
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

指導監督基準を満たす証明書を受けている認可外保育施設

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 証明書交付日

あおぞら幼児園 村山 山形市青田2-9-1 023-633-0677 (学)南風学園 平成29年10月17日

鈴川恵保育園 村山 山形市鈴川町1-2-27 023-641-2828 （個人立） 平成29年10月17日

セントポールベビーセンター 村山 山形市香澄町2-10-10 023-633-2012 （個人立） 平成29年10月17日

ベビーホームドレミワールド 村山 山形市若葉町3-12 023-635-5153 （個人立） 平成29年10月20日

穂積たからもの保育園 村山 山形市穂積116-3 023-666-6617 (株)セラフィム 平成30年10月5日

よねき保育園 村山 山形市あかねヶ丘2-1-4 023-616-7515 (株)よねき 令和元年7月25日

保育所ちびっこランド北園 村山 山形市嶋北1-4-1 023-673-9140 S.S.Corporation(株) 平成29年10月17日

保育所ちびっこランドみはらし園 村山 山形市みはらしの丘4-11-10 023-674-8047 S.S.Corporation(株) 平成30年9月3日

七日町まちなか保育園 村山 山形市七日町2-7-10 023-666-8460 (株)東邦エンタープライズ 平成30年10月5日

ニチイキッズ山形わかば保育園 村山 山形市若葉町12-19 023-627-3346 (株)ニチイ学館 平成29年10月17日

乳幼児ホーム～友～ 村山 山形市中野325-2 023-665-4141 （個人立） 平成31年1月4日

バイリンガル学園MY　Kindergarten 村山 山形青田2-12-34 023-687-1351 MY　English　School(有) 平成29年10月17日

ぶれす保育園　山形園 村山 山形市五十鈴2-1-2 023-615-9610 (株)ヒューマンデザイアートレーディング 平成31年3月27日

星幼育園 村山 山形市香澄町2-9-36 023-632-3164 （個人立） 平成29年10月17日

山形大学小白川キャンパス保育所のびのび 村山 山形市小白川町1-3-10 023-628-4190 (大)山形大学 平成28年10月20日

山形大学小白川キャンパス保育所つぼみ 村山 山形市小白川町1-3-10 023-628-4190 (大)山形大学 平成30年10月3日

東北中央病院和い和いキッズガーデン 村山 山形市和合町3-8-17 023-665-5532 公立学校(共済) 平成30年9月3日

東和ほほえみ保育園山形 村山 上山市弁天1-1-63 023-677-0780 東和薬品(株) 平成30年8月10日

あそか園 村山 天童市大字奈良沢734 023-654-1080 (学)東谷学園 平成30年8月10日

シャローム保育園 村山 天童市三日町2-6-29 023-653-2784 (学)みくに学園 平成30年8月10日

しょうげ保育所 村山 天童市清池東2-1-5 023-674-8275 日新製薬(株) 平成29年10月31日

TFキッズ保育園天童 村山 天童市鎌田1-6-30 023-665-4107 (株)東北福祉サービス 平成30年10月15日

天童ひまわり幼児園 村山 天童市久野本3-9-32 023-653-1533 （個人立） 平成29年10月31日

天童ベビーホーム 村山 天童市本町1-3-28 023-653-3568 （個人立） 平成30年8月10日

プレイルーム（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 平成30年8月10日

ポポラー山形天童園 村山 天童市鎌田1-6-8 023-652-0480 (株)タスク・フォース 平成30年8月10日

まませるふ保育園天童園 村山 天童市中里7-3-33 023-687-1119 (株)マイセルフ 平成30年8月10日

なごみ保育園 村山 中山町大字長崎3055-7 090-1399-7530 （個人立） 平成30年3月6日
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つくしこども園 村山 寒河江市山岸町5-2 0237-84-3827 （個人立） 平成29年3月30日

