
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．認可保育所（公立）

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 備考

あこや保育所 村山 山形市鉄砲町2-22-33 023-622-5020 山形市

あたご保育園 村山 山形市小白川町5-21-12 023-622-8527 山形市

いずみ保育園 村山 山形市大字中野字楯494-4 023-681-1949 山形市

さくら保育園 村山 山形市緑町1-9-45 023-622-5682 山形市 H31年、東原町1-1-9から移転

早苗保育園 村山 山形市下条町2-10-27 023-644-7753 山形市

白鳩保育園 村山 山形市春日町10-24 023-645-5584 山形市

すみれ保育園 村山 山形市宮浦55 023-643-7333 山形市

高楯保育園 村山 山形市大字下東山字高瀬野4551-2 023-686-2067 山形市

つばさ保育園 村山 山形市幸町11-3 023-634-6252 山形市

美鈴保育園 村山 山形市山家町2-2-7 023-623-8549 山形市

しらさぎ保育園 村山 上山市金生東2-6-54 023-672-0025 上山市

みなみ保育園 村山 上山市河崎1-1-45 023-672-0144 上山市

いなほ保育園 村山 天童市大字蔵増644-1 023-654-7286 天童市

さくら保育園 村山 天童市老野森1-8-3 023-654-2452 天童市

舞鶴保育園 村山 天童市小路1-5-11 023-654-2451 天童市

みどり保育園 村山 天童市大字長岡1635 023-655-2857 天童市

なかやま保育園 村山 中山町大字柳沢2322-1 023-662-2210 中山町

安達峰一郎記念保育所 村山 山辺町山辺2212 023-664-5066 山辺町

しばはし保育所 村山 寒河江市大字柴橋1984-1 0237-86-9198 寒河江市

しらいわ保育所 村山 寒河江市大字白岩1296-2 0237-87-1138 寒河江市

たかまつ保育所 村山 寒河江市大字米沢643-2 0237-87-2860 寒河江市

なか保育所 村山 寒河江市八幡町1-10 0237-84-2537 寒河江市

なか保育所いずみ分園 村山 寒河江市字中河原191-1 0237-86-8232 寒河江市

にしね保育所 村山 寒河江市大字西根169 0237-86-7466 寒河江市

みなみ保育所 村山 寒河江市大字島字島東181 0237-86-3221 寒河江市

にじいろ保育園 村山 大江町大字本郷丙1338-1 0237-62-2833 大江町 (福)峻嶺会経営

戸沢保育園 村山 村山市大字長善寺1636-1 0237-56-3445 村山市 (福)敬愛信の会運営

ひばり保育園 村山 村山市楯岡北町2-5-56 0237-55-2531 村山市
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さくらんぼ保育所 村山 東根市神町東4-3-22 0237-47-1095 東根市

