
幼児教育・保育

問 �岐阜市子ども保育課☎ 058-214-2143（直通）
岐阜市子ども支援課☎ 058-214-2398（直通）

幼児教育・保育の無償化

App�Store Google�Play

ダウンロードはお済みですか？

ぎふし子育て応援アプリ

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や子育て・教育にかかる費用負担の軽減
を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までのすべての子どもたち及び0歳から2歳
までの住民税非課税世帯の子どもたちの幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料の無償化を実
施しています。

主な対象サービスと無償化の内容

※幼稚園・認定こども園の1号認定児は満3歳から無償化
※実費（通園送迎費、食材料費、行事費など）は無償化の対象外

対象サービス 無償化の内容
幼稚園（新制度）、保育所、認定こども園 利用料無償
幼稚園（新制度未移行） 月額2.57万円を上限に利用料無償
地域型保育（小規模保育、家庭的保育、居宅
訪問型保育、事業所内保育） 利用料無償

就学前の障がい児の発達支援 利用料無償

幼稚園等の預かり保育事業 ＜保育の必要性が認定された場合＞
月額1.13万円を上限に利用料無償

企業主導型保育事業 標準的な利用料を無償
就学前の障がい児の発達支援＋幼稚園、保
育所、認定こども園等 障がい児の発達支援利用料＋幼稚園等利用料無償

認可外保育施設のうち、岐阜市に届出を行
い、国が定める基準を満たす施設

＜保育の必要性が認定された場合＞
3～5歳：月額3.7万円を上限に利用料無償
0～2歳：月額4.2万円を上限に利用料無償
※�保育所又は一定基準以上の預かり保育（平日
8時間、年間200日以上）を実施している幼稚園、
認定こども園等を利用していない子どもが対象

一時預かり事業、病児・病後児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業
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保育所（園）は、児童福祉法に基づき、保護者のみなさんが働いていたり、病気などのため、保育が
必要なお子さんを保護者に代わって保育するところです。本市では、入所するお子さんの心身の
健全な発達を図るため、個々の発達段階に応じて保育計画を作成し、保育を行っています。

保育所（園）

問 �岐阜市子ども保育課☎ 058-214-2143（直通）

認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基
づき、保護者の働いている、いないに関わらず、教育・保育を一体的に行うところです。また子育
て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談や親子の集いの場の提供などといった子育て支援
を行っています。市内には幼保連携型、幼稚園型、保育所型の3つの類型があります。

認定こども園

問 �岐阜市子ども保育課☎ 058-214-2143（直通）

小規模保育事業は、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、児童福祉法に基づき市の認可事業
となった満3歳未満の子どもを対象とした小規模の保育事業です。
事業所内保育事業は、小規模保育事業と同様に市の認可事業となった、企業等従業員の子どもと
地域の子どもを対象とした保育事業です。

教育・保育給付認定
保育所（園）・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業を利用するに際し、右の表の3つ
の区分による教育・保育給付認定を受けていただきます。
この認定の区分に応じて利用できる施設の類型が決まります。

小規模保育事業・事業所内保育事業

問 ��岐阜市子ども保育課☎ 058-214-2143（直通）

保育所（園）・認定こども園・小規模保育事業等
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年齢 希望 区分 利用先

満3歳以上
教育を希望 1号認定 幼稚園

認定こども園
「保育の必要な事由」に当て
はまり保育を希望 2号認定 保育所（園）

認定こども園

満3歳未満 「保育の必要な事由」に当て
はまり保育を希望 3号認定

保育所（園）
認定こども園
小規模保育事業
事業所内保育事業

入所できる要件
1　岐阜市に住んでいる児童
2　「保育の必要な事由」があること（認定こども園において教育を受ける場合は不要です。）
��　（1）就労しているため、児童の保育が必要な場合
��　（2）妊娠中であるか又は出産後間がなく、児童の保育が必要な場合
��　（3）病気であったり、心身に障がいがあったりして、児童の保育が必要な場合
��　（4）�家族のなかに長期にわたる病人や心身の障がい者がおり、この者の看護にあたるため、

児童の保育が必要な場合
��　（5）震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっているため、児童の保育が必要な場合
��　（6）求職活動に当たっているため、児童の保育が必要な場合
��　（7）就学しているため、児童の保育が必要な場合
��　（8）虐待やDVのおそれがあるため、児童の保育が必要な場合
��　（9）育児休業取得時に既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合
　　※その他、特別な理由のある人は相談してください。

