
１　幼保連携型認定こども園（55施設）

（１）私立幼保連携型認定こども園（22施設）（岐阜市を除く）【県認可】

施設名 所在地 設置者 定員 参考

みつづかこども園 大垣市三塚町1018 （福）竜谷福祉会 140人 H28.4 認可

ながさわこども園 大垣市長沢町3-63 （福）竜谷福祉会 270人 H28.4 認可

美濃保育園 美濃市1765-4 （福）愛育会 140人 H28.4 認可

まさきこども園 羽島市正木町坂丸2-30 （福）恵隆会 295人 H29.4 認可

ひかり泉こども園 羽島市正木町新井348 （福）慈雲学舎 160人 H29.4 認可

くわばらこども園 羽島市桑原町八神2253-2 （福）芳寿会 70人 H29.4 認可

ときつこども園 土岐市土岐津町高山427-3 （福）慈光福祉会 60人 H29.9 認可

認定こども園　各務保育園 各務原市各務おがせ町4-128-1 （学）長屋学園 75人 H29.4 認可

清流みずほ認定こども園 瑞穂市森557,565 （学）総純寺学園 180人 H28.4 認可

大野保育園 大野町字大野240-1 （福）擁童協会 105人 H28.4 認可

豊木認定こども園 大野町桜大門538 （福）樹心会 180人 H28.4 認可

認定こども園　うぐいす 大野町公郷313 （福）慈光会 75人 H28.4 認可

池田こども園 池田町白鳥115 （福）池田保育園 130人 H29.4 認可

みどりの森　八幡こども園 池田町八幡1277-1 （福）瑞泉福祉会 50人 H29.4 認可

市橋保育園 池田町市橋1588-1 （福）市橋保育園 90人 H28.4 認可

遊々こども園 坂祝町黒岩583-2 （福）浄光会 90人 H29.4 認可

（２）私立幼保連携型認定こども園（6施設）（岐阜市内）【岐阜市認可】

施設名 所在地 設置者 定員 参考

黒野こども園 岐阜市古市場111-28 （福）教泉会 375人 H28.4 認可

沖ノ橋認定こども園 岐阜市沖ノ橋2-15 （福）和光会 115人 H28.4 認可

加納西認定こども園 岐阜市加納神明町4-12 （福）和光会 105人 H28.4 認可

ひきえ子ども園 岐阜市日置江5-27-1 （福）蓮華会 106人 H29.4 認可

認定こども園　施設一覧　（平成２９年９月１日時点）

幼保連携型認定こども園
浅草ひかりにこにこ園

大垣市浅草3-48 （福）大垣慈光福祉会 190人 H28.4 認可

幼保連携型認定こども園
ジョイフル多治見こども園

多治見市音羽1-35-1 （福）サンライフ 69人 H28.4 認可

幼保連携型認定こども園
かみいしづこどもの森

大垣市上石津町下多良694 （福）堂角舎 40人 H27.4 認可

幼保連携型認定こども園
牧谷保育園

美濃市上野2-2 （福）牧谷会 40人 H29.4 認可

幼保連携型認定こども園
下牧保育園

美濃市長瀬545 （福）博愛福祉会 50人 H29.4 認可

H28.4 認可

認定こども園
ながらこどもの森

岐阜市福田町2-12 （福）堂角舎 146人 H28.4 認可

幼保連携型認定こども園
東さくらこども園

大野町大字相羽763-8
（福）大野町社会
福祉協議会

130人

幼保連携型認定こども園
カトレヤこども園

岐阜市門屋字野崎55-1 （学）後藤学園 120人 H29.4 認可



（３）公立幼保連携型認定こども園（27施設）【県への設置届】

施設名 所在地 設置者 定員 参考

やまびここども園 恵那市長島町久須見182 恵那市 75人 H27.4 開始

みさとこども園 恵那市三郷町野井1969-1 恵那市 80人 H27.4 開始

武並こども園 恵那市武並町竹折1648-259 恵那市 120人 H27.4 開始

中野方こども園 恵那市中野方町1811-2 恵那市 50人 H27.4 開始

飯地こども園 恵那市飯地町26-5 恵那市 20人 H27.4 開始

山岡こども園 恵那市山岡町上手向1155 恵那市 90人 H27.4 開始

明智こども園 恵那市明智町332-3 恵那市 115人 H27.4 開始

串原こども園 恵那市串原3228-2 恵那市 20人 H27.4 開始

上矢作こども園 恵那市上矢作町下720-1 恵那市 50人 H27.4 開始

大井こども園 恵那市大井町1248-3 恵那市 90人 H27.4 開始

二葉こども園 恵那市長島町中野1-6-14 恵那市 105人 H27.4 開始

東野こども園 恵那市東野1346 恵那市 25人 H27.4 開始

濃南こども園 土岐市鶴里町柿野1184-1 土岐市 75人 H29.4 開始

高須認定こども園 海津市海津町高須町374-1 海津市 170人 H27.4 開始

