
種別 No 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

公立認定こども園 1 ⻑崎市立認定こども園 ⻑崎幼稚園 魚の町1番16号 824-9966

公立幼稚園 2 ⻑崎市立 ⾼島幼稚園 ⾼島町2709番地11 896-2075

3 幼保連携型認定こども園 ⻑崎純⼼⼤学附属純⼼幼稚園 文教町13-15 学校法人 純⼼女子学園 845-7496

4 認定こども園 富士幼稚園コスモス保育園 葉山1丁目29-3 学校法人 富士学園 856-8616

5 認定こども園 天童幼稚園・天童保育園 古賀町1553-5 学校法人 金丸学園 839-0060

6 認定こども園 ⻑崎⼩鳩幼稚園⻑崎⼩鳩保育園 京泊1丁目4-11 学校法人 田添学園 850-1555

7 幼保連携型認定こども園 かがやき 野⺟町1820-2 学校法人 野⺟崎学園 893-0227

8 幼保連携型認定こども園 さくら幼稚園・さくらんぼ保育園 新⼩が倉2丁目1-50 学校法人 岩口学園 878-9875

9 認定こども園 百合幼稚園 葉山1丁目3-19 学校法人 百合の園学院 856-2285

10 幼保連携型認定こども園 とまちこども園 ⼾町3丁目15-1 学校法人 五蘊会 878-4890

11 ⻑崎南山認定こども園 音無町9-34 学校法人 ⻑崎南山第⼆学園 840-0420

12 幼保連携型認定こども園 ひかり幼稚園 岩見町14-6 学校法人 ひかり学園 861-1832

13 幼保連携型認定こども園 第⼆ひかり幼稚園 ⼩江原2丁目36-28 学校法人 ひかり学園 847-4119

14 認定こども園 聖⺟の騎士幼稚園 本河内2丁目2-2 学校法人 聖⺟の騎士学園 822-8457

15 認定こども園 いなさ幼稚園 江の浦町1-20 学校法人 松尾学園 861-4346

16 認定こども園 みのりが丘幼稚園 ⼤手3丁目11-1 学校法人 みのりが丘学園 846-3534

R1.9.25⻑崎市

R1.9.27

預かり保育事業（教育利用終了後の預かり保育） 令和５年４月１日時点

私立
認定こども園

※ 認可外保育施設等との無償化給付の併用は対象外



種別 No 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

預かり保育事業（教育利用終了後の預かり保育） 令和５年４月１日時点
※ 認可外保育施設等との無償化給付の併用は対象外

17 認定こども園 女の都こども園 女の都3丁目2-4 学校法人 女の都幼稚園 847-5727

18 幼保連携型樫山認定こども園 樫山町1946 社会福祉法人 双葉会 850-1415

19 深堀こころこども園 深堀町3丁目68 学校法人 円成寺学園 871-5293

20 菜の花こども園 平山町477 社会福祉法人 菜の花会 878-2877

21 幼保連携型認定こども園 かき道ピノキオこども園 かき道3丁目2-9 社会福祉法人 正道会 838-5514

22 幼保連携型認定こども園 福田こども園 福田本町1694-2 社会福祉法人 三和福祉会 865-1701

23 幼保連携型認定こども園 椿が丘こども園 椿が丘町9-3 社会福祉法人 三和福祉会 892-0171

24 認定こども園 友愛社会館幼稚園 富士見町21-18 学校法人 ⻑崎キリスト教友愛学園 861-3171

25 幼保連携型認定こども園 愛宕ピノキオこども園 愛宕4丁目19-11 社会福祉法人 正道会 823-5074

26 住吉こども園 花丘町6-15 社会福祉法人 丹友会 844-3652

27 ⻘山こども園 ⻘山町3-22 社会福祉法人 ⻘山保育会 844-8254

28 葉山こども園 葉山１丁目24番1号 社会福祉法人 丹友会 857-5515

29 ざぼんちゃん浜町認定こども園 築町4-17 ざぼんちゃん 株式会社 823-2204

30 ざぼんちゃん浦上認定こども園 川口町2-14 ざぼんちゃん 株式会社 849-2204

R1.9.27
私立

認定こども園
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31 聖アントニオ幼稚園 三原2丁目23-12 学校法人 聖フランシスコ学園 845-0021

