
認定こども園一覧（令和４年４月１日現在）

番号 名称 公私 市町 所在地 設置者 類型 認可定員 認定日

1 こすもすこども園 私立 静岡市 静岡市葵区秋山町25-3
（福）静岡市婦人社会事
業協会

幼保連携型 100 H27.4.1

2 賤機こども園 私立 静岡市 静岡市葵区俵沢109 （福）葵会 幼保連携型 80 H27.4.1

3 北沼上こども園 私立 静岡市 静岡市葵区北沼上758-1
（福）静岡市厚生事業協
会

幼保連携型 100 H27.4.1

4 新間杉の子幼稚園 私立 静岡市 静岡市葵区新間670-9 （学）新間杉の子学園 幼保連携型 190 H27.4.1

5 小鹿こども園 私立 静岡市 静岡市駿駿河区小鹿2-25-15
（福）静岡市厚生事業協
会

幼保連携型 150 H27.4.1

6 静岡なかはら幼稚園 私立 静岡市 静岡市駿河区中原524 （学）大里学園 幼保連携型 180 H27.4.1

7 ひばり幼稚園 私立 静岡市 静岡市駿河区用宗4-18-28 （学）水元学園 幼保連携型 230 H27.4.1

8 ふじみ幼稚園 私立 静岡市 静岡市駿河区西島402 （学）栗田学園 幼保連携型 224 H27.4.1

9 草薙ふたばこども園 私立 静岡市 静岡市清水区草薙359-6 （福）翼福祉会 幼保連携型 170 H27.4.1

10 梅花こども園 私立 静岡市 静岡市清水区蒲原新田2-16-23 （福）梅花会 幼保連携型 45 H27.4.1

11 ももはな 私立 静岡市 静岡市清水区興津中町335-1 （学）桃花学園 幼保連携型 140 H27.4.1

12 めぐみこども園 私立 静岡市 静岡市清水区淡島町2-9 （学）めぐみ幼稚園 幼保連携型 200 H27.4.1

13 東海大学付属静岡翔洋幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区折戸3-20-1 （学）東海大学 幼保連携型 120 H27.4.1

14 清水白百合幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区木の下町312 （学）高塚学園 幼保連携型 252 H27.4.1

15 若竹幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区蜂ケ谷443 （学）補陀学園 幼保連携型 318 H27.4.1

16 蒲原学園幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区蒲原中204 （学）蒲原学園 幼保連携型 95 H27.4.1

17 上土こども園 公立 静岡市 静岡市葵区古庄4-2-11 静岡市 幼保連携型 120 H27.4.1

18 安倍口こども園 公立 静岡市 静岡市葵区安倍口新田43-1 静岡市 幼保連携型 52 H27.4.1

19 安倍口中央こども園 公立 静岡市 静岡市葵区安倍口団地3-1 静岡市 幼保連携型 60 H27.4.1

20 安東こども園 公立 静岡市 静岡市葵区安東3-11-17 静岡市 幼保連携型 255 H27.4.1

21 瀬名川こども園 公立 静岡市 静岡市葵区瀬名川1-21-40 静岡市 幼保連携型 155 H27.4.1

22 田町こども園 公立 静岡市 静岡市葵区田町1-79 静岡市 幼保連携型 100 H27.4.1

23 長沼こども園 公立 静岡市 静岡市葵区長沼2-18-31 静岡市 幼保連携型 130 H27.4.1

24 中藁科こども園 公立 静岡市 静岡市葵区大原1237 静岡市 幼保連携型 70 H27.4.1

25 西奈こども園 公立 静岡市 静岡市葵区瀬名3-24-25 静岡市 幼保連携型 100 H27.4.1

26 服織こども園 公立 静岡市 静岡市葵区山崎1-17-1 静岡市 幼保連携型 120 H27.4.1

27 服織中央こども園 公立 静岡市 静岡市葵区羽鳥本町25-33 静岡市 幼保連携型 130 H27.4.1

28 藁科こども園 公立 静岡市 静岡市葵区吉津1 静岡市 幼保連携型 52 H27.4.1

29 大谷こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区西大谷6-8 静岡市 幼保連携型 90 H27.4.1

30 小黒こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区小黒1-7-6 静岡市 幼保連携型 90 H27.4.1

31 久能こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区青沢240 静岡市 幼保連携型 45 H27.4.1

32 下川原こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区下川原6-8-26 静岡市 幼保連携型 170 H27.4.1

33 高松こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区敷地2-7-14 静岡市 幼保連携型 160 H27.4.1

34 東新田こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区東新田4-1-40 静岡市 幼保連携型 170 H27.4.1

35 登呂こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区登呂3-19-1 静岡市 幼保連携型 170 H27.4.1

36 中田こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区馬渕4-2-29 静岡市 幼保連携型 190 H27.4.1

37 中村町こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区中村町94 静岡市 幼保連携型 190 H27.4.1

38 東豊田こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区池田492-2 静岡市 幼保連携型 100 H27.4.1

39 東豊田中央こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区国吉田6-7-29 静岡市 幼保連携型 145 H27.4.1

40 広野こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区広野6-11-1 静岡市 幼保連携型 100 H27.4.1
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番号 名称 公私 市町 所在地 設置者 類型 認可定員 認定日

41 富士見台こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区富士見台2-11-44 静岡市 幼保連携型 140 H27.4.1

42 丸子こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区丸子2-18-32 静岡市 幼保連携型 130 H27.4.1

43 用宗こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区用宗5-18-7 静岡市 幼保連携型 90 H27.4.1

