
番号
認定書交付

年月日
運営開始
年月日

住　　所 認定こども園の名称 類型 公私別 設置者 代表者 電話番号 FAX番号 ホームページ

1 H19.1.15 H19.4.1
〒870-1176　大分市富士見が丘東２
丁目８番６号

認定こども園　富士見が丘幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　渕野学園
理事長
渕野二三
世

０９７－５４１－６１０１ ０９７－５４２－１２０３ http://www.fujimigaoka-youchien.com/

2 H19.9.26 H20.4.1 〒874-0016　別府市大字野田７８番地 認定こども園　ひめやま幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　溝部学園
理事長
溝部仁

０９７７－６６－７８５１ ０９７７－６６－８２９５ http://himeyama33.com/policy.html

3 H20.3.13 H20.4.1 〒870-0918　大分市日吉町１０－２２ 認定こども園　とぜん幼稚園 幼保連携型 私立 学校法人　渡辺学園
理事長
渡邊幸子

０９７－５５８－２７８６ ０９７－５５８－３８６９ http://tozen.ed.jp/

4 H20.3.13 H20.4.1
〒879-6695　豊後大野市緒方町馬
場３６（緒方支所総務市民課）

認定こども園　緒方保育園 保育所型 公立 豊後大野市
豊後大野
市長

緒方支所：０９７４－４２
－２１１１
（内線３５２３）

０９７４－４２ー４０１９ http://www.bungo-ohno.jp/

5 H20.3.13 H20.4.1
〒873-0421　国東市武蔵町糸原４９
８番地

認定こども園　むさしこども園 幼保連携型 私立
学校法人　むさし幼稚園
社会福祉法人　和順会

理事長
正本　秀英

０９７８－６８－１４５２ ０９７８－６９－０８６0

6 H22.3.26 H22.4.1
〒879-3301　佐伯市宇目大字小野
市3517番地3

認定こども園　小野市こども園 保育所型 公立 佐伯市 佐伯市長 ０９７２－２２－３９７２ ０９７２－２３－６００２
http://www.city.saiki.oita.jp/life/life2b-
1.html

7 H22.3.26 H22.4.1
〒879-3205　佐伯市宇目大字千束２
１３７番地２

認定こども園　千束こども園 保育所型 公立 佐伯市 佐伯市長 ０９７２－２２－３９７２ ０９７２－２３－６００２ http://www.city.saiki.oita.jp/life/life2b-1.html

8 H22.9.6 H22.10.1
〒872-0032　宇佐市大字江須賀939
番地

認定こども園　ことぶき幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　吉用学園
理事長
今永妙子

０９７８－３８－０３８９ ０９７８－３８－０３８９ http://www.yanagigaura.ed.jp/kids/index.html

9 H22.9.6 H22.11.1 〒877-0004　日田市城町1-7-1 認定こども園　月隈こども園 幼稚園型 私立 学校法人　香光学園
理事長
武内和朋

０９７３－２２－７６１１ ０９７３－２２－７６１１ http://www.tukikuma.net

10 H22.9.6 H22.11.1 〒877-1234　日田市天神町145 認定こども園　緑ヶ丘第二幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　河野学園
理事長
河野通介

０９７３－２２－４５５０ ０９７３－２６－３３５５ http://www.midorigaoka.com/

11 H22.11.24 H23.4.1 〒875-0023　臼杵市江無田408 認定こども園　アソカ幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　白蓮学園
理事長
巌　幾代

０９７２－６３－０８０７ ０９７２－６３－０８０９

12 H22.11.24 H23.4.1 〒879-2431　津久見市大友町3-15 認定こども園　白蓮幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　白蓮学園
理事長
巌　幾代

０９７２－８２－２８１５ ０９７２－８２－６６１８

13 H22.11.24 H23.4.1 〒879-0456　宇佐市大字辛島326番地 認定こども園　なぎさ幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　泉学園
理事長
渡辺一恵

０９７８－３２－７３９１ ０９７８－３２－１４５１ http://www.coara.or.jp/~nagisa/

14 H23.2.17 H23.4.1 〒879-1132　宇佐市岩崎池の平883-3 認定こども園　むつみ幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　長野学園
理事長
安藤秀明