32 あぜかりこども園 畝刈町1005 社会福祉法人 まこと福祉会 850-2409

33 幼保連携型認定こども園 ⼤浦保育園 東山町5-1 社会福祉法人 ⻑崎市社会福祉事業協会 823-5390

34 幼保連携型認定こども園 三京えのきこども園 三京町805 社会福祉法人 えのき会 850-5148

35 幼保連携型認定こども園 くるみ幼稚園 片淵3丁目11-7 学校法人 福田学園 822-5034

36 認定こども園 聖⺟の騎士東⻑崎幼稚園 田中町366 学校法人 聖⺟の騎士学園 838-3756

37 認定こども園 ⻑崎信愛幼稚園 上野町10-24 学校法人 信愛学園 844-0345

38 認定こども園 ⼤浦信愛幼稚園 ⼩菅町27-2 学校法人 信愛学園 824-9939

39 認定こども園 矢上幼稚園・こもれびnursery 平間町398 学校法人 ここから 839-3001

40 認定こども園 キンダーフィールド 坂本1丁目8-30 特定非営利活動法人 悠遊会 843-6118

41 赤迫こども園 住吉台町11-1 社会福祉法人 実寿穂会 847-8622 R2.4.1

42 幼保連携型認定こども園 ⼩ヶ倉こども園 ⼩ヶ倉2丁目390 社会福祉法人 黎明会 878-3379

43 幼保連携型認定こども園 滑石保育園 滑石5丁目2-31 社会福祉法人 ⻑崎市社会福祉事業協会 856-1575

44 認定こども園 皓台寺幼稚園 寺町1-1 学校法人 海雲学園 822-9263

45 幼保連携型認定こども園 たんぽぽこども園 出雲3丁目1番39番 社会福祉法人 優⼼会 827-8554

46 幼保連携型認定こども園 聖⺟マリアこども園 若草町6番5号 学校法人 聖マリア学院 844-2667

R5.4.1

R1.9.27

R4.4.1

私立
認定こども園
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42 ⼩ヶ倉幼稚園 ⼩ヶ倉町1丁目570-1 学校法人 ⼩ヶ倉幼稚園 878-7656

43 みやま幼稚園 滑石3丁目19-50 学校法人 柿田学園 856-2889

44 日見幼稚園 網場町432 学校法人 日見幼稚園 839-4510

45 滑石中央幼稚園 滑石4丁目1396-42 学校法人 滑石中央幼稚園 856-2031

46 あやめ東幼稚園 ⼾石町1476-13 学校法人 ⻄成学園 830-1900

47 くるみ⻄幼稚園 ⼤浜町298 学校法人 福田学園 865-1364

48 くるみ北幼稚園 横尾4丁目1番30号 学校法人 福田学園 857-5923

49 諏訪幼稚園 上⻄山町18番1号 学校法人 諏訪幼稚園 824-7583

51 ⼤園幼稚園 滑石6丁目13番7号 学校法人 ⼤園学園 856-2807

52 深堀純⼼幼稚園 深堀町5丁目291番地 学校法人 第⼆純⼼学園 871-3426

53 ⻑崎女子短期⼤学附属幼稚園 弥生町19番2号 学校法人 鶴鳴学園 823-7981

54 住吉幼稚園 千歳町15番19号 学校法人 ⼤浦学園 844-1760

55 おおとり幼稚園 深堀町1丁目293番地5 学校法人 ⾼津学園 871-1775

私立幼稚園
（私学助成）

R4.4.1

R2.4.1

R1.9.27

R1.9.27

私立幼稚園
（新制度移行）