対象年齢

保育所（園）・認定こども園 生後57日～就学前
〔各保育所（園）・認定こども園によって異なります。〕

小規模保育事業・事業所内保育事業 生後57日～2歳〔各施設によって異なります。〕

関連ページへ スマートフォンを活用
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開所時間
【公立保育所】
◦京町、鷺山、市橋
　平日　午前7時から午後8時まで　　土曜日　午前7時から午後6時まで
◦島、合渡、長森南、長森北、木田、あかね、西郷、網代、三輪南、あいかわ、三輪北、黒野、柳津東、佐波
　平日　午前7時から午後6時まで　　土曜日　午前7時から午後1時30分まで
※�私立保育園・私立認定こども園・私立小規模保育事業・事業所内保育事業（42・44・46ページ）については、園によっ
て異なりますので、直接園におたずねください。

特別な配慮と支援が必要なお子さんの保育
保育所（園）・認定こども園で、集団保育になじむ中・軽度の特別な配慮と支援が必要なお子さん
を受け入れています。
【入所（園）の手続き】
入所については、各保育所（園）・認定こども園に入所申込書及び必要書類を提出してください。
入所（園）については、岐阜市療育総合判定会議の意見を参考に決定されます。

入所申込窓口  各保育所（園）・認定こども園、子ども保育課☎058-214-2143（直通）
相談窓口  子ども・若者総合支援センター“エールぎふ”☎0120-43-7830

広域入所事業
市外の保育所（園）等に入所が可能な場合があります。

対　象
◦�保護者の一方の勤務地が該当の市町にあり、勤務終了後、岐阜市の保育所（園）の保育時間内に
迎えができない就学前の保育の必要がある児童。
◦�母親の里帰り出産のため保育の必要がある児童。
なお、市町ごとに受け入れ基準がありますので、詳しくは子ども保育課へおたずねください。

利用者の負担について
保育料（利用者負担額）は、子どもの支給認定の区分、保護者の方の所得状況や
世帯状況に応じて決定されます。なお、多子や市民税所得割額等の条件により、
保育料（利用者負担額）が軽減されます。詳しくは、子ども保育課（☎058-214-
2143）までお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
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休日保育事業
休日一時預かり事業

区分 1日の利用料 おやつ代 保険料 合計

1週間の保育は最大で6日間
（通常の保育と休日保育の合
計日数）とし、必ず就労の週休
日又は保護者が指定する日
に、欠席していただきます。そ
のため利用料は不要です。な
お、6日を超える場合は、別途
利用料を徴収します。

3歳未満児 2,240円

50円 260円

2,550円

3歳以上児 1,490円 1,800円

※昼食は、各自弁当持参となります。

休日保育事業は、日祝日に保護者の就労等により、家庭における保育が困難な場合にお子さんを
お預かりする事業です。
休日一時預かり事業は、傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等で、緊急一時的に家庭での
保育が困難な場合にお子さんをお預かりする事業です。（定員は1日あたり20人程度）

対象児童
◦�休日保育事業：市内に在住し岐阜市内の保育所（園）・認定こども園・小規模保育事業に入所す
る健康で集団保育に対応できる1歳～就学前児童
◦�休日一時預かり事業：市内在住の健康で集団保育に対応できる1歳～就学前児童

場　所 �京町保育所（岐阜市京町2丁目11番地）
実施日 �午前8時30分から午後5時まで�

（就労時間等により最大午前7時45分から午後6時まで）
費　用

休日保育事業・休日一時預かり事業

問 �京町保育所�☎�058-265-2943�
岐阜市子ども保育課�☎�058-214-2143（直通）

出典：首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
　　  （https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

1
ゴムひもを耳にかける

2
隙間がないよう鼻まで覆う

おお

3

関連ページへ スマートフォンを活用
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区分 1日の利用料 1日の給食費 （注）�生活保護法による被保護世帯等
は、保育料が免除になる場合があ
りますので、利用される保育所
（園）・認定こども園へおたずねく
ださい。