44 八幡こども園 公立 静岡市 静岡市駿河区八幡2-15-20 静岡市 幼保連携型 90 H27.4.1

45 飯田北こども園 公立 静岡市 静岡市清水区石川本町11-92 静岡市 幼保連携型 170 H27.4.1

46 飯田南こども園 公立 静岡市 静岡市清水区高橋4-4-56 静岡市 幼保連携型 130 H27.4.1

47 庵原こども園 公立 静岡市 静岡市清水区庵原町1938 静岡市 幼保連携型 70 H27.4.1

48 入江こども園 公立 静岡市 静岡市清水区入江1-13-15 静岡市 幼保連携型 120 H27.4.1

49 有度北こども園 公立 静岡市 静岡市清水区長崎740-1 静岡市 幼保連携型 120 H27.4.1

50 有度西こども園 公立 静岡市 静岡市清水区中之郷1-10-27 静岡市 幼保連携型 100 H27.4.1

51 興津北こども園 公立 静岡市 静岡市清水区八木間町478 静岡市 幼保連携型 90 H27.4.1

52 小島こども園 公立 静岡市 静岡市清水区小島町621-1 静岡市 幼保連携型 52 H27.4.1

53 川原こども園 公立 静岡市 静岡市清水区川原町24-8 静岡市 幼保連携型 140 H27.4.1

54 小河内こども園 公立 静岡市 静岡市清水区小河内2693-2 静岡市 幼保連携型 45 H27.4.1

55 駒越こども園 公立 静岡市 静岡市清水区迎山町4-15 静岡市 幼保連携型 80 H27.4.1

56 清水こども園 公立 静岡市 静岡市清水区本町11-32 静岡市 幼保連携型 110 H27.4.1

57 高部こども園 公立 静岡市 静岡市清水区押切996-2 静岡市 幼保連携型 130 H27.4.1

58 高部中央こども園 公立 静岡市 静岡市清水区梅ヶ谷459-1 静岡市 幼保連携型 120 H27.4.1

59 辻こども園 公立 静岡市 静岡市清水区辻4-7-21 静岡市 幼保連携型 130 H27.4.1

60 西久保こども園 公立 静岡市 静岡市清水区西久保438-1 静岡市 幼保連携型 90 H27.4.1

61 原こども園 公立 静岡市 静岡市清水区原45-5 静岡市 幼保連携型 130 H27.4.1

62 横砂こども園 公立 静岡市 静岡市清水区横砂東町17-5 静岡市 幼保連携型 60 H27.4.1

63 和田島こども園 公立 静岡市 静岡市清水区和田島694-1 静岡市 幼保連携型 52 H27.4.1

64 蒲原西部こども園 公立 静岡市 静岡市清水区蒲原中566-1 静岡市 幼保連携型 50 H27.4.1

65 蒲原東部こども園 公立 静岡市 静岡市清水区蒲原5092-3 静岡市 幼保連携型 90 H27.4.1

66 入山こども園 公立 静岡市 静岡市清水区由比入山1964 静岡市 幼保連携型 30 H27.4.1

67 由比こども園 公立 静岡市 静岡市清水区由比377-1 静岡市 幼保連携型 75 H27.4.1

68 由比中央こども園 公立 静岡市 静岡市清水区由比北田146 静岡市 幼保連携型 100 H27.4.1

69 だきしめこども園 私立 静岡市 静岡市駿河区栗原17-15 （福）八健会 幼保連携型 90 H28.4.1

70
学校法人織田学園幼保連携型認定こど
も園やよい幼稚園

私立 静岡市 静岡市駿河区石田2丁目18-28 （学）織田学園 幼保連携型 330 H28.4.1

71 認定こども園静岡若葉幼稚園 私立 静岡市 静岡市駿河区中田3-7-2 （学）若葉学園 幼保連携型 122 H28.4.1

72 清水りんぽかんこども園 私立 静岡市 静岡市清水区有東坂4-8 （福）隣保の会 幼保連携型 80 H28.4.1

73 みどりが丘こども園 私立 静岡市 静岡市清水区日立町4-19 （福）隣保の会 幼保連携型 160 H28.4.1

74 日吉町保育園 私立 静岡市 静岡市葵区鷹匠2-24-18 （福）玉桂会 幼保連携型 100 H29.4.1

75 北安東保育園 私立 静岡市 静岡市葵区北安東4-29-24 （福）玉桂会 幼保連携型 90 H29.4.1

76 竜南こども園 私立 静岡市 静岡市葵区竜南1-19-15 （福）あゆみ福祉会 幼保連携型 150 H29.4.1

77 セイユウモンテッソーリこども園 私立 静岡市 静岡市駿河区北丸子2－21－12 （福）丸子福祉会 幼保連携型 125 H29.4.1

78 静岡学園幼稚園 私立 静岡市 静岡市駿河区聖一色400 （学）第三静岡学園 幼保連携型 460 H29.4.1

79 梅花幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区南岡町3-8 （学）花園学園 幼保連携型 90 H29.4.1

80 八坂幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区八坂東2-4-28 （学）清水花園学園 幼稚園型 270 H29.4.1
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認定こども園一覧（令和４年４月１日現在）

番号 名称 公私 市町 所在地 設置者 類型 認可定員 認定日

81 千代田幼稚園 私立 静岡市
静岡市葵区東千代田一丁目8－
10

（学）千代田学園 幼保連携型 260 H30.4.1

82 わらべ幼稚園 私立 静岡市 静岡市葵区千代一丁目4－15 （学）服織学園 幼保連携型 115 H30.4.1

83 羽鳥るり幼稚園 私立 静岡市 静岡市葵区羽鳥本町1-1 （学）小野寺学園 幼保連携型 195 H30.4.1

84 静岡平和幼稚園 私立 静岡市 静岡市葵区平和二丁目23-22 （学）平和学園 幼保連携型 100 H30.4.1

85
幼保連携型認定こども園常葉大学附属
とこは幼稚園

私立 静岡市 静岡市葵区城北37 （学）常葉大学 幼保連携型 230 H30.4.1

86
幼保連携型認定こども園常葉大学附属
たちばな幼稚園

私立 静岡市 静岡市葵区瀬名一丁目1-17 （学）常葉大学 幼保連携型 230 H30.4.1

87 若竹こどもの森 私立 静岡市 静岡市葵区瀬名川三丁目7-18 （学）補陀学園 幼保連携型 90 H30.4.1

88 若杉幼稚園 私立 静岡市 静岡市駿河区丸子3653 （学）若杉学園 幼保連携型 277 H30.4.1

89 認定こども園東新田ひばりこども園 私立 静岡市
静岡市駿河区東新田三丁目31-
10

（学）水元学園 幼保連携型 90 H30.4.1

90
幼保連携型認定こども園あおぞらキン
ダーガーデン

私立 静岡市 静岡市葵区千代田一丁目25-4 （学）藤枝スズキ学園 幼保連携型 90 H30.4.1

91 東海幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区興津本町78 （学）興津学園 幼保連携型 85 H30.4.1

