平成26年4月1日現在 認定こども園名簿（市町順）
１．長崎市 １２施設（幼保９、幼３、保０）
ＮＯ．

1

2

3

認定こども園の名称

認定こども
園の類型

事業
開始日

認定こども園 長崎純心大学附属
幼保連携型 H20.4.1
純心幼稚園・純心保育園
認定こども園
富士幼稚園 コスモス保育園

設置者
認定こども園を構成する施設
学校法人 純心女子学園
純心幼稚園・純心保育園
学校法人 富士学園

幼保連携型 H21.4.1
富士幼稚園・コスモス保育園
学校法人 聖母の騎士学園

認定こども園 聖母の騎士東長崎
幼稚園

幼稚園型

認定こども園 みのりが丘学園

幼稚園型

H20.4.1
聖母の騎士東長崎幼稚園
学校法人 みのりが丘学園

4

H20.4.1
みのりが丘幼稚園・みのりが丘ナーサリー

5

6

認定こども園 長崎小鳩幼稚園
長崎小鳩保育園
認定こども園
天童幼稚園 天童保育園

学校法人 田添学園
幼保連携型 H23.4.1
長崎小鳩幼稚園・長崎小鳩保育園
学校法人 金丸学園
幼保連携型 H23.4.1
天童幼稚園・天童保育園
学校法人 聖母の騎士学園

7

認定こども園 聖母の騎士幼稚園

幼稚園型

H25.4.1
聖母の騎士幼稚園

8

9

認定こども園
野母崎幼稚園 野母保育園

幼保連携型 H25.4.1

認定こども園
三和幼稚園・キンダーガルテン

幼保連携型 H25.4.1

認定こども園
10
中央幼稚園・中央保育園

11

認定こども園
さくら幼稚園・さくらんぼ保育園

学校法人 野母崎学園
社会福祉法人 野母保育園
野母崎幼稚園・野母保育園
学校法人 愛光学園
三和幼稚園・キンダーガルテン

幼保連携型 H25.4.1

学校法人 渡辺学園
社会福祉法人 中央保育園
中央幼稚園・中央保育園
学校法人 岩口学園

幼保連携型 H26.4.1
さくら幼稚園・さくらんぼ保育園
−1−

所在地

〒852-8131
長崎市文教町13番15号
〒852-8053
長崎市葉山１丁目29番3号
〒851-0134
長崎市田中町366番地
〒852-8127
長崎市大手3丁目11番1号
〒851-2211
長崎市京泊1丁目4番11号
〒851-0101
長崎市古賀町1553番地5（幼稚園）
長崎市古賀町1520番地4（保育所）
〒850-0012
長崎市本河内２丁目2番2号
〒851-0505
長崎市野母町1820番地2
〒851-0402
長崎市晴海台町32-2
〒851-3103
長崎市琴海戸根町2645（幼稚園）
長崎市琴海戸根町2573-1（保育所）
〒850-0962
長崎市新小ヶ倉2町目1-50

電話番号
ＦＡＸ番号
095-845-7496
095-845-7500
095-856-2852
095-856-1492
095-838-3756
095-838-3747
095-846-3534
095-846-3377
095-850-1555
095-850-1301
095-839-4110（幼）
095-839-0060（保）
095-839-4186（幼）
095-801-5330（保）
095-822-8457
095-822-8457
095-893-0227（幼）
095-893-0341（保）
095-893-0199（幼）
095-893-0476（保）
095-892-1486
095-892-3055
095-884-1427（幼）
095-884-2330（保）
095-884-0878（幼）
095-884-2703（保）
095-878-9875
095-878-9857

ＮＯ．

12

認定こども園の名称

認定こども園
百合幼稚園・百合保育園

認定こども
園の類型

事業
開始日

設置者
認定こども園を構成する施設
学校法人 百合の園学院

幼保連携型 H26.4.1
百合幼稚園・百合保育園

所在地

〒852-8053
長崎市葉山1丁目3-19

電話番号
ＦＡＸ番号
095-856-2285
095-856-2398

２．佐世保市 ２０施設（幼保３、幼１３、保４）
認定こども園光の子グレース幼稚
13 園
認定こども園光の子保育園

学校法人 恵光学園
社会福祉法人 光の子保育園

〒859-3202
幼保連携型 H19.4.1
佐世保市上原町12-5（幼稚園）
光の子グレース幼稚園・光の子保育園 佐世保市上原町17-1（保育所）
学校法人 英知学園