神町保育所 村山 東根市若木通り1-50 0237-47-0038 東根市

ひがしね保育所 村山 東根市中央1-5-1 0237-43-5197 東根市

おもだか保育園 村山 尾花沢市上町5-6-15 0237-22-0159 尾花沢市

さくら保育園 村山 尾花沢市大字丹羽180-5 0237-22-0420 尾花沢市

玉野保育園 村山 尾花沢市大字鶴巻田504-1 0237-28-2117 尾花沢市

ときわ保育園 村山 尾花沢市大字延沢919-3 0237-28-2117 尾花沢市

にしかわ保育園 村山 西川町大字海味1294 0237-74-2303 西川町

大石田保育園 村山 大石田町大字鷹巣字楯の内91-1 0237-35-2073 大石田町

あさひ保育園 村山 朝日町宮宿2272 0237-67-3467 朝日町 (福)あさひ会運営

泉田保育所 最上 新庄市大字泉田字往還東460 0233-25-2020 新庄市

中部保育所 最上 新庄市大手町2-76 0233-22-0246 新庄市

大堀保育所 最上 最上町大字志茂238 0233-44-2804 最上町

安楽城保育所 最上 真室川町大字大沢814-14 0233-63-2135 真室川町

釜渕保育所 最上 真室川町大字釜渕383-16 0233-65-2813 真室川町

ほほえみ保育園 最上 舟形町舟形4545 0233-32-2120 舟形町

大蔵村保育所 最上 大蔵村大字清水1457-2 0233-75-2940 大蔵村

肘折保育所 最上 大蔵村大字南山3405-5 0233-76-2221 大蔵村

こまどり保育所 最上 鮭川村大字京塚1323-1 0233-55-2376 鮭川村

鮭川保育所 最上 鮭川村大字佐渡2001-1 0233-55-2134 鮭川村

戸沢保育所 最上 戸沢村大字蔵岡3718-1 0233-29-8670 戸沢村

吾妻保育園 置賜 米沢市太田町4-1-151 0238-38-4402 米沢市

緑ケ丘保育園 置賜 米沢市矢来1-3-75 0238-23-1867 米沢市

二井宿保育園 置賜 高畠町大字二井宿2802-1 0238-52-2322 高畠町

小松保育所 置賜 川西町大字上小松2903 0238-42-2810 川西町

おぐに保育園 置賜 小国町大字岩井沢724 0238-62-2330 小国町

つばき保育園 置賜 飯豊町大字椿3628-22 0238-72-3625 飯豊町

朝日保育園 庄内 鶴岡市下名川字落合5 0235-53-2969 鶴岡市

いずみ保育園 庄内 鶴岡市羽黒町市野山字山王林11 0235-62-2153 鶴岡市

かたばみ保育園 庄内 鶴岡市家中新町14-10 0235-22-0686 鶴岡市
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貴船保育園 庄内 鶴岡市羽黒町後田字谷地田186-1 0235-62-2155 鶴岡市

西部保育園 庄内 鶴岡市新海町11-57 0235-233-5646 鶴岡市

大東保育園 庄内 鶴岡市羽黒町手向字池之頭139-1 0235-62-2156 鶴岡市

東部保育園 庄内 鶴岡市日出1-25-23 0235-22-2142 鶴岡市

南部保育園 庄内 鶴岡市陽光町9-32 0235-22-0527 鶴岡市

藤島くりくり保育園 庄内 鶴岡市藤島字笹花82-1 0235-64-2167 鶴岡市

藤島こりす保育園 庄内 鶴岡市藤の花1-21-1 0235-78-2588 鶴岡市

松原保育園 庄内 鶴岡市宝町18-50 0235-29-1501 鶴岡市

由良保育園 庄内 鶴岡市由良1-21-73 0235-73-2276 鶴岡市

松陵保育園 庄内 酒田市住吉町10-25 0234-33-2439 酒田市

浜田保育園 庄内 酒田市新井田町1-32 0234-22-1655 酒田市
R3.4～みなと保育園（亀ヶ
崎6-10-1）に移転

平田保育園 庄内 酒田市飛鳥字堂之後75 0234-52-2135 酒田市

松山保育園 庄内 酒田市字山田20-1 0234-61-4820 酒田市

八幡保育園 庄内 酒田市麓字上川原35 0234-64-2068 酒田市

若竹保育園 庄内 酒田市若竹町2-11-25 0234-22-0160 酒田市
R3.4～みなと保育園（亀ヶ
崎6-10-1）に移転

狩川保育園 庄内 庄内町狩川字大釜136 0234-56-2436 庄内町

みかわ保育園 庄内 三川町大字押切新田字豊秋100 0234-66-5400 三川町

吹浦保育園 庄内 遊佐町吹浦字苗代34 0234-77-2031 遊佐町

藤崎保育園 庄内 遊佐町増穂字西田96 0234-76-2008 遊佐町

遊佐保育園 庄内 遊佐町ユア字五所ノ馬場4-1 0234-72-2248 遊佐町

２．認可保育所（私立）

施設名称 地域 所在地 電話番号 設置者 備考

アートチャイルドケア山形東原保育園 村山 山形市東原町2-9-14 023-615-1246 アートチャイルドケア(株)