92 沼上こども園 私立 静岡市 静岡市葵区南沼上一丁目22-1 （福）静岡あおい会 幼保連携型 165 H30.4.1

93 あゆみ第２こども園 私立 静岡市
静岡市葵区瀬名中央一丁目1-
44

（福）あゆみ福祉会 幼保連携型 170 H30.4.1

94 蛍ヶ丘保育園 私立 静岡市 静岡市葵区新間394-1 （福）夢殿会 幼保連携型 106 H31.4.1

95 麻華こども園 私立 静岡市 静岡市葵区北1-29-25 （福）柳原福祉会 幼保連携型 99 H31.4.1

96 清水やぐらこども園 私立 静岡市 静岡市清水区矢倉町4-15 （学）蒲原学園 幼保連携型 90 H31.4.1

97 若杉幼稚園（分園） 私立 静岡市 静岡市駿河区丸子3653 （学）若杉学園 幼保連携型 33 H31.4.1

98 足久保保育園 私立 静岡市 静岡市葵区足久保口組29-5 （福）足久保福祉会 幼保連携型 96 R2.4.1

99 美和保育園 私立 静岡市 静岡市葵区遠藤新田339-2 （福）美和南福祉会 幼保連携型 99 R2.4.1

100 るり幼稚園 私立 静岡市 静岡市駿河区向敷地11 （学）小野寺学園 幼保連携型 229 R2.4.1

101 蒲原聖母幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区蒲原神沢135 （学）静岡聖母学園 幼稚園型 60 R2.4.1

102 新富町こども園 私立 静岡市 静岡市葵区新富町3-21-2 （学）大里学園 幼保連携型 120 R2.4.1

103 横内幼稚園 私立 静岡市 静岡市葵区横内町103-1 （学）勢至学園 幼保連携型 273 R3.4.1

104 まつぼっくりこども園 私立 静岡市 静岡市清水区三保松原町15-5 （福）珀寿会 幼保連携型 100 R3.4.1

105 江尻幼稚園 私立 静岡市 静岡市清水区二の丸町2-7 （学）江尻幼稚園 幼稚園型 165 R4.4.1

106 八幡おひさまの森保育園 私立 静岡市 静岡市駿河区八幡2-2-2
（株）女性イキイキカン
パニー

保育所型 96 R4.4.1

107 沓谷おひさまの森保育園 私立 静岡市 静岡葵区沓谷5-4-6
（株）女性イキイキカン
パニー

保育所型 96 R4.4.1

108
聖隷クリストファー大学附属クリスト
ファーこども園

私立 浜松市 浜松市北区三方原町2762 （学）聖隷学園 幼保連携型 225 H23.4.1

109 ずだじこども園 私立 浜松市 浜松市南区恩地町291番地 （学）頭陀寺学園 幼保連携型 320 H24.4.1

110 あそびこども園浜松 私立 浜松市
浜松市東区下石田町３２０番
地

（株）あそび学園 保育所型 260 H27.4.1

111 和光こども園 私立 浜松市 浜松市西区和光町517 （福）和光会 幼保連携型 185 H27.4.1

112 聖隷こども園わかば 私立 浜松市 浜松市北区根洗町645-1 （福）聖隷福祉事業団 幼保連携型 206 H27.4.1

113 聖隷こども園桜ヶ丘 私立 浜松市 浜松市北区都田町8749-3 （福）聖隷福祉事業団 幼保連携型 190 H27.4.1

114 聖隷こども園ひかりの子 私立 浜松市 浜松市東区天王町1896 （福）聖隷福祉事業団 幼保連携型 236 H27.4.1

115 入野こども園 私立 浜松市 浜松市西区入野町10827-1 （福）白百合明光会 幼保連携型 132 H27.4.1

116 太陽こども園 私立 浜松市 浜松市南区飯田町1506 （福）若葉会 幼保連携型 165 H27.4.1

117 太陽第二こども園 私立 浜松市 浜松市南区白羽町1231 （福）若葉会 幼保連携型 112 H27.4.1

118 なごみこども園 私立 浜松市 浜松市北区三方原町1367-1 （福）和光会 幼保連携型 135 H27.4.1

119 認定こども園きじの里 私立 浜松市 浜松市浜北区染地台5-4-3 （福）峰栄会 幼保連携型 140 H27.4.1

120 ひくまこども園 私立 浜松市 浜松市中区曳馬4丁目8-12 （福）松寿会 幼保連携型 145 H28.4.1
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121 なかざわこども園 私立 浜松市 浜松市中区中沢町58-9 （学）空華学園 幼保連携型 190 H28.4.1