石津認定こども園 海津市南濃町太田854-1 海津市 130人 H27.4 開始

今尾認定こども園 海津市平田町今尾4428-6 海津市 130人 H27.4 開始

養老こども園 養老町高田231-1 養老町 140人 H29.4 開始

広幡こども園 養老町口ヶ島191-1 養老町 80人 H29.4 開始

上多度こども園 養老町小倉419-1 養老町 30人 H29.4 開始

船附こども園 養老町船附251-1 養老町 75人 H29.4 開始

こばとこども園 養老町滝見町170-87 養老町 65人 H29.4 開始

日吉こども園 養老町宇田66 養老町 90人 H29.4 開始

仁木こども園 輪之内町下大榑新田261-2 輪之内町 175人 H28.4 開始

福束こども園 輪之内町里983-1 輪之内町 110人 H28.4 開始

大藪こども園 輪之内町大藪1117 輪之内町 185人 H28.4 開始

川辺町第１こども園 川辺町中川辺176 川辺町 150人 H29.4 開始

川辺町第２こども園 川辺町上川辺930-4 川辺町 80人 H29.4 開始

２　幼稚園型認定こども園（7施設）【県認定】

施設名 所在地 設置者 定員 参考

清流認定こども園 岐阜市岩滝西1-332 （学）総純寺学園 114人 H21.4 認定

認定こども園芽含幼稚園 岐阜市鷹見町5 （学）聖愛学園 60人 H27.4 認定

認定こども園だいち 各務原市各務西町5-189 （学）長屋学園 150人 H24.4 認定

認定こども園　ひよし幼稚園 各務原市那加新田町1-80-1 （学）小島学園 259人 H28.9 認定

認定こども園妙高幼稚園 郡上市八幡町初音1070 （学）妙高学園 90人 H27.4 認定

認定こども園白鳥幼稚園 郡上市白鳥町白鳥75-1 （学）白鳥学園 60人 H27.4 認定

認定こども園
大野クローバー幼稚園

大野町桜大門30 （学）立木学園 90人 H28.4 認定



３　保育所型認定こども園（26施設）【県認定】

施設名 所在地 設置者 定員 参考

城ヶ丘こども園 恵那市大井町848-1 恵那市 180人 H28.4 認定

長島こども園 恵那市長島町中野456-1 恵那市 90人 H28.4 認定

岩村こども園 恵那市岩村町1545-1 恵那市 160人 H28.4 認定

山之上こども園 美濃加茂市山之上町2812-1 美濃加茂市 70人 H29.4 認定

認定こども園　前宮保育園 各務原市前渡西町1415 （福）小松河福祉会 95人 H28.4 認定

川島東こども園 各務原市川島河田町473-35 （福）小松河福祉会 250人 H28.4 認定

認定こども園妙高保育園 郡上市八幡町初音1070 （福）翠峰福祉協会 120人 H27.4 認定

みなみこども園 下呂市萩原町萩原600-1 下呂市 220人 H28.4 認定

きたこども園 下呂市萩原町野上768 下呂市 110人 H28.4 認定

おさかこども園 下呂市小坂町大島622-1 下呂市 116人 H28.4 認定

わかばこども園 下呂市小川1048-1 下呂市 270人 H28.4 認定

たけはらこども園 下呂市乗政1005-1 下呂市 100人 H28.4 認定

かなやまこども園 下呂市金山町金山2301-3 下呂市 200人 H28.4 認定

東江こども園 海津市海津町駒ヶ江413 （福）真人舎 115人 H27.4 認定

わかば海津北こども園 海津市海津町鹿野21-1 （福）誠心愛育会 125人 H27.4 認定

認定こども園　下多度保育園 海津市南濃町志津973 （福）桂福祉会 55人 H28.4 認定

認定こども園　庭田保育園 海津市南濃町庭田184-1 （福）ちひろ会 85人 H28.4 認定

こまの認定こども園 海津市南濃町駒野467 （福）あかつき会 105人 H29.4 認定

やまざきゆめの森こども園 海津市南濃町山崎949-3 （福）蓮華会 35人 H29.4 認定

認定こども園　石山保育園 海津市南濃町田鶴416-1 （福）八実会 135人 H28.4 認定

東保育園 関ケ原町大字関ケ原3608-1 関ケ原町 38人 H29.4 認定

西保育園 関ケ原町大字松尾258-1 関ケ原町 87人 H29.4 認定

今須保育園 関ケ原町大字今須160 関ケ原町 25人 H29.4 認定

川辺町第３こども園 川辺町比久見1032-5 川辺町 120人 H29.4 認定

H29.4 認定

認定こども園
浄心こどもの城

郡上市白鳥町為真201-185 （福）白東会 110人 H28.4 認定

認定こども園
大垣ひかり保育園

大垣市中川町3-96 （福）大垣慈光福祉会 200人