愛育保育園 村山 山形市あかねヶ丘2-3-5 023-644-6397 (株)愛育保育園

アスクみはらしの丘保育園 村山 山形市みはらしの丘3-3-1 023-695-3864 (株)日本保育サービス

飯塚はらっぱ保育園 村山 山形市飯塚町1447-4 023-666-6835 (福)慈風会

いちご保育園 村山 山形市あかねヶ丘1-7-28 023-645-5010 (株)いちご保育園
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大谷保育園 村山 山形市大字千手堂545-1 023-665-5974 (福)山形もがみ会

木の実保育園 村山 山形市木の実町14-15 023-633-1622 (福)木の実会

木の実北保育園 村山 山形市旅篭町1-9-5 023-674-6500 (福)木の実会

木の実西部保育園 村山 山形市南石関30-1 023-647-4883 (福)木の実会

さくらんぼ保育園 村山 山形市桧町2-8-36 023-681-7945 (株)さくらんぼ保育園

嶋保育園 村山 山形市嶋北2-11-18 023-679-5028 (福)金井嶋育成会

しらかば保育園 村山 山形市久保田3-5-24 023-645-1048 (福)育愛会

白百合保育園 村山 山形市成沢西1-8-28 023-664-2123 (株)白百合保育園

セロン北保育園 村山 山形市立谷川2-938-18 023-686-9211 (株)セロン東北

セロン南保育園 村山 山形市若葉町12-38 023-633-4154 (株)セロン東北

たつのこ保育園 村山 山形市大字平清水字福ノ神451-11 023-633-3789 (福)たんぽぽ会 分園（平清水2-12-23）あり

たんぽぽ保育園 村山 山形市松波1-3-1 023-631-0525 (福)たんぽぽ会

ちびっこランド桜田東園 村山 山形市桜田東4-5-32 023-622-4845 S.S.Corporation(株)

ちびっこランド嶋園 村山 山形市嶋北1-4-1 023-674-9195 S.S.Corporation(株)

つくも保育園 村山 山形市銅町2-19-1 023-622-7623 (福)山形市社会福祉協議会

とちの実保育園 村山 山形市南四番町3-11 023-666-8899 (福)たんぽぽ会

ドレミ保育園 村山 山形市馬見ヶ崎3-6-11 023-681-7166 (株)ドレミ幼児園

なでしこ保育園 村山 山形市大字青柳1681-4 023-686-4663 (有)サン・ウエルフェア

ニチイキッズ山形まえた保育園 村山 山形市前田町17-24 023-615-1612 (株)ニチイ学館

ニチイキッズ山形みっかまち保育園 村山 山形市三日町1-3-52 023-627-5020 (株)ニチイ学館

はやぶさ保育園 村山 山形市大字沼木1139-16 023-664-1701 (福)恩賜財団済生会支部山形県済生会

はらっぱ保育園 村山 山形市吉原3-10-3 023-646-6655 (福)慈風会 分園（はらっぱ里山保育園、土坂元草矢倉字大ノ坂73）あり

ひらつか保育園 村山 山形市落合町字千歳63-3 023-622-6332 (株)平塚保育園

べにばな保育園 村山 山形市伊達城2-9-7 023-686-4808 (学)清風学園

ほほえみ保育園 村山 山形市北山形1-6-5 023-643-7176 (福)ほほえみ福祉会

マリアこまくさ保育園 村山 山形市上桜田5-11-16 023-676-7822 (福)山形公和会

みどりのもり保育園 村山 山形市緑町3-7-7 023-623-7800 (福)山形もがみ会

南山形すくすく保育園 村山 山形市大字松原159-1 023-688-2524 (福)南山形愛育会

むつみ保育園 村山 山形市小白川町5-18-7 023-673-9351 (福)出羽むつみ会

山形南保育園 村山 山形市松波1-3-1 023-631-0525 (福)山形福祉会
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上山あい保育園 村山 上山市藤吾字原1470-3 023-673-1108 (福)敬愛信の会