122 相生こども園 私立 浜松市 浜松市中区相生町14-30 （学）相生学園 幼保連携型 320 H28.4.1

123 いずみこども園 私立 浜松市 浜松市東区小池町710 （福）いずみ会 幼保連携型 151 H28.4.1

124 市野与進こども園 私立 浜松市 浜松市東区市野町2636 （福）松渓会 幼保連携型 187 H28.4.1

125 さざんかこども園 私立 浜松市 浜松市西区篠原町25654 （福）はなぞの会 幼保連携型 109 H28.4.1

126 春日こども園 私立 浜松市 浜松市西区馬郡町2560 （学）春日学園 幼保連携型 180 H28.4.1

127 平和こども園 私立 浜松市 浜松市南区三島町1200 （学）浜松平和学園 幼保連携型 540 H28.4.1

128 瑞雲こども園 私立 浜松市 浜松市中区佐藤二丁目22－1 （福）瑞陵会 幼保連携型 149 H29.4.1

129 なかよし第２こども園 私立 浜松市 浜松市中区領家三丁目23－13 （福）明生会 幼保連携型 159 H29.4.1

130 遊歩の丘にしおかこども園 私立 浜松市 浜松市中区西丘町296 （福）一葉会福祉事業団 幼保連携型 105 H29.4.1

131 みそらこども園 私立 浜松市 浜松市中区神田町513 （福）どれみ会 幼保連携型 129 H29.4.1

132 まるづかこども園 私立 浜松市 浜松市東区丸塚町287－1 （福）瑞陵会 幼保連携型 128 H29.4.1

133 瞳ヶ丘こども園 私立 浜松市 浜松市西区大人見町12－654 （福）慈愛会 幼保連携型 120 H29.4.1

134 順愛こども園 私立 浜松市 浜松市西区舞阪町舞阪5372 （福）順愛会 幼保連携型 105 H29.4.1

135 なかよしこども園 私立 浜松市 浜松市南区三島町1230 （福）明生会 幼保連携型 129 H29.4.1

136 ハローこども園 私立 浜松市 浜松市南区下江町522 （福）愛光会 幼保連携型 115 H29.4.1

137 たかつか光こども園 私立 浜松市 浜松市南区高塚町2312－16 （福）白百合明光会 幼保連携型 106 H29.4.1

138 はぁもにぃこども園 私立 浜松市 浜松市南区三和町782 （福）どれみ会 幼保連携型 110 H29.4.1

139 子育てセンターこまつ 私立 浜松市 浜松市浜北区小松3221 （福）天竜厚生会 幼保連携型 143 H29.4.1

140 子育てセンターきぶね 私立 浜松市 浜松市浜北区貴布祢2668 （福）天竜厚生会 幼保連携型 153 H29.4.1

141 子育てセンターしばもと 私立 浜松市 浜松市浜北区於呂3087－2 （福）天竜厚生会 幼保連携型 146 H29.4.1

142 子育てセンターしんぱら 私立 浜松市 浜松市浜北区新原2669 （福）天竜厚生会 幼保連携型 176 H29.4.1

143 子育てセンターなかぜ 私立 浜松市 浜松市浜北区中瀬673 （福）天竜厚生会 幼保連携型 146 H29.4.1

144 遊歩の丘はまなこども園 私立 浜松市 浜松市浜北区小松1285-1 （福）一葉会福祉事業団 幼保連携型 219 H29.4.1

145 子育てセンターかきのみ 私立 浜松市 浜松市浜北区中瀬2308 （福）天竜厚生会 幼保連携型 146 H29.4.1

146 子育てセンターすぎのこ 私立 浜松市 浜松市天竜区大谷111－1 （福）天竜厚生会 幼保連携型 66 H29.4.1

147 子育てセンターやまびこ 私立 浜松市 浜松市天竜区山東3577 （福）天竜厚生会 幼保連携型 99 H29.4.1

148 聖隷こども園めぐみ 私立 浜松市 浜松市中区和合町555-1 （福）)聖隷福祉事業団 幼保連携型 166 H29.4.1

149 太陽さぎのみやこども園 私立 浜松市 浜松市東区大瀬町752 （福）若葉会 幼保連携型 135 H29.4.1

150 遊歩の丘かみにしこども園 私立 浜松市 浜松市東区上西町853-2 （福）一葉会福祉事業団 幼保連携型 135 H29.4.1

151 きなりこどもえん 私立 浜松市 浜松市東区植松町53-4 （学）鴨江寺学園 幼保連携型 129 H29.4.1

152 若林こどもの園 私立 浜松市 浜松市南区若林町2658-1 （学）頭陀寺学園 幼保連携型 129 H29.4.1

153 和合こども園 私立 浜松市 浜松市中区和合町220-1280 (福)遠淡海会 幼保連携型 132 H30.4.1

154 れんげこども園 私立 浜松市 浜松市中区和合北一丁目2-37 (福)木華会 幼保連携型 145 H30.4.1

155 若宮こども園 私立 浜松市 浜松市東区大瀬町2050 (福)遠淡海会 幼保連携型 177 H30.4.1

156 蒲こども園 私立 浜松市 浜松市東区大蒲町95-2 (福)光禅会 幼保連携型 125 H30.4.1

157 そらいろこども園 私立 浜松市 浜松市東区市野町1084 （福）青林福祉会 幼保連携型 129 H30.4.1

158 ありたまこども園 私立 浜松市 浜松市東区有玉南町2013 （福）太豊会 幼保連携型 134 H30.4.1

159 みどりのもり都田 私立 浜松市 浜松市北区都田町6497-1 (福)都田会 幼保連携型 215 H30.4.1

160 あゆみの森こども園 私立 浜松市 浜松市浜北区寺島2889-1 （福）育徳会 幼保連携型 125 H30.4.1
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161 子育てセンターみゅうのおか 私立 浜松市 浜松市浜北区根堅2596-1 （福）天竜厚生会 幼保連携型 86 H30.4.1