3歳未満児 2,240円 360円

3歳以上児 1,490円 300円

申込み方法 直接、各保育所（園）・認定こども園（ P42、44 参照）へお申し込みください。

お子さんを家庭で保育できない場合に、一部の保育所（園）と、認定こども園で一時的にお預かり
する制度です。

利用理由 �仕事の都合、通院や治療、看護、学習、免許取得、資格取得、冠婚葬祭、引っ越し、出産、
育児に伴う心理的・肉体的な負担を解消するための諸活動

対象児童 �保育所（園）・認定こども園に入所していない市内在住の生後57日目又は6か月目か
ら就学前の児童。
ただし、私立保育園・私立認定こども園は定員に余裕があれば、市外在住の児童も利
用できます。
※裁判員に選ばれた方は、市外在住でも公立の京町保育所が利用できます。

場　所 �京町保育所、市橋保育所、鷺山保育所、聖徳保育園、木之本保育園、鶉保育園、みぞはた保
育園、さゆり保育園、若葉保育園、常磐保育園、ななさとこども園、かがしまこども園、梅
林こども園、本荘保育園、なかよし岐阜南保育園、日野保育園、みさとこども園、岩保育
園、黒野こども園、ながらこどもの森、沖ノ橋認定こども園、加納西認定こども園、ひき
え子ども園、ハートンこまづめ認定こども園、大洞こども園、かようこども園、かぐや第
二こども園

利用日数 �月に14日以内
（なお、定員や保育所等の受入れ態勢によっては利用をお断りする場合があります。）

利用時間 �平日　午前8時30分～午後4時30分、土曜日　午前8時30分～正午
※ただし、必要に応じて保育の延長も行いますので、利用される園へご相談ください。

費　用 �下記とは別に保険料が必要です。各園で異なりますので、各園へおたずねください。

一時預かり事業

問 �各保育所 P42、44 参照
岐阜市子ども保育課☎ 058-214-2143（直通）

緊急一時的に家庭での保育が困難な場合に保育所でお預かりする事業です。

利用理由 �傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭など
対象児童 �市内在住の1歳から就学前児童

（ただし、保育所の入所状況によってはお断りする場合があります。）
場　所 �公立保育所（京町・鷺山・市橋を除く）
実施日 �年末年始、日曜日、祝日を除く、月曜日から土曜日までの保育所開所日
利用日数 �月に14日以内
利用時間 �平　日　午前8時30分～午後5時

土曜日　午前8時30分～午後1時
※�ただし、必要に応じて保育の延長も行いますので、利用される保育所へご相談ください。

サポート一時預かり事業

問 �各保育所 P41 参照
岐阜市子ども保育課☎ 058-214-2143（直通）
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区分 1日の利用料 1日の給食費 備考
3歳未満児 2,240円 360円 給食は、お子さんの体調によっ

ては弁当持参となります。3歳以上児 1,490円 300円（主食費を含む）

保育所 所在地 電話番号
（市外局番058） 保育年齢 備考

京町保育所 京町2丁目11番地 265-2943 生後57日～
延長保育・一時預か
り・休日保育・休日一
時預かり

島保育所 北島7丁目6番2号 231-8951 1歳～
鷺山保育所 下土居2丁目9番12号 231-8950 生後57日～ 延長保育・一時預かり
合渡保育所 寺田3丁目17番地 251-5301 1歳～
長森南保育所 蔵前4丁目3番15号 245-2647 生後57日～
長森北保育所 野一色4丁目11番5号 245-3020 1歳～
木田保育所 木田495番地1 239-1751 6か月～
あかね保育所 茜部寺屋敷3丁目49番地 271-8441 1歳～
西郷保育所 中西郷5丁目51番地2 239-0181 1歳～
市橋保育所 今嶺2丁目10番16号 271-5707 生後57日～ 延長保育・一時預かり
網代保育所 秋沢2丁目170番地1 239-9021 1歳～
三輪南保育所 石原3丁目220番地1 229-1253 1歳～
あいかわ保育所 加野6丁目26番13号 243-1155 6か月～
三輪北保育所 北野東345番地 229-3160 1歳～

黒野保育所 古市場20番地1 239-7875 生後57日～2歳
柳津東保育所 柳津町蓮池5丁目35番地 387-3666 生後57日～
佐波保育所 柳津町下佐波1丁目40番地 279-0126 生後57日～

公立保育所

費　用

関連ページへ スマートフォンを活用
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保育園 所在地 電話番号
（市外局番058） 保育年齢 備考