14 認定こども園 日野幼稚園

幼稚園型

H20.1.1
日野幼稚園

15

認定こども園 大宮幼稚園 にじい
幼保連携型 H21.4.1
ろ保育園

学校法人 古賀学園
大宮幼稚園・にじいろ保育園
学校法人 光武学園

16 認定こども園 東明幼稚園

幼稚園型

H21.4.1
東明幼稚園・とうめい保育園
社会福祉法人 蓮華園

17 認定こども園 赤崎青い実幼児園

保育所型

H21.4.1
赤崎青い実幼児園
学校法人 円通寺学園

18 認定こども園 松円幼稚園

幼稚園型

H22.4.1
松円幼稚園
学校法人 谷川学園

19 認定こども園 大野幼稚園

幼稚園型

H22.4.1
大野幼稚園・おおの幼稚舎
学校法人 大野学園

20 認定こども園 東大野幼稚園

幼稚園型

H22.4.1
東大野幼稚園・はっぴいルーム
学校法人 アソカ学園

21 認定こども園 アソカ幼稚園

幼稚園型

H22.4.1
アソカ幼稚園・あそか保育園
学校法人 アソカ学園

22 認定こども園 アソカ北幼稚園

幼稚園型

H22.4.1
アソカ北幼稚園
−2−

〒858-0923
佐世保市日野町1005番地
〒857-1164
佐世保市白岳町148番5号
〒859-3244
佐世保市江上町2444番地1
〒857-0064
佐世保市赤崎町596-20
〒857-0804
佐世保市松川町1-5
〒857-0136
佐世保市田原町7番20号
〒857-0132
佐世保市松原町15番地
〒857-0805
佐世保市光月町1番4号（幼稚園）
〒857-2872
佐世保市上京町3番11号（保育所）

〒857-0136
佐世保市田原町203番地

0956-39-3000（幼）
0956-38-3314（保）
0956-38-9733（幼）
0956-39-1955（保）
0956-28-1478
0956-28-5621
0956-32-1404
0956-32-2844
0956-58-4011
0956-58-4014
0956-28-0044
0956-28-0446
0956-25-7598
0956-25-7877
0956-49-3006
0956-49-3028
0956-49-5644
0956-49-5644
0956-22-2285
0956-22-2285
0956-49-4822
0956-40-9373

ＮＯ．

23

認定こども園の名称

認定こども園
江迎幼稚園 江迎保育園

認定こども
園の類型

事業
開始日

設置者
認定こども園を構成する施設
学校法人 英知学園

幼保連携型 H21.4.1
江迎幼稚園・江迎保育園
社会福祉法人 蓮華園

24 認定こども園 江迎青い実幼児園

保育所型

H20.4.1
江迎青い実幼児園
社会福祉法人 蓮華園

25 認定こども園 御堂青い実幼児園

保育所型

H22.4.1
御堂青い実幼児園
社会福祉法人 蓮華園

26 認定こども園 歌ヶ浦青い実幼児園 保育所型

H22.4.1
歌ヶ浦青い実幼児園
学校法人 柚木幼稚園

27 認定こども園 柚木幼稚園

幼稚園型

H24.4.1
柚木幼稚園
学校法人 谷川学園

28 認定こども園 皆瀬幼稚園

幼稚園型

H24.4.1
皆瀬幼稚園・ぺんぎん保育園
学校法人 ブリッジ学園

29 認定こども園 相浦幼稚園

幼稚園型

H25.4.1
相浦幼稚園
学校法人 ブリッジ学園

30 認定こども園 東相浦幼稚園

幼稚園型

H25.4.1
東相浦幼稚園・はじめ保育園
学校法人 聖和女子学院

31 認定こども園 桜の聖母幼稚園

幼稚園型

H26.4.1
桜の聖母幼稚園
学校法人 吉永学園

32 認定こども園 早岐幼稚園

幼稚園型

H26.4.1
早岐幼稚園

所在地
〒859-6101
佐世保市江迎町長坂50番地1（幼稚園）
佐世保市江迎町長坂25-3 （保育所）

〒859-6133
佐世保市江迎町猪調915番地
〒859-6145
佐世保市鹿町町土肥ノ浦87番地1
〒859-6204
佐世保市鹿町町下歌ヶ浦984番地1
〒857-0112
佐世保市柚木町2372番地
〒858-0902
佐世保市皆瀬町187番地1
〒858-0915
佐世保市上相浦町7番11号
〒858-0913
佐世保市新田町618-13
〒857-0016
佐世保市俵町22-12
〒859-3215
佐世保市早岐2丁目29番17号