子供の城保育園 村山 上山市高野字飯ノ森25-1 023-673-5665 (福)育子会

あけぼの保育園 村山 天童市北久野本5-10-7 023-654-8225 (学)清風学園

小百合第二保育園 村山 天童市芳賀タウン南4-12-23 023-654-5528 (福)小百合保育園

小百合保育園 村山 天童市大字干布569-3 023-651-2266 (福)小百合保育園

つくし保育園 村山 天童市乱川2-6-26 023-654-0016 (福)つくし保育園

つぐみ保育園 村山 天童市東芳賀3-7-19 023-651-1118 (株)グリヴ

つぐみ・ドゥ・保育園 村山 天童市芳賀タウン南1-7-10 023-674-6670 (株)グリヴ

つばさのもり保育園 村山 天童市久野本2-8-77 023-652-0283 (福)つばさ会

つばさのもり愛宕保育園 村山 天童市天童中3-1-32 023-687-0831 (福)つばさ会

ほし保育園 村山 天童市駅西1-10-21 023-687-1945 (福)星和学園

ながおか保育園 村山 天童市東長岡4-6-5 023-664-0687 (福)虹の会

あおぞら保育園 村山 寒河江市大字寒河江丙1230-1 0237-86-9258 (福)寒河江あおぞら保育園

さがえさくらんぼ子供園 村山 寒河江市大字日田字五反201-1 0237-86-6101 (福)美仙会

しばはしさくらんぼ子供園 村山 寒河江市大字柴橋字下鎌3378-2 0237-85-7178 (福)美仙会

ゆりかご子ども園 村山 寒河江市緑町200-67 0237-87-2860 (福)笑桃の会

あゆみこども園 村山 大江町大字藤田402-4 0237-62-3220 (福)あゆみ会

アートチャイルドケア村山しょうよう保育園 村山 村山市楯岡五日町15-25 0237-22-9481 アートチャイルドケア(株)

マアヤ保育園 村山 村山市楯岡荒町1-6-7 0237-55-3271 (学)花岡学園

あおぞら保育園 村山 東根市神町西5-1-4 0237-47-3780 (福)太陽会

あゆみ保育園 村山 東根市温泉町3-15-7 0237-43-5777 (福)あゆみ育成会

大ケヤキ中央保育園 村山 東根市中央西5-21 0237-53-0157 大ケヤキ中央保育園(株)

おおとみ保育園 村山 東根市大字羽入2072-1-1 0237-53-6771 (福)ユトリア会

なかよし保育園 村山 東根市さくらんぼ駅前2-10-17 0237-43-6417 (福)なかよし愛育会

ルンビニー保育園 村山 東根市神町南1-5-15 0237-49-1515 (学)東陽学園

こばと保育園 村山 尾花沢市上町6-3-12 0237-22-0312 (学)尾花沢学園

ひまわり保育園 村山 尾花沢市新町4-4-17 0237-23-2123 (福)ひまわり愛育会

よつば保育園 村山 尾花沢市大字荻袋1287-17 0237-24-3456 (福)ひまわり愛育会

ふたば保育園 村山 大石田町緑町10-5 0237-35-3171 (福)ふたば保育園

ふたば横山保育園 村山 大石田町大字横山5398 0237-35-2266 (福)ふたば保育園
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新庄保育園 最上 新庄市桧町25-2 0233-22-0260 (福)平和春秋会