聖徳保育園 大門町1番地 262-5058 生後57日～ 延長保育・一時預かり
木之本保育園 羽衣町1丁目17番地6 251-6443 生後57日～ 延長保育・一時預かり
鶉保育園 中鶉4丁目111番地 272-2322 6か月～ 延長保育・一時預かり
みぞはた保育園 溝旗町4丁目2番地 262-8960 生後57日～ 延長保育・一時預かり
茜部保育園 茜部本郷3丁目116番地2 271-6326 1歳～ 延長保育
さゆり保育園 加納南広江町49番地 271-8558 生後57日～ 延長保育・一時預かり
領下保育園 領下1464番地1 248-0061 生後57日～ 延長保育
若葉保育園 村里町7番地 273-8361 6か月～ 延長保育・一時預かり
桜保育園 長良桜井町4丁目8番地 231-7338 生後57日～ 延長保育
常磐保育園 上土居814番地1 232-8695 生後57日～ 延長保育・一時預かり
本荘保育園 錦町6丁目28番地 251-8655 生後57日～ 延長保育・一時預かり
なかよし岐阜南
保育園 切通4丁目6番5号 247-2446 生後57日～ 延長保育・一時預かり

日野保育園 日野西3丁目3番10号 245-3801 生後57日～ 延長保育・一時預かり
岩保育園 岩田東2丁目102番地 243-3790 生後57日～ 延長保育・一時預かり
岩野田保育園 三田洞東1丁目18番5号 237-3822 1歳～ 延長保育
早田保育園 早田東町6丁目35番地 231-8891 1歳～ 延長保育
則武保育園 則武中3丁目13番3号 232-2772 1歳～ 延長保育

私立保育園

事業所 所在地 電話番号
（市外局番058） 保育年齢 備考

岐阜大学保育園ほほえみ 柳戸1番1（岐阜大学内） 293-3375 生後57日～2歳 地域枠あり
わらべ保育所 北山1丁目16番15号 241-2069 6か月～2歳 地域枠あり

事業所内保育事業
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園名 所在地 電話番号
（市外局番058） 保育年齢 備考

黒野こども園 古市場111番地28 239-0134 生後57日～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

ながらこどもの森 福田町2丁目12番地 231-8945 生後57日～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

沖ノ橋
認定こども園 沖ノ橋町2丁目15番地 251-1856 生後57日～ 幼保連携型・延長保

育・一時預かり
加納西
認定こども園 加納神明町4丁目12番地 213-0013 生後57日～ 幼保連携型・延長保

育・一時預かり

ひきえ子ども園 日置江5丁目27-1 279-0319 生後57日～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

ハートンこまづめ
認定こども園 東駒爪町17番地 213-7688 生後57日～ 幼保連携型・延長保

育・一時預かり
幼保連携型
認定こども園
カトレヤこども園

門屋字野崎55-1 229-1151 生後57日～ 幼保連携型・延長保育

清流認定こども園 岩滝西1丁目332番地 243-1353 生後57日～ 幼保連携型・延長保育
認定こども園
芽含幼稚園 鷹見町5番地 266-0185 1歳～ 幼稚園型・延長保育

大洞こども園 大洞桜台1丁目3番地 243-2990 生後57日～ 保育所型・延長保
育・一時預かり

梅林こども園 中道北238番地1 245-8949 生後57日～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

みさとこども園 六条東1丁目13番12号 271-3578 生後57日～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

かぐや第二こども園 鷺山1768番地32 231-5521 6か月～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

かぐや第一こども園 入舟町1丁目1番地1 247-3144 6か月～ 幼保連携型

かがしまこども園 鏡島西1丁目3番82号 251-9000 生後57日～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

ななさとこども園 西改田字米野48番地 239-1411 生後57日～ 保育所型・延長保
育・一時預かり

かようこども園 五坪1丁目14番1号 245-9769 生後57日～ 幼保連携型・延長保
育・一時預かり

私立認定こども園
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事業所 所在地 電話番号
（市外局番058） 保育年齢 備考