電話番号
ＦＡＸ番号
0956-65-2439
0956-65-2466
0956-66-8822
0956-66-8821
0956-65-3311
0956-65-3321
0956-77-5666
0956-77-5667
0956-46-0484
0956-46-0484
0956-49-3020
0956-49-3095
0956-48-3594
0956-48-3696
0956-47-3400
0956-47-3467
0956-22-8718
0956-22-9606
0956-38-2207
0956-38-6039

３．島原市 ３施設（幼保０、幼３、保０）
学校法人 島原学院
33 認定こども園 島原幼稚園

幼稚園型

H21.4.1
島原幼稚園・島原幼稚園附属つぼみ教室

−3−

〒855-0802
島原市弁天町1丁目107番地

0957-62-2955
0957-62-4040

ＮＯ．

認定こども園の名称

認定こども
園の類型

事業
開始日

幼稚園型

H22.4.1

設置者
認定こども園を構成する施設
学校法人 ひかわ学園

34 認定こども園 ひかわ第一幼稚園

ひかわ第一幼稚園・星の子教室
学校法人 有明学園
35 認定こども園 有明幼稚園

幼稚園型

H22.4.1
有明幼稚園

所在地

〒855-0067
島原市上新丁2丁目2576番地
〒855-0832
島原市坂上町7528番地

電話番号
ＦＡＸ番号
0957-62-4420
0957-62-4442
0957-62-2584
0957-62-2939

４．大村市 ７施設（幼保２、幼０、保５）
社会福祉法人 カメリア
36 かめりあ こども園

幼保連携型 H21.4.1
かめりあ幼稚園・かめりあ保育園
社会福祉法人 昊天宮保育園

37 認定こども園 昊天宮保育園

保育所型

H20.4.1
昊天宮保育園
社会福祉法人 とみのはら福祉会

38 認定こども園 たんぽぽ園

保育所型

H21.4.1
たんぽぽ保育園
社会福祉法人 ひまわり福祉会

39 ひまわり認定こども園

保育所型

H22.4.1
ひまわり保育園
社会福祉法人 あかさこの丘

40 認定こども園 わんぱくはうす

保育所型

H24.10.1
わんぱくはうす保育園
社会福祉法人 くじら

41 富の原くじら認定こども園

保育所型

H24.10.1
富の原くじら保育園
大村市

42 大村市立放虎原こども園

幼保連携型 H26.4.1
放虎原幼稚園 中央保育所

−4−

〒856-0807
大村市宮小路１丁目481番地（幼稚園）
〒856-0804
大村市大川田町995番地（保育所）

〒856-0803
大村市竹松町713番地3
〒856-0806
大村市富の原2丁目84番地3
〒856-0046
大村市木場1丁目996番地1
〒856-0048
大村市赤佐古町203-2
〒856-0806
大村市富の原1丁目1092番地3
〒856-0817
大村市古賀島町133-26

0957-55-8301
0957-55-8304
0957-55-0922
0957-55-0780
0957-55-3357
0957-55-3357
0957-53-9420
0957-53-9460
0957-54-8862
0957-54-8862
0957-55-0558