162 天竜こども園 私立 浜松市 浜松市東区薬新町315-1 （福）岡北福祉会 幼保連携型 130 H30.4.1

163 こども園ことり 私立 浜松市 浜松市浜北区内野5221-5 （学）空華学園 幼保連携型 105 H30.4.1

164 ひらくちかえでこども園 私立 浜松市 浜松市浜北区平口160 （福）明生会 幼保連携型 99 H30.4.1

165 小豆餅ゆすらうめこども園 私立 浜松市 浜松市中区小豆餅4-18-2 （福）住吉会 幼保連携型 117 H31.4.1

166 上池さくらこども園 私立 浜松市 浜松市中区城北2-25-43 （福）住吉会 幼保連携型 125 H31.4.1

167 こども園みらい 私立 浜松市 浜松市北区三幸町159-1 （福）公友会 幼保連携型 139 H31.4.1

168 音の森こども園 私立 浜松市 浜松市中区富塚町3657-1 （福）どれみ会 幼保連携型 80 H31.4.1

169 風の子こども園 私立 浜松市 浜松市浜北区平口1973 （学）十全青翔学園 幼保連携型 120 H31.4.1

170 浜っ子こども園 私立 浜松市 浜松市東区松小池町340 （株）あそび学園 保育所型 136 H31.4.1

171 浜松東こども園 私立 浜松市 浜松市東区篠ケ瀬町580－3 （福）全人会 幼保連携型 150 R2.4.1

172 雄踏ちゅうりっぷこども園 私立 浜松市
浜松市西区雄踏町宇布見7430-
8

（福）はなぞの会 幼保連携型 70 R2.4.1

173 森のいえはまきた 私立 浜松市 浜松市浜北区於呂2739 （福）雄気の里会 幼保連携型 128 R2.4.1

174 たかい丘こども園 私立 浜松市 浜松市中区高丘北2-25-21 （福）瑞穂会 幼保連携型 129 R3.4.1

175 浜松中央こども園 私立 浜松市 浜松市中区尾張町127-1 （学）倉橋学園 幼保連携型 145 R3.4.1

176 湖東白ゆりこども園 私立 浜松市 浜松市西区湖東町5826-1 （福）庄栄界 幼保連携型 123 R3.4.1

177 天林寺こども園 私立 浜松市 浜松市中区下池川町27-1 （福）真徳会 幼保連携型 129 R4.4.1

178 遊歩の丘みなみプレスクール 私立 浜松市 浜松市南区新橋町917 （学）一葉学園 幼保連携型 202 R4.4.1

179 花園こども園 私立 浜松市 浜松市中区西伊場町2334-5 （学）興福寺学園 幼保連携型 120 R4.4.1

180 まつばこども園 私立 浜松市 浜松市中区上島一丁目26-14 （福）松寿会 幼保連携型 60 R4.4.1

181 あそび西ヶ崎こども園 私立 浜松市 浜松市東区西ヶ崎町1430-1 （株）あそび学園 保育所型 126 R4.4.1

182 認定こども園しょうえい幼稚園 私立 沼津市 沼津市大塚812-2 （学）沼津頌栄学園 幼保連携型 132 H27.4.1

183 認定こども園片浜桜 私立 沼津市
沼津市今沢680-4（主）
沼津市今沢65

（福）橘会 幼保連携型 210 H28.4.1

184 認定こども園中央幼稚園 私立 沼津市 沼津市幸町23-3 （学）大聖学園 幼保連携型 172 H29.4.1

185 原町幼稚園 私立 沼津市 沼津市原199-1 （学）松濤学園 幼稚園型 120 H29.4.1

186 幼保連携型認定こども園杉浦学園 私立 沼津市 沼津市柳沢字広町307番地 （福）あけぼの会 幼保連携型 235 H30.4.1

187 認定こども園こずわ幼稚園 私立 沼津市 沼津市小諏訪242-4 （学）沼津後藤学園 幼保連携型 102 R2.4.1

188 象山幼稚園 私立 沼津市 沼津市志下北通り72-1 （学）象山学園 幼稚園型 180 R2.4.1

189 耕雲寺幼稚園 私立 沼津市 沼津市大岡1092 （学）耕雲寺学園 幼稚園型 155 R2.4.1

190 第二耕雲寺幼稚園 私立 沼津市 沼津市大岡2242-14 （学）耕雲寺学園 幼稚園型 95 R2.4.1

191 認定こども園沼津学園第一幼稚園 私立 沼津市 沼津市寿町16-40 （学）沼津学園 幼保連携型 252 R4.4.1

192 沼津聖マリア幼稚園 私立 沼津市 沼津市本郷町18-31 （学）静岡聖母学園 幼稚園型 104 R2.4.1

193 保育所型認定こども園原町保育園 私立 沼津市 沼津市原199-1 （福）松濤会 保育所型 90 R2.4.1

194 沼津市立戸田こども園 公立 沼津市 沼津市戸田字柳田1031-1 沼津市 幼保連携型 23 R3.4.1

195 認定こども園春の木幼稚園 私立 沼津市 沼津市東椎路1547-1 （学）向坂学園 幼保連携型 121 R3.4.1

196 MOAあたみ幼児学園 私立 熱海市 熱海市海光町9-23 （宗）東方之光 地方裁量型 60 H29.4.1

197 熱海市立あたみこども園 公立 熱海市
幼児部：熱海市桜町3-20
乳児部：熱海市桜町13-4

熱海市 幼保連携型 183 R2.7.1

198 幼保連携型認定こども園のびる幼稚園 私立 三島市 三島市青木164番地 （学）のびる学園 幼保連携型 191 H30.4.1

199 恵明キッズフヨウビレッジ 私立 三島市 三島市芙蓉台2-3-17 （福）恵明学園 保育所型 99 H31.4.1

200 恵明キッズコスモスビレッジ 私立 三島市 三島市谷田1629-38 （福）恵明学園 保育所型 99 H31.4.1
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201 恵明キッズサクラビレッジ 私立 三島市 三島市文教町2-28-6 （福）恵明学園 保育所型 129 H31.4.1