花のたね保育園 村山 寒河江市大字柴橋1055-3 0237-84-7776 (特非)あじさい 平成31年3月29日

ちびっこホーム 村山 河北町谷地中央5-3-2 0237-72-7630 （個人立） 平成30年8月10日

チャイルドホーム 村山 河北町谷地中央4-4-14 0237-72-7666 （個人立） 平成29年8月23日

べにばなベビーホーム 村山 河北町谷地字月山堂119-1 0237-72-7163 （個人立） 平成29年8月23日

ひまわり幼児園 村山 東根市神町西5-1-5 0237-47-3332 (株)ひまわり 平成30年6月29日

夢の城ベビーホーム 村山 東根市神町北3-3-6 0237-47-3618 （個人立） 平成29年8月23日

星の子保育園 村山 東根市大字蟹沢2108-71 0237-42-3098 （個人立） 平成29年9月28日

のびのび保育園 村山 東根市中央3-1-26 0237-43-0508 （個人立） 平成30年8月10日

ラルクKids 村山 東根市中央3-5-23 0237-42-5348 （個人立） 平成30年8月10日

まませるふ東根園 村山 東根市中央2-12-11 0237-53-6687 (株)マイセルフ 平成30年8月10日

託児ルームHUG 最上 新庄市本町1-7 090-2028-9465 (特非)はぐくみ保育園 平成30年7月26日

企業主導型保育施設こらっせ保育園 最上 新庄市本町4-33　1階 0233-29-8911 (有)アドバンビル 平成30年9月20日

恵泉愛児園 置賜 米沢市福田町1-3-67 0238-23-2211 恵泉キリスト教会 平成29年9月20日

やまびこ園 置賜 米沢市口田沢3216 0238-31-2620 (特非)あゆみやまびこ共に育つ会 平成29年9月20日

おのがわ保育園ドレミ館 置賜 米沢市小野川町1770-1 0238-32-2729 (特非)おのがわ保育園ドレミ館 平成29年9月20日

キッズピーパル 置賜 米沢市中田町760-2 0238-37-4300 (協組)米沢総合卸売センター 平成29年9月20日

おひさまえん 置賜 米沢市直江町4-14 0238-24-6187 山形賢治の学校 平成29年10月23日

青空保育たけの子 置賜 米沢市上新田1166 070-1143-1166 (特非)青空保育たけの子 平成29年9月20日

米沢こころの病院院内保育所にこにこ保育所 置賜 米沢市アルカディア1-808-32 0238-27-0506 (医)公徳会 平成29年9月20日

ベビーホームイシイ 置賜 南陽市池黒1529-10 0238-47-2067 （個人立） 平成31年3月5日

みんなのみらい南陽園 置賜 南陽市郡山86-1-1 0238-27-0866 (株)ナカノアパレル 平成31年2月5日

あいいく幼児園 置賜 高畠町大字馬頭1015 0238-56-2544 （個人立） 平成31年2月5日

キッズワールドあゆみ 庄内 鶴岡市本町1-9-7 0235-64-0872 (株)荘内銀行 平成30年12月12日

やまのこ保育園　home 庄内
鶴岡市大宝寺字日本国378-45
パークサイドヴィレッジRay　1F

0235-64-8940 Spiber(株) 平成31年3月1日

ニチイキッズ酒田にいだ保育園 庄内 酒田市新井田町14-16 0234-21-1031 (株)ニチイ学館 平成29年10月28日

※児童福祉法第59条の２に基づき、市町村への設置届け出を義務付けられた施設のうち、市町村が定めた基準を満たし、証明を受けた保育

　施設が対象となります。届出のみを行っており、証明を受けていない保育施設は対象外です。
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　ただし、以下の施設は証明を受けていても、対象外となります。

　・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり（入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し保育サービスを提供するもの）に

　　よる保育施設

　・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日７時までの全部または一部の利用による保育施設

　・利用定員が５人以下の保育施設