0957-52-3564
0957-52-3567

５．松浦市 ２施設（幼保０、幼２、保０）
ＮＯ．

認定こども園の名称

認定こども
園の類型

事業
開始日

幼稚園型

H20.1.1

設置者
認定こども園を構成する施設
学校法人 慈光学園

43 認定こども園 慈光幼稚園

慈光幼稚園・じこう保育園
学校法人 慈光学園
44 認定こども園 松浦幼稚園

幼稚園型

H20.1.1
松浦幼稚園

所在地

〒859-4753
松浦市御厨町中野免13番地第1
〒859-4501
松浦市志佐町浦免1657-1

電話番号
ＦＡＸ番号
0956-75-1055
0956-75-1331
0956-72-3338
0956-72-3263

６．対馬市 １施設（幼保１、幼０、保０）
社会福祉法人 親愛福祉会
45 認定こども園 親愛こども園

幼保連携型 H20.4.1
親愛幼稚園・親愛保育園

〒817-0016
対馬市厳原町東里35番地1（幼稚園）
〒817-0011
対馬市厳原町宮谷69番地4（保育所）

0920-52-1183
0920-52-4791

７．五島市 １施設（幼保０、幼１、保０）
学校法人 双葉学園
46 認定こども園 第二双葉幼稚園

幼稚園型

H23.4.1
第二双葉幼稚園

〒853-0041
五島市籠淵町1918番地1

0959-72-5638
0959-72-5638

８．西海市 １施設（幼保０、幼０、保１）
社会福祉法人 光寿福祉会
47 認定こども園 遊林保育園

保育所型

H21.4.1
遊林保育園

〒857-2303
西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷63

0959-22-0400
0959-22-0114

９．雲仙市 ２施設（幼保２、幼０、保０）
48 認定こども園 『くにみ子ども園』

幼保連携型 H19.10.1

学校法人 国見学園
社会福祉法人 くにみ愛育会
くにみ幼稚園・たいら保育園

49

認定こども園 小浜こども園
小浜幼稚園 小浜保育園

幼保連携型 H26.4.1

学校法人 小浜幼稚園
社会福祉法人 小浜会
小浜幼稚園 小浜保育園

−5−

〒859-1324
雲仙市国見多比良丁180番地（幼稚園）
〒859-1323
雲仙市国見多比良丙189番地2（保育所）
〒854-0514
雲仙市小浜町北本町211番地2（幼稚園）
〒859-0514
雲仙市小浜町北本町207番地（保育所）

0957-78-3852（幼）
0957-78-2263（保）
0957-78-3651（幼）
0957-78-3651（保）
0957-74-5564（幼）
0957-76-0117（保）
0957-75-0133

１０．南島原市 ６施設（幼保０、幼３、保３）
ＮＯ．

認定こども園の名称

認定こども
園の類型

事業
開始日

幼稚園型

H20.1.1

設置者
認定こども園を構成する施設
学校法人 横田学園

50 認定こども園 深江幼稚園

深江幼稚園
学校法人 たちばな学園
51 認定こども園 たちばな幼稚園

幼稚園型

H20.3.1
たちばな幼稚園
学校法人 たちばな学園

52 認定こども園 有家たちばな幼稚園

幼稚園型

H20.3.1
有家たちばな幼稚園
社会福祉法人 新切福祉会

53 認定こども園 新切保育園

保育所型

H20.3.1
新切保育園
社会福祉法人 寺田保育園

54 認定こども園 寺田保育園

保育所型

H21.4.1
寺田保育園
社会福祉法人 宏陽福祉会

55 認定こども園 白百合保育園

保育所型

H22.4.1
白百合保育園

所在地

〒859-1504
南島原市深江町丁7369番地1
〒859-2112
南島原市布津町乙1812番地2
〒859-2202
南島原市有家町山川字平田408番地2
〒859-2203
南島原市有家町尾上2901番地第1
〒859-2111
南島原市布津町甲702-1
〒859-2202
南島原市有家町山川330

電話番号
ＦＡＸ番号
0957-72-5400
0957-72-5400
0957-72-2684
0957-72-6886
0957-82-0906
0957-82-1137
0957-82-8155
0957-82-8630
0957-72-3594
0957-72-3590
0957-82-8410
0957-82-8985

１１．東彼杵町 １施設（幼保１、幼０、保０）
56 認定こども園 つばさ

幼保連携型 H21.4.1

学校法人 東彼学園
社会福祉法人 みどり福祉会
東彼杵中央幼稚園・千綿保育園

−6−

〒859-3928
東彼杵郡東彼杵町平似田郷702番地(幼稚園)
東彼杵郡東彼杵町平似田郷713番地1(保育所)

0957-47-0648（幼）
0957-47-0650（保）
0957-46-1744（幼）
0957-20-1206（保）