にこにこ東園 最上 新庄市金沢字谷地田1399-12 0233-29-3972 (一社)にこにこ会

はぐくみ保育園 最上 新庄市北町1-5 0233-22-1276 (特非)はぐくみ保育園

パリス保育園 最上 新庄市金沢1917-7 0233-23-7880 (福)みらい

なかよし保育園 最上 新庄市堀端町7-62 0233-23-0026 (一社)なかよし会

興道東部保育園 置賜 米沢市下花沢3-10-9 0238-23-6624 (福)米沢仏教興道会

興道南部保育園 置賜 米沢市本町1-1-84 0238-21-3756 (福)米沢仏教興道会

興道北部保育園 置賜 米沢市塩井町塩野1476-1 0238-21-5070 (福)米沢仏教興道会

塩井保育園 置賜 米沢市塩井町塩野2081-6 0238-21-1225 (福)ましみず会

西部乳児園 置賜 米沢市御廟2-3-17 0238-21-0426 (福)法音会

そらいろ保育園 置賜 米沢市万世町片子343 0238-40-0280 (福)照護会

プチハウス 置賜 米沢市徳町1-38-1 0238-26-6565 (福)米沢仏教興道会

松ヶ岬保育園 置賜 米沢市西大通1-6-56 0238-21-0349 (福)照護会

みどり乳児園 置賜 米沢市塩井町塩野1480-30 0238-22-6679 (有)幸望いのうえ

明星保育園 置賜 米沢市門東町3-2-27 0238-22-2260 (福)米沢明星会

森の子保育園 置賜 米沢市万世町牛森4172-6 0238-28-3715 (特非)森の子会

山上保育園 置賜 米沢市通町4-11-20 0238-23-3416 (福)山上保育園

米沢中央保育園 置賜 米沢市桜木町1-75 0238-23-5470 (福)米沢中央保育園

赤湯乳幼児保育センターひよこプラザ 置賜 南陽市赤湯317 0238-40-3300 (福)双葉会

赤湯ふたば保育園 置賜 南陽市椚塚1642-4 0238-50-3050 (福)双葉会

漆山双葉保育園 置賜 南陽市漆山1936 0238-47-2069 (福)双葉会

沖郷双葉保育園 置賜 南陽市若狭郷屋903-4 0238-27-8678 (福)双葉会

宮内乳幼児保育センターたんぽぽプラザ 置賜 南陽市宮内2765-21 0238-45-2311 (福)双葉会

宮内双葉保育園 置賜 南陽市宮内2408-40 0238-47-2237 (福)双葉会

つくし保育園 置賜 高畠町大字上平柳1977-1 0238-57-3213 (福)高畠三恵会

二井宿保育園 置賜 高畠町大字二井宿2802-1 0238-52-2322 (福)高畠仏教昭和会

やしろ保育園 置賜 高畠町大字深沼2211-2 0238-52-0093 (福)高畠三恵会

あおぞら保育園 置賜 川西町大字上小松2918-2 0238-42-4105 (特非)あおぞら保育園

美女木げんき保育園 置賜 川西町大字上小松915-5 0238-42-3656 (株)げんき

おひさま保育園 置賜 長井市花作町10-27-31 0238-88-2362 (福)あおぞら会
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白ゆり保育園 置賜 長井市十日町2-4-13 0238-84-1657 (福)若葉会