０９７８－３７－２５１１ ０９７８－３７－２６０８ http://www9.ocn.ne.jp/~muthumi/

15 H23.2.17 H23.4.1 〒873-0511　国東市国東町小原119-1 認定こども園　南部こども園 保育所型 私立
社会福祉法人

南部清流福祉会
理事長
馬場將郎

０９７８－７２－０６０９ ０９７８－７２－０９８５ http://www3.ocn.ne.jp/~nanbu21/

16 H23.3.18 H23.4.1
〒870-0317　大分市大字丹川字西ノ
宮３５３－１

認定こども園　みんなの森こども園 幼保連携型 私立
学校法人　立山学園

社会福祉法人　森友会
理事長
立山貴史

０９７－５２７－６４３３ ０９７－５２７－６４７２ http://sinyukai.com/minna/index.htm

17 H23.3.4 H23.4.1 〒871-0105　中津市三光原口690-1 認定こども園　双葉こども園 幼稚園型 私立 学校法人　明佳学園
理事長
土居孝信

０９７９－２６－５８５５ ０９７９－２６－５８２５ http://futabagaoka.net/

18 H23.3.29 H23.4.1 〒870-0857　大分市明磧10組３ 認定こども園　いちご保育園 地方裁量型 私立
特定非営利活動法人

　みんなの広場とんとん
理事長
田中カヨコ

０９７－５４６－３４００ ０９７－５４６－３４００ http://npo-tonton.jp/

19 H23.3.29 H23.4.1 〒873-0502　国東市国東町田深1665 認定こども園　国東こども園 保育所型 私立
社会福祉法人

国東清浄福祉会
理事長
福田素純

０９７８－７２－０５００ ０９７８－７２－４４５５
http://e-
ensha.com/kodomoen/kunisaki.html
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20 H23.12.20 H24.1.1 〒870-0127　大分市大字森町403番地の2 認定こども園　もりまち幼稚園 幼保連携型 私立 学校法人　上東学園
理事長
上東健次

０９７－５２７－３３３０ ０９７－５２１－９９５４ http://www.morimachi-yochien.com/

21 H24.2.22 H24.4.1 〒877-0016 日田市三本松２丁目３
－３９

認定こども園　日田ルーテルこども園 幼稚園型 私立
学校法人

日田ルーテル学園
理事長
安井元一

０９７３ー２２ー３８６５ ０９７３ー２８ー８８６６ http://www.hitalutheran.jp/

22 H24.2.22 H24.4.1
〒877-0015 日田市中央２丁目１－４

認定こども園　三隈幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　みのり学園
理事長
石田守夫

０９７３ー２２ー５０３０ ０９７３ー２４ー７３７６ http://www.mikuma-kindergarten.jp/

23 H24.2.22 H24.4.1
〒879-7131 豊後大野市三重町市場
1477-4

認定こども園　どんぐり幼稚園 幼稚園型 私立
学校法人　いずみケ丘学

園

理事長
内野眞奈
美

０９７４－２２－０１８２ ０９７４－２２ー００３７ http://kosodate-web.com/donguri/

24 H24.12.25 H25.4.1 〒879-1500 速見郡日出町3898-5 認定こども園　聖武幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　聖武学園
理事長
秋吉三郎

０９７７－７２－１５００ ０９７７－７２－１５０２ http://seibugakuen.com/

25 H25.3.26 H25.4.1
〒879-1311 杵築市山香町内河野
2629-22 認定こども園　山香こども園 幼保連携型 私立

社会福祉法人
山香民生福祉会

理事長
帯刀一郎

０９７７－７５－０４２５ ０９７７－７５－０４３６
http://kosodate-
web.com/yamaga/yamagakodomo/

26 H25.3.22 H25.4.1
〒873-0643国東市国東町富来浦
1549

認定こども園　富来こども園 保育所型 私立
社会福祉法人
海雲福祉会

理事長
清水順子

０９７８－８４－０２００ ０９７８－７４－１１２０

27 H25.3.22 H25.4.1 〒871-0014 中津市一ﾂ松211 認定こども園　東九州短期大学附属幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　扇城学園
理事長
梅高賢正

０９７９－２５－０８０３ ０９７９－２５－０８２０ http://www.higashikyusyu.ac.jp/fuzoku/

28 H25.3.22 H25.4.1 〒877-1363日田市中尾町699 認定こども園　緑ヶ丘幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　河野学園
理事長
河野通介

０９７３－２２－４５３８ ０９７３－２２－４６６５ http://www.midorigaoka.com/

29 H25.8.20 H25.9.1 〒871-0003中津市是則1203-2 認定こども園　めぐみ幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　田中学園
理事長
田中正樹

０９７９－３２－６１８９ ０９７９－３２－６１６９ http://oita-megumi.jp/

30 H26.3.20 H26.4.1 〒879-0901杵築市大田石丸1433 認定こども園　大田こども園 幼保連携型 公立 杵築市 杵築市長 ０９７８－５２－２０７８ ０９７８－５２－２０７８ http://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/9/

31 H26.3.20 H26.4.1 〒870-0049大分市中島中央1-2-16 認定こども園　ひまわり幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　ひまわり学園
理事長
川原謙二

０９７－５３２－２５０６ ０９７－５３２－７４２８
http://www.himawarigakuen.com/index.h
tml

32 H26.3.20 H26.4.1 〒874-0903別府市野口原3088 認定こども園　明星幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　別府大学
理事長
日高紘一
郎

０９７７－２４－０８６７ ０９７７－２４－０８６６
http://www.ctb.ne.jp/~myojo-
kg/index.html

33 H26.3.20 H26.4.1 〒874-8501別府市北石垣82 認定こども園　別府大学付属幼稚園 幼稚園型 私立 学校法人　別府大学
理事長
日高紘一
郎

０９７７－６６－３５５５ ０９７７－６６－３５５４ http://www.d-b.ne.jp/beyouchi/


