こども園 置賜 南陽市宮内3106 0238‐47‐3039 (学)南陽学園

たかはたこども園 置賜 高畠町高畠1077-1 0238‐52‐0035 (福)高畠仏教昭和会

なかよしこども園 置賜 高畠町大字亀岡2920-1 0238‐52‐0589 (福)高畠仏教昭和会

なごみこども園 置賜 高畠町大字元和田1337 0238‐56‐2110 (福)高畠仏教昭和会

長井めぐみ幼稚園 置賜 長井市屋城町6-58
(保)0238‐88‐0312
(幼)0238-88-1745

(学)木村学園

幼保連携型認定こども園白山こども園 置賜 長井市館町南16-18 0238‐84‐6096 (福)白山優心会

認定こども園すみれ保育園 置賜 小国町大字小国町133-10 0238‐62‐5284 (福)愛育福祉会

愛真こども園 置賜 白鷹町大字荒砥乙721-1 0238‐85‐3160 (福)白鷹会

よつばこども園 置賜 白鷹町大字十王4354 0238‐85‐0084 (福)白鷹会

幼保連英型認定こども園城南幼稚園・城南保育園 庄内 鶴岡市のぞみ町6-20 0235‐24‐7164 (学)鶴岡城南学園

りっしょう子ども園 庄内 鶴岡市西新斎町2-31 0235‐33‐8772 (福)立正会

美咲こども園 庄内 鶴岡市美咲町32-8 0235‐28‐3331 (福)恵愛会

大宝幼稚園 庄内 鶴岡市大宝寺町14-10 0235‐22‐1883 (学)羽陽学園

ちわら菜の花こども園 庄内 鶴岡市茅原字西茅原129-1 0235‐26‐7311 (福)道形保育会

ちとせはぐくみ園 庄内 鶴岡市稲生1-14-1 0235‐22‐0742 (福)はぐくみ会
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三瀬保育園 庄内 鶴岡市三瀬字殿田233-1 0235‐73‐3500 (福)三瀬保育会

アテネ認定こども園 庄内 酒田市若原町1-44 0234‐22‐2789 (学)アテネ学園

うえだこども園 庄内 酒田市上野曽根字上中割49 0234‐25‐2209 (福)あすなろ会

木の実こども園 庄内 酒田市あきほ町661-9 0234‐21‐5580 (福)こどもの森協会

酒田ふたば園 庄内 酒田市日吉町1-1-7 0234‐22‐1224 (学)酒田双学園

浄徳幼稚園・じょうとく保育園 庄内
(幼)酒田市みずほ2-2-4
(保)酒田市大町8-33

0234‐26‐1232 (学)明照学園

十坂こども園 庄内 酒田市十里塚字村東山112-2 0234‐31‐1670 (福)十坂協会

広野保育園 庄内 酒田市広野字中通40-3 0234‐92‐2445 (福)酒田保育協会

若草幼稚園・若草ベビールーム 庄内
(幼)酒田市日吉町1-4-34
(保)酒田市北新町1-1-58

0234‐22‐2132 (学)龍州学園

認定こども園杉の子幼稚園 庄内 遊佐町遊佐字高砂83 0234‐72‐2345 (学)杉の子学園

３．保育所型認定こども園（公立）

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 備考

西郷認定こども園 村山 村山市大字名取3332-66 0237-55-5540 村山市

ちぐさ認定こども園 村山 村山市大字大久保甲875-1 0237-54-2208 村山市

冨本認定こども園 村山 村山市大字湯野沢4605 0237-54-2231 村山市

東部こども園 村山 東根市大字野川1305-3 0237-44-3770 東根市

４．保育所型認定こども園（私立）

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 備考

山形認定こども園あすなろ園 村山 山形市上町2-5-36 023-644-7663 (公財)鉄道弘済会

にこにこ子どもの家 村山 天童市一日町1-13-24 023-654-5545 (福)にこにこ子どもの家

星幼育園天童 村山 天童市駅西1-11-1 023-651-3315 (有)星幼育園

ふたば大高根保育園 村山 村山市大字富並2119-2 0237-57-2429 (福)ふたば保育園

ふたば袖崎保育園 村山 村山市大字土生田4717 0237-58-2123 (福)ふたば保育園

さくらこども園 村山 東根市神町北5-5-18 0237-53-6555 (福)こども未来創成会

認定こども園おだしま 村山 東根市大字蟹沢82-1 0237-53-0511 (福)慈敬会
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認定こども園金沢南保育園 最上 新庄市下金沢町2-34 0233-32-1410 (学)金沢学園

にしごう保育園 庄内 鶴岡市下川字樋渡100 0235-64-0245 (福)湯野浜・松並保育会

５．幼稚園型認定こども園（私立）

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 備考

認定こども園あおぞら幼稚園 村山 山形市青田2-9-1 023‐633‐0677 (学)南風学園

認定こども園大谷幼稚園 村山 山形市緑町3-7-67 023‐666‐7981 (学)専称寺学園

認定こども園さくらんぼ幼稚園 村山 山形市長谷堂1111-3 023‐688‐2413 (学)西養学園

認定こども園さゆり幼稚園 村山 山形市本町2-1-24 023‐642‐5042 (学)山形キリスト教学園

認定こども園月かげ幼稚園 村山 山形市馬見ヶ崎1-1-10 023‐684‐6840 (学)光明学園

認定こども園出羽大谷幼稚園 村山 山形市大字千手堂545-1 023‐684‐7956 (学)専称寺学園

認定こども園南光幼稚園 村山 山形市八日町2-3-45 023‐641‐3073 (学)栴檀学園

認定こども園松波大谷幼稚園 村山 山形市東山形2-10-5 023‐632‐6833 (学)専称寺学園

天童みくに幼稚園 村山 天童市三日町2-6-29 023‐653‐2784 (学)みくに学園

やまべ幼稚園 村山 山辺町山辺1502-3 023‐664‐6020 (学)後藤学園

金沢幼稚園 最上 新庄市上金沢町12-25 0233‐22‐6052 (学)金沢学園

かしのみ幼稚園 置賜 米沢市城南5-1-1 0238‐21‐0205 (学)城南学園

米沢中央幼稚園 置賜 米沢市中央7-5-70-5 0238‐23‐2569 (学)椎野学園

米沢幼稚園 置賜 米沢市中央3-6-45 0238‐23‐2134 (学)興譲学園

まつかわ幼稚園 置賜 高畠町福沢613 0238‐57‐3216 (学)髙橋学園

小松幼稚園 置賜 川西町中小松3077 0238‐42‐2436 (学)天笠学園

小桜幼稚園 置賜 長井市中道1-7-5 0238‐88‐2481 (学)雙暢学園

いなば幼稚園 庄内 鶴岡市藤島字村東51 0235‐64‐2310 (学)いなば学園

鶴岡幼稚園 庄内 鶴岡市泉町6-13 0235‐22‐0658 (学)鶴岡学園

マリア幼稚園 庄内 鶴岡市馬場町7-19 0235‐22‐5831 (学)双葉学園

若葉幼稚園 庄内 鶴岡市若葉町24-35 0235‐22‐2237 (学)キリスト教若葉学園

和光幼稚園 庄内 鶴岡市我老林字五里市62 0235‐22‐8835 (学)いつき学園

酒田第二幼稚園 庄内 酒田市若宮町2-11-15 0234‐31‐2255 (学)酒田幼稚園

酒田幼稚園 庄内 酒田市寿町1-80 0234‐22‐0454 (学)酒田幼稚園

天真幼稚園 庄内 酒田市富士見町3-2-117 0234‐22‐7252 (学)天真林昌学園