はなぞの保育園 置賜 長井市清水町1-24-5 0238-84-1474 (福)長井市社会福祉協議会

星の子保育園 置賜 長井市神明町4-14 0238-87-1660 (福)奎星学園星の子保育園

白百合保育園 置賜 小国町大字東原470 0238-62-2436 (福)白百合保育園

さくらの保育園 置賜 白鷹町大字鮎貝7001 0238-87-0081 (福)白鷹町社会福祉協議会

ひがしね保育園 置賜 白鷹町大字畔藤5277 0238-85-5218 (福)白鷹町社会福祉協議会

あつみ保育園 庄内 鶴岡市温海字荻田177-1 0235-43-3901 (福)あつみ福祉会

大泉保育園 庄内 鶴岡市白山字西野148-1 0235-23-7332 (福)大泉保育会

大山保育園 庄内 鶴岡市大山2-56-26 0235-33-2033 (福)大山仏教慈善団 分園（鶴岡市大山2-20-1）

上郷保育園 庄内 鶴岡市みずほ50 0235-35-3392 (福)上郷保育会

くしびき西部保育園 庄内 鶴岡市上山添字文栄1 0235-57-2848 (福)鶴岡市社会福祉協議会

くしびき東部保育園 庄内 鶴岡市黒川字仲村171-1 0235-57-4153 (福)鶴岡市社会福祉協議会

くしびき南部保育園 庄内 鶴岡市東荒屋字竹の内292 0235-57-2845 (福)鶴岡市社会福祉協議会

くしびき保育園 庄内 鶴岡市上山添字成田21-9 0235-57-5081 (福)鶴岡市社会福祉協議会

小堅保育園 庄内 鶴岡市堅苔沢字淵ノ上533 0235-73-2330 (福)恵泉会

黄金保育園 庄内 鶴岡市青龍寺字川内109-7 0235-24-4645 (福)黄金保育会

栄保育園 庄内 鶴岡市播磨字若松83 0235-29-2102 (福)栄保育会

荘内教会保育園 庄内 鶴岡市本町3-5-36 0235-25-7070 (福)地の塩会

常念寺保育園 庄内 鶴岡市睦町1-2 0235-24-9055 (福)和順会

田川保育園 庄内 鶴岡市田川字高田9-1 0235ｰ35-2715 (福)田川保育会

道形保育園 庄内 鶴岡市道形町20-52 0235-22-5841 (福)道形保育会

新形保育園 庄内 鶴岡市新形町2-35 0235-23-2568 (福)新形愛育会

鼠ヶ関保育園 庄内 鶴岡市鼠ヶ関字横路806 0235-44-2133 (福)あつみ福祉会

ひばり保育園 庄内 鶴岡市下川字龍花崎36-544 0235-75-3033 (福)湯野浜・松並保育会

福栄保育園 庄内 鶴岡市木野俣字前川原7-1 0235-47-2883 (福)あつみ福祉会

ほなみ保育園 庄内 鶴岡市高田字下村336-3 0235-28-2152 (福)京田保育会

美咲の森保育園 庄内 鶴岡市美咲町28-5 0235-24-5555 (福)恵愛会

民田保育園 庄内 鶴岡市民田字十二前16-1 0235-24-4517 (福)民田保育会

山戸保育園 庄内 鶴岡市山五十川字木ノ下475-2 0235-45-2718 (福)あつみ福祉会

湯田川保育園 庄内 鶴岡市藤沢字西側175 0235-35-2017 (福)湯田川保育会
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あづまこども園 庄内 酒田市東町1-20-9 0234-23-7203 (福)のどか

泉保育園 庄内 酒田市東泉町4-6-1 0234-26-0044 (福)双葉協会

亀ヶ崎保育園 庄内 酒田市亀ヶ崎3-14-29 0234-22-2013 (福)小鳩協会

北新橋保育園 庄内 酒田市北新橋1-7-1 0234-24-8343 (福)双葉協会

北平田保育園 庄内 酒田市漆曽根字千刈10-2 0234-25-2850 (福)北平田協会

黒森保育園 庄内 酒田市黒森字草刈谷地77 0234-99-2448 (福)酒田保育協会

子供の園 庄内 酒田市中町1-6-1 0234-24-1382 酒田メディカルサービス(株)

小鳩保育園 庄内 酒田市千石町1-5-40 0234-22-3594 (福)小鳩協会

酒田報恩会保育園 庄内 酒田市栄町9-30 0234-43-1151 (福)酒田報恩会

鳥海保育園 庄内 酒田市米島字棘田48-2 0234-28-2158 (福)南遊佐協会

中平田保育園 庄内 酒田市熊手島字道の上熊興屋35 0234-22-9627 (福)中平田協会

新堀保育園 庄内 酒田市木川字アラコウヤ35 0234-93-2103 (福)酒田保育協会

西荒瀬保育園 庄内 酒田市宮海字新林661 0234-34-2255 (福)西荒瀬協会

浜中保育園 庄内 酒田市浜中字上村383-8 0234-92-2447 (福)酒田保育会

東平田保育園 庄内 酒田市関字向126-2 0234-94-2341 (福)東平田福祉会

宮野浦保育園 庄内 酒田市宮野浦3-12-23 0234-31-0816 (福)酒田保育協会

本楯保育園 庄内 酒田市本楯字前田65-1 0234-28-2136 (福)本楯たちばな会

若浜保育園 庄内 酒田市若浜町21-15 0234-22-0325 (福)酒田報恩会

若宮保育園 庄内 酒田市若宮町1-18-1 0234-31-2245 (福)酒田保育協会

余目保育園 庄内 庄内町余目字大塚62-1 0234-43-2308 (福)和心

すくすく保育園 庄内 庄内町余目字大塚39-1 0234-43-2612 (福)和心

いのこ保育園 庄内 三川町大字猪子字大堰端333 0234-66-5877 (福)のどか