202 しらゆり幼稚園 私立 三島市 三島市徳倉5-11-15 （学）鈴木学園 幼保連携型 270 R2.4.1

203
幼保連携型認定こども園ピーターパン
幼稚園

私立 三島市 三島市芙蓉台2-2-1
（学）星槎こども園KIDS 
planet

幼保連携型 160 R3.4.1

204 白道こども園 私立 三島市 三島市加屋町2-21 （福）護汝会 保育所型 201 R4.4.1

205 三島ようらんこども園 私立 三島市 三島市梅名553番地の1 （福）揺籃会 保育所型 99 R4.4.1

206 認定こども園芝川リズム 私立 富士宮市 富士宮市羽鮒689番地 （福）鶏声会 幼保連携型 185 H23.4.1

207 認定こども園青木リズム 私立 富士宮市 富士宮市青木平300 （福）鶏声会 保育所型 234 H27.9.1

208 認定こども園ふじキンダー学園 私立 富士宮市 富士宮市万野原新田4079-5 （福）珀寿会 幼保連携型 369 H28.4.1

209 認定こども園リーチェル幼稚園 私立 富士宮市 富士宮市淀師1742-1 （学）足立学園 幼保連携型 318 H29.4.1

210 認定こども園　宮原学園 私立 富士宮市 富士宮市宮原480-2 （宗）法華寺 地方裁量型 120 H29.9.1

211 野中こども園 私立 富士宮市 富士宮市野中東町249 （福）柿ノ木会 幼保連携型 144 H30.4.1

212 東こども園 私立 富士宮市 富士宮市東町18番18号 （福）三ツ矢 幼保連携型 229 H30.4.1

213 大中里こども園 私立 富士宮市 富士宮市大中里837 （福）柿ノ木会 幼保連携型 75 H30.4.1

214 富丘こども園 私立 富士宮市 富士宮市青木325-5 （福）ふたば会 幼保連携型 123 H31.4.1

215 小泉こども園 私立 富士宮市 富士宮市西小泉町51-1 （福）三ツ矢 幼保連携型 150 R2.4.1

216
幼保連携型認定こども園川奈愛育クラ
ブ

私立 伊東市 伊東市川奈1267 （福）子ども未来計画 幼保連携型 96 R3.4.1

217 みどり認定こども園 私立 島田市 島田市大柳南308番地 （学）島田中央学園 幼保連携型 180 H26.4.1

218 認定こども園島田学園付属幼稚園 私立 島田市 島田市伊太2075-1 （学）島田学園 幼保連携型 344 H30.4.1

219 認定こども園島田中央幼稚園 私立 島田市 島田市旗指2888-1 （学）島田中央学園 幼保連携型 280 H30.4.1

220 認定こども園伊久身幼稚園 私立 島田市 島田市身成332-1 （学）島田中央学園 幼稚園型 24 H30.4.1

221 認定こども園五和幼稚園 私立 島田市 島田市島550-6 （学）島田学園 幼稚園型 130 H30.4.1

222
幼保連携型認定こども園エルフのみら
い

私立 島田市 島田市道悦2-27-14 （福）六合福祉会 幼保連携型 123 R2.4.1

223 幼保連携型認定こども園エルフのゆめ 私立 島田市 島田市東町1210 （福）六合福祉会 幼保連携型 123 R2.4.1

224 保育所型認定こども園かわね保育園 私立 島田市 島田市川根町家山1175-1 （福）五和会 保育所型 63 R2.4.1

225 保育所型認定こども園五和保育園 私立 島田市 島田市牛尾1111 （福）五和会 保育所型 303 R2.4.1

226 保育所型認定こども園大津保育園 私立 島田市 島田市落合64-1 （福）五和会 保育所型 93 R2.4.1

227 すみれ認定こども園 私立 富士市 富士市平垣141番地 （福）富士育英福祉会 保育所型 105 H24.4.1

228 認定こども園わかば幼稚園 私立 富士市 富士市大渕字萩ノ原3番地 （学）国際教育機構 幼保連携型 313 H24.4.1

229 認定こども園みのる幼稚園 私立 富士市 富士市原田1742番地の1 （学）田中学園 幼保連携型 180 H25.4.1

230 たかおかこども園 私立 富士市 富士市厚原1385番地 （学）渡辺学園 幼保連携型 200 H26.4.1

231 認定こども園曙幼稚園 私立 富士市 富士市吉原4-17-45 （学）草分学園 幼保連携型 250 H27.4.1

232 認定こども園富士ふたば幼稚園 私立 富士市 富士市水戸島本町2-10 （学）今村学園 幼保連携型 376 H27.4.1

233 認定こども園富士見台リズム 私立 富士市 富士市原田2244番9 （福）鶏声会 保育所型 175 H27.4.1

234 富士中央幼稚園 私立 富士市 富士市蓼原113番地の15 （学）眞蹊樹小林学園 幼稚園型 120 H27.4.1

235 認定こども園鈴川幼稚園 私立 富士市 富士市鈴川東町16－17 （学）志田学園 幼稚園型 80 H27.4.1

236 認定こども園さくら台幼稚園 私立 富士市 富士市中之郷3779番地 （学）浄巖学園 幼保連携型 175 H28.4.1

237 富士市立松野こども園 公立 富士市 富士市北松野1825-1 富士市 幼保連携型 165 H28.4.1

238 認定こども園須津幼稚園 私立 富士市 富士市神谷新町227 （学）博学園 幼保連携型 182 H29.4.1

239 認定こども園　岩松保育園 私立 富士市 富士市松岡834 （福）富士育英福祉会 保育所型 70 H31.4.1

240 富士ふたばこども園 私立 富士市 富士市五貫島492-1 （学）今村学園 幼保連携型 96 R3.4.1
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241 富士保育園 私立 富士市 富士市八幡町3番4号 （福）富士育英福祉会 保育所型 160 R4.4.1