ひまわり共同保育所 領下21番地 240-5054 生後57日～2歳 延長保育

ちびっこ島保育園 島田2丁目2番6号 294-8556 6か月～2歳 延長保育

太陽の子幼稚舎 水海道4丁目25番5号 246-6160 6か月～2歳

かぐや第二保育園 鷺山1768番地149 231-5521 1歳～2歳

保育所ちびっこえん
じぇるらんど 宇佐南4丁目2-4 275-9069 生後57日～2歳 延長保育

保育所
ベビーキッズ本荘園 吹上町2丁目12-2 251-8830 4か月～2歳 延長保育

駅前保育所
みっけのおうち 橋本町2丁目52 266-7400 生後57日～2歳

保育所
サニーランド長良園 則武東4丁目11-10 294-1333 生後57日～2歳 延長保育

NAGOMIキッズ 長良福光1655-2 296-7010 6か月～2歳 延長保育

こばとの森保育園 島田西町64 215-0815 1歳～2歳

保育所にっこり園 柳津町蓮池3-22 337-7365 生後57日～2歳 延長保育

岐阜幼稚園
小規模保育所 西野町3丁目1番地 262-0683 1歳～2歳

ほんごうけやき通り保育園 本郷町2-13-3 251-1477 1歳～2歳

いづみ中央スプリン保育園 北鶉2丁目34番地 274-7873 4か月～2歳

こばとの森西保育園 大菅北12-1 216-5535 1歳～2歳

みのり夢保育園 本荘西4丁目39番地 251-4786 1歳～2歳

いづみ第2
どんぐり保育園 早田町2丁目13番地他 227-9789 5か月～2歳

みらいの森保育園 琴塚2丁目16番7 201-0132 6か月～2歳

サニーサイドインター
ナショナルプリスクール 岩井4丁目10番25号 216-5000 6か月～2歳 延長保育

こばとの森どんぐり保育園 大菅南7番10 201-4877 1歳～2歳

かぐや第三保育園 粟野西1丁目10番地 237-3601
（かぐや第三幼稚園） 1歳～2歳

私立小規模保育事業
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事業所 所在地 電話番号
（市外局番058） 保育年齢 備考

クルールン保育園 本荘中ノ町10丁目37番地 216-3227 生後57日～2歳 延長保育

ながらちいさな森 長良真生町2丁目12番地 216-1377 生後57日～2歳

日野南すみれ保育園 日野南6丁目6-19 216-5557 生後57日～2歳 延長保育

ステラ保育園 宇佐東町6番8号 213-6682 生後57日～2歳 延長保育

すずらん日光保育園 日光町8丁目27 090-7867-8036 生後57日～2歳 延長保育

リンゴの木 旦島3丁目5番1 080-2581-7045 生後57日～2歳 延長保育

小規模保育園キッズあるてあ 下奈良2丁目10番 201-6237 生後57日～2歳 延長保育

関連ページへ スマートフォンを活用
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幼稚園
市立幼稚園

問 �岐阜市幼児教育課☎ 058-214-7124（直通）
加納幼稚園☎ 058-272-1077
岐阜東幼稚園☎ 058-246-7669

詳しくは、各園までお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

市立幼稚園では、子どもの主体的な活動を促し、明るく生き生きとした幼児期にふさわしい生活
が展開されることをめざしています。
子どもの自発的な活動としての「遊び」は、心身の調和のとれた発達のために大切な学習です。幼
稚園では、「遊び」を通しての指導により、幼稚園教育要領に示された「健康、人間関係、環境、言
葉、表現」の5つの領域を総合的に成長・発達できるように努めています。また、一人一人の子ど
もの育ちに寄り添い、その子のよさを生かし可能性を伸ばすよう、発達の過程に即した指導をし
ています。
保護者と常に連絡・連携し、信頼関係のもとに未来を担う心豊かな子どもを育てていきます。
小学校との交流や連携を図り、子どもの育ちをつなげていくように努めています。

対象幼児 3歳児～5歳児（市内在住者に限ります。）
保育時間 �月曜日～金曜日　午前8時40分～午後2時30分

（※在園児を対象とした一時預かりを実施しています。）
（※春、夏、冬に長期休業日有り。）

一時預かり �在園児を対象に
午後2時30分～午後5時30分
※夏季休業日のみ午前9時～午後5時に実施

通園方法 �原則、保護者付き添いによる徒歩または自家用車等による登降園です。
（スクールバスの運行はありません。）

保育料 �保育料は、令和元年10月より無償化されました。
給食費、PTA会費、学習費などは別途必要となります。

加納幼稚園
ホームページ

岐阜東幼稚園
ホームページ
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入園の手続き
受付期間中（8月中旬～9月初旬）に幼稚園で入園願書（岐阜市のホームページからも取り出すこと
ができます。）を受け取り、必要事項を記入して入園を希望する幼稚園へ提出してください。なお、
定員を超えた場合は抽選となります。その他、途中入園については、各幼稚園にお尋ねください。