242 磐田市立福田こども園 公立 磐田市 磐田市福田中島５５番地 磐田市 幼保連携型 300 H27.4.1

243 磐田市立大藤こども園 公立 磐田市 磐田市大久保640番地5 磐田市 幼稚園型 140 H27.4.1

244 磐田市立豊岡こども園 公立 磐田市 磐田市新開541 磐田市 幼稚園型 140 H27.4.1

245 認定こども園龍の子幼稚園 私立 磐田市 磐田市前野2575 （学）龍の子学園 幼保連携型 180 H28.4.1

246 聖隷こども園こうのとり豊田 私立 磐田市 磐田市下本郷1055 （福）聖隷福祉事業団 幼保連携型 155 H29.4.1

247 磐田市立青城こども園 公立 磐田市 磐田市中田610 磐田市 幼稚園型 210 H29.4.1

248 子育てセンターとみがおか 私立 磐田市 磐田市富丘162-1 （福）天竜厚生会 幼保連携型 96 H30.4.1

249 磐田市立豊田南こども園 公立 磐田市 磐田市森下280番地 磐田市 幼稚園型 210 H30.4.1

250 聖隷こども園こうのとり東 私立 磐田市 磐田市東新屋271-3 （福）聖隷福祉事業団 幼保連携型 215 H30.4.1

251 子育てセンターみなみしま 私立 磐田市 磐田市南島164-1 （福）天竜厚生会 幼保連携型 153 H30.4.1

252 磐田市立竜洋東こども園 公立 磐田市 磐田市中平松30番地４ 磐田市 幼保連携型 115 H30.4.1

253 磐田市立磐田なかよしこども園 公立 磐田市 磐田市中泉2522-2 磐田市 幼稚園型 285 H31.4.1

254 広瀬こども園 私立 磐田市 磐田市上神増460-1 （福）圓通福祉会 幼保連携型 174 R2.4.1

255 聖隷こども園こうのとり富丘 私立 磐田市 磐田市富丘677-1 （福）聖隷福祉事業団 幼保連携型 129 R2.4.1

256 岩田こども園 私立 磐田市 磐田市匂坂中987-2 （学）頭陀寺学園 幼保連携型 103 R3.4.1

257 こども園こども広場あんり 私立 掛川市 掛川市本郷623番地の1 （福）安里学園 幼保連携型 280 H28.4.1

258 掛川こども園 私立 掛川市 掛川市家代の里1丁目5-1 （福）未来 幼保連携型 255 H28.4.1

259 桜木こどもの森 私立 掛川市 掛川市家代1761-1 （福）未来 幼保連携型 123 H28.4.1

260 くるみ幼稚園 私立 掛川市 掛川市中央2-18-5 （学）くるみ学園 幼稚園型 270 H28.4.1

261 子育てセンターとものもり 私立 掛川市 掛川市大池2305 （福）天竜厚生会 幼保連携型 120 H29.4.1

262 掛川市立すこやかこども園 公立 掛川市 掛川市宮脇2-6-1 掛川市 幼保連携型 314 H29.4.1

263 掛川中央幼保園 私立 掛川市 掛川市和光２丁目16番地の１ （学）くるみ学園 幼稚園型 320 H30.4.1

264 おおさかこども園 私立 掛川市 掛川市大坂2805 （福）大東福祉会 幼保連携型 300 H31.4.1

265 ちはまこども園 私立 掛川市 掛川市千浜5870 （福）大東福祉会 幼保連携型 130 R2.4.1

266 智光こども園 私立 掛川市 掛川市仁藤町5-5 （福）泉洞会 幼保連携型 210 R3.4.1

267
幼保連携型認定こども園よこすかぬく
森こども園

私立 掛川市 掛川市横須賀1039-1 （福）大須賀苑 幼保連携型 230 R3.4.1

268 子育てセンターひだまり 私立 掛川市 掛川市杉谷南2-1-1 （福）天竜厚生会 幼保連携型 240 R3.4.1

269 子育てセンターさやのもり 私立 掛川市 掛川市長谷1687-2 （福）天竜厚生会 幼保連携型 310 R3.4.1

270
幼保連携型認定こども園おおぶちそよ
風こども園

私立 掛川市 掛川市大渕4895番地 （福）大須賀苑 幼保連携型 120 R4.4.1

271 幼保連携型認定こども園青島こども園 私立 藤枝市 藤枝市小石川町4-1-3 （学）大雄学園 幼保連携型 374 H23.4.1

272 広幡こども園 私立 藤枝市 藤枝市鬼島393番地 （学）広幡学園 幼保連携型 252 H26.4.1

273 認定こども園藤枝橘幼稚園 私立 藤枝市 藤枝市北方1130-13 （学）橘学園 幼稚園型 70 H29.4.1

274
学校法人法城学園幼保連携型認定こど
も園駿河台こども園

私立 藤枝市 藤枝市駿河台２丁目13番２号 （学）法城学園 幼保連携型 223 H30.4.1

275
学校法人法城学園幼保連携型認定こど
も園こばとこども園

私立 藤枝市 藤枝市瀬戸新屋70番地 （学）法城学園 幼保連携型 250 H30.4.1

276
幼保連携型認定こども園学校法人大洲
学園大洲こども園

私立 藤枝市 藤枝市大洲２丁目27番地の13 （学）大洲学園 幼保連携型 216 H30.4.1

277
幼保連携型認定こども園いなばこども
園

私立 藤枝市 藤枝市堀之内520-3 （学）稲葉学園 幼保連携型 114 H31.4.1

278 幼保連携型認定こども園志太こども園 私立 藤枝市 藤枝市志太2-10-30 （学）大雄学園 幼保連携型 159 R2.4.1

279
幼保連携型認定こども園せとやこども
園

私立 藤枝市 藤枝市本郷225 （学）瀬戸谷学園 幼保連携型 65 R2.4.1

280 幼保連携型認定こども園葉梨こども園 私立 藤枝市 藤枝市下之郷1713-6 （学）葉梨学園 幼保連携型 186 R3.4.1

7 / 9 ページ



認定こども園一覧（令和４年４月１日現在）

番号 名称 公私 市町 所在地 設置者 類型 認可定員 認定日

281 御殿場市立印野こども園 公立 御殿場市 御殿場市印野1457－2 御殿場市 保育所型 110 H26.4.1

282 神山認定こども園 私立 御殿場市 御殿場市神山1692-4 （福）大東会 幼保連携型 352 H28.4.1

283 幼保連携型認定こども園ぶらんこ 私立 御殿場市 御殿場市東田中三丁目1-18 （福）万里の会 幼保連携型 90 R4.4.1

284 すみれこども園 私立 御殿場市 御殿場市竃1233-1 （福）すみれ福祉会 幼保連携型 162 R4.4.1

285 浜松学院大学付属愛野こども園 私立 袋井市 袋井市愛野南二丁目2番地の3 （学）興誠学園 幼保連携型 180 H23.4.1

286 袋井市立笠原こども園 公立 袋井市 袋井市山崎5093-13 袋井市 幼保連携型 90 H29.4.1

287 袋井ハローこども園 私立 袋井市 袋井市下山梨559-1 （福）愛光会 幼保連携型 110 R2.4.1

288 ルンビニあゆみ園 私立 袋井市 袋井市高尾1777-1 （福）三宝会 幼保連携型 129 R2.4.1

289 袋井市立若草こども園 公立 袋井市 袋井市堀越766-1 袋井市 幼保連携型 180 R3.4.1

290 袋井市立浅羽東こども園 公立 袋井市 袋井市浅羽2617-1 袋井市 幼保連携型 141 R3.4.1

291 ルンビニこども園 私立 袋井市 袋井市諸井1056-2 （福）三宝会 幼保連携型 100 R3.4.1

292 子育てセンターにじいろ 私立 袋井市 袋井市上田町267-31 （福）天竜厚生会 幼保連携型 280 R4.4.1

293 袋井市立山梨こども園 公立 袋井市 袋井市春岡一丁目8番地の7 袋井市 幼保連携型 318 R4.4.1

294 袋井市立若葉こども園 公立 袋井市 袋井市久能1310番地 袋井市 幼保連携型 120 R4.4.1

295 下田市立下田認定こども園 公立 下田市 下田市敷根765番地の19 下田市 幼保連携型 211 H26.4.1

296 稲生沢こども園 私立 下田市 下田市立野34 （福）聖愛福祉会 保育所型 120 R2.4.1

297
幼保連携型認定こども園御宿台こども
園

私立 裾野市 裾野市御宿1619-1 （福）桜愛会 幼保連携型 195 R3.4.1

298 しらゆりこども園 私立 湖西市 湖西市入出377番地 （学）長生学園 幼保連携型 246 H25.4.1

299
社会福祉法人松渓会幼保連携型認定こ
ども園おかさきこども園

私立 湖西市 湖西市吉美3294-136 （福）松渓会 幼保連携型 126 H30.4.1

300 微笑こども園 私立 湖西市 湖西市梅田128番地の３ （福）花園福祉会 幼保連携型 100 H30.4.1

301 真愛三ツ谷こども園 私立 湖西市 湖西市新居町中之郷2044-2 （福）桔梗苑福祉会 幼保連携型 100 R2.4.1

302
幼保連携型認定こども園湖西市立新居
幼稚園

公立 湖西市 湖西市新居町新居1730 湖西市 幼保連携型 275 R2.4.1

303
幼保連携型認定こども園湖西市立岡崎
幼稚園

公立 湖西市 湖西市岡崎2586-37 湖西市 幼保連携型 273 R3.4.1

304 土肥こども園 公立 伊豆市 伊豆市土肥665-26 伊豆市 幼保連携型 125 H22.4.1

305 認定こども園あゆのさと 私立 伊豆市 伊豆市柏久保1309番地 （福）信愛会 幼保連携型 165 H24.4.1

306 熊坂こども園 公立 伊豆市 伊豆市熊坂426 伊豆市 幼保連携型 124 H27.4.1

307 修善寺東こども園 公立 伊豆市 伊豆市加殿22-1 伊豆市 幼保連携型 120 H27.4.1

308 あまぎ認定こども園 私立 伊豆市 伊豆市月ヶ瀬408番地の1 （福）春風会 幼保連携型 115 H28.4.1

309 なかいず認定こども園 私立 伊豆市 伊豆市八幡282-1 （福）春風会 幼保連携型 156 H29.4.1

310 認定こども園御前崎市立北こども園 公立 御前崎市 御前崎市上朝比奈2692-12 御前崎市 幼稚園型 75 H21.4.1

311
認定こども園御前崎市立さくらこども
園

公立 御前崎市 御前崎市佐倉888－1 御前崎市 幼保連携型 238 H26.4.1

312
認定こども園御前崎市立御前崎こども
園

公立 御前崎市 御前崎市御前崎2936-2、78-27 御前崎市 幼保連携型 162 H27.4.1

313 幼保連携型認定こども園西方こども園 私立 菊川市 菊川市西方1477-1 （福）愛育会 幼保連携型 119 R4.4.1

314 認定こども園堀之内幼稚園 私立 菊川市 菊川市堀之内69-1 （学）堀之内学園 幼稚園型 190 H29.4.1

315 菊川市立おおぞら認定こども園 公立 菊川市 菊川市下内田832-1 菊川市 幼保連携型 255 H29.4.1

316
幼保連携型認定こども園菊川中央こど
も園

私立 菊川市 菊川市本所27番地 （学）中央学園 幼保連携型 162 H30.4.1

317 認定こども園愛育保育園 私立 菊川市 菊川市堀之内69 （福）愛育会 保育所型 109 H30.4.1

318
幼保連携型認定こども園ひがしこども
園

私立 菊川市 菊川市川上1410-1 （福）菊川福祉会 幼保連携型 171 H31.4.1

319
幼保連携型認定こども園みなみこども
園

私立 菊川市 菊川市高橋3691 （福）菊川福祉会 幼保連携型 139 H31.4.1

320 認定こども園双葉こども園 私立 菊川市 菊川市本所2227-1 （福）双葉福祉会 保育所型 145 H31.4.1
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認定こども園一覧（令和４年４月１日現在）

番号 名称 公私 市町 所在地 設置者 類型 認可定員 認定日

321
幼保連携型認定こども園しょうれんじ
こども園楽生・寿光

私立 伊豆の国市 伊豆の国市南江間919番 （福）寿光会 幼保連携型 306 H30.4.1

322 幼保連携型認定こども園慈恩こども園 私立 伊豆の国市 伊豆の国市白山堂171-2 （福）護汝会 幼保連携型 129 H31.4.1

323 川崎幼稚園 私立 牧之原市 牧之原市静波1398-2 （学）榛原学園 幼保連携型 200 H27.4.1

324 認定こども園みのり幼稚園 私立 牧之原市 牧之原市細江812-2 （学）みのり学園 幼保連携型 213 H28.4.1

325 相良こども園 公立 牧之原市 牧之原市相良249-2 牧之原市 幼保連携型 93 H29.4.1

326 認定こども園すすき幼稚園 私立 牧之原市 牧之原市須々木464-3 （学）青山学園 幼保連携型 177 H31.4.1

327 東伊豆認定こども園 私立 東伊豆町 賀茂郡東伊豆町稲取3349-11 （福）たちばな童園 保育所型 90 R4.4.1

328 南伊豆町立南伊豆認定こども園 公立 南伊豆町 賀茂郡南伊豆町上賀茂277番地 南伊豆町 幼保連携型 225 H24.4.1

329 西伊豆町立伊豆海認定こども園 公立 西伊豆町 賀茂郡西伊豆町田子1709-50 西伊豆町 幼保連携型 70 H22.4.1

330 仁科認定こども園 公立 西伊豆町 西伊豆町仁科267番地 西伊豆町 幼保連携型 96 H30.4.1

331 函南町立二葉こども園 公立 函南町 函南町上沢658-35 函南町 幼稚園型 105 R4.4.1

332 恵明キッズローズビレッジ 私立 清水町 駿東郡清水町堂庭89-16 （福）恵明学園 保育所型 96 H31.4.1

333 長泉町立北こども園 公立 長泉町 長泉町上土狩38-5 長泉町 幼保連携型 216 H29.4.1

334
幼保連携型認定こども園あそかこども
園

私立 長泉町 駿東郡長泉町下土狩578 （福）道心 幼保連携型 135 H31.4.1

335
幼保連携型認定こども園あまねこども
園

私立 長泉町 駿東郡長泉町下土狩1401-1 （福）道心 幼保連携型 105 H31.4.1

336 長泉町立南こども園 公立 長泉町 駿東郡長泉町竹原88 長泉町 幼保連携型 144 R3.4.1

337 小山町立きたごうこども園 公立 小山町 駿東郡小山町用沢207番地の1 小山町 幼保連携型 235 H26.4.1

338 菜の花こども園 私立 小山町
駿東郡小山町竹之下字上ノ原
570番地1

（福）博友会 保育所型 90 H28.4.1

339 みらいこども園 私立 小山町 駿東郡小山町上野1024-5 （福）寿康会 保育所型 90 R2.4.1

340 小山町立すがぬまこども園 公立 小山町 駿東郡小山町菅沼274-1 小山町 幼保連携型 185 R2.4.1

341 小山町立するがおやまこども園 公立 小山町
駿東郡小山町生土132-1
駿東郡小山町小山289-1

小山町 幼保連携型 120 R2.4.1

342 小山町立すばしりこども園 公立 小山町
駿東郡小山町須走153
駿東郡小山町須走83

小山町 幼保連携型 210 R2.4.1
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