未就園児　遊びの会
幼稚園にまだ通っていない未就園児（0歳～満3歳まで）を対象とした遊びの会を開催していま
す。水遊びなど季節に応じた遊びやリトミック・体操など体を使った遊びを計画しています。
在園児の保護者がボランティアで参加していますので、子育て相談や交流の場として活用いた
だけます。
　加納幼稚園　…毎月2回程度　　 原則火曜日　　9時30分～11時15分
　岐阜東幼稚園…毎月2～3回程度　原則火曜日　　9時30分～11時15分
（詳細はホームページをご覧いただくか、各園におたずねください。）

園庭開放
天気のよい日は、園庭を開放します。幼稚園の園庭で遊んでみませんか。
　加納幼稚園　…毎週木曜日　9時30分～11時
　岐阜東幼稚園…毎週金曜日　9時30分～11時

幼稚園 所在地 電話番号

加納幼稚園 加納東丸町2丁目9番地1 058-272-1077

岐阜東幼稚園 水海道1丁目16番13号 058-246-7669

市立幼稚園一覧

関連ページへ スマートフォンを活用
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幼稚園 所在地 電話番号
こばと幼稚園 鹿島町4丁目15番地 058-251-0011
若葉第一幼稚園 北一色1丁目23番13号 058-245-5621
いづみ第2幼稚園 早田町3丁目2番地3号 058-231-4365
若葉第二幼稚園 村里町15番地 058-274-3400
かぐや第三幼稚園 粟野西1丁目10番地 058-237-3601
まどか幼稚園 茜部本郷3丁目116番地2 058-271-6337
こじか幼稚園 旦島4丁目10番17号 058-231-1735
こばと西幼稚園 大菅北12番25号 058-251-3871
みのり幼稚園 本荘西4丁目39番地 058-251-4786
若葉第三幼稚園 宇佐南1丁目11番17号 058-271-8331
岐阜幼稚園 西野町3丁目1番地 058-262-0683
天使幼稚園 青柳町3丁目22番地 058-253-2759
明照幼稚園 矢島町2丁目46番地 058-263-5118
ながもり第二幼稚園 岩田坂4丁目7番1号 058-243-5768
諏訪幼稚園 岩崎2丁目18番1号 058-231-7427
ながら幼稚園 長良城西町1丁目10番地 058-232-0271
はなぞの幼稚園 則武西2丁目25番27号 058-294-8844
ほんごう幼稚園 本郷町3丁目4番地 058-251-1488
ひかり幼稚園 黒野404番地 058-239-0013

市内には私立幼稚園が合わせて32か所あり、それぞれが独自の教育目標を持って教育を行って
います。
※�入園手続きや預かり保育等の対応は、園によって異なりますので、各幼稚園におたずねください。

私立幼稚園一覧

私立幼稚園

問 �各私立幼稚園 P50、52 参照
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幼稚園 所在地 電話番号
くるみ幼稚園 曽我屋4丁目21番地 058-239-2842
芥見幼稚園 芥見南山3丁目1番27号 058-243-2266
いづみ中央幼稚園 北鶉2丁目34番地 058-274-7851
岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 柳津町高桑西1丁目1番地 058-270-0313
東海第一幼稚園 芥見6丁目270番地1 058-243-2711
中部学院大学・中部学院大学
短期大学部附属幼稚園 下土居2丁目28番28号 058-233-2254

むつみ幼稚園 西改田村前107番地 058-239-4839
芥見第二幼稚園 加野3丁目1番7号 058-243-5761
サニーサイドインター
ナショナルスクール 岩井4丁目10番25号 058-241-1000

長森幼稚園 琴塚2丁目16番7号 058-246-0422
まどか南幼稚園 茜部寺屋敷2丁目127番地1 058-274-6778
東海第二幼稚園 日野北4丁目2番13号 058-246-8552
こばと第3幼稚園 下奈良3丁目15番5号 058-273-2015
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