
公立幼稚園一覧（令和２年４月１日現在）

市町村名 名　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号
仙台市内 1

仙台市 あきう幼稚園
アキウヨウチエン

982-0243 仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の4 022-304-7714

大河原教育事務所管内 11

白石市 白石市第一幼稚園
シロイシシダイイチヨウチエン

989-0257 白石市字亘理町38番地1 0224-26-2347

白石市第二幼稚園
シロイシシダイニヨウチエン

989-0248 白石市南町二丁目2番1号 0224-25-6326

角田市 枝野幼稚園
エダノヨウチエン

981-1503 角田市島田字三口71番地 0224-63-1148

西根幼稚園
ニシネヨウチエン

981-1516 角田市高倉字本町48番地１ 0224-65-2571 休園

蔵王町 宮幼稚園
ミヤヨウチエン

989-0701 蔵王町宮字馬場66番地の1 0224-32-2130

永野幼稚園
ナガノヨウチエン

989-0842 蔵王町大字塩沢字上野29番地の23 0224-33-3579

遠刈田幼稚園
トウガッタヨウチエン

989-0916 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21番地の1 0224-34-4257

村田町 村田幼稚園
ムラタヨウチエン

989-1305 村田町大字村田字北塩内41番地 0224-83-2341

沼辺幼稚園
ヌマベヨウチエン

989-1321 村田町大字沼辺字籠田72番地 0224-52-3527

柴田町 第一幼稚園
ダイイチヨウチエン

989-1604 柴田町船岡東一丁目2番60号 0224-55-1136

川崎町 富岡
トミオカ

幼稚園
ヨウチエン

989-1507 川崎町大字支倉字落田郷山８－３ 0224-86-2661

仙台教育事務所管内 5

松島町 松島第一幼稚園
マツシマダイイチヨウチエン

981-0213 松島町松島字道珍浜一五番地 022-354-4005

松島第二幼稚園
マツシマダイニヨウチエン

981-0215 松島町高城字反町五、一四番地 022-354-2401

松島第五幼稚園
マツシマダイゴヨウチエン

981-0205 松島町幡谷字新田五番地の一 022-352-2473

富谷市 富谷幼稚園
トミヤヨウチエン

981-3311 富谷市富谷狸屋敷13番地 022-358-2164

東向陽台幼稚園
ヒガシコウヨウダイヨウチエン

981-3332 富谷市明石台一丁目2番地 022-373-8216

北部教育事務所管内 36

大崎市 清滝幼稚園
キヨタキヨウチエン

989-6241 大崎市古川清水沢字長泥30番地2 休園

敷玉幼稚園
シキタマヨウチエン

989-6124 大崎市古川石森字石神72番地 0229-23-5707 休園

富永幼稚園
トミナガヨウチエン

989-6266 大崎市古川富長字五右エ門6番地2 0229-28-2183 休園

東大崎幼稚園
ヒガシオオサキヨウチエン

989-6227 大崎市古川大崎字伏見梅田19番地 0229-26-3577 休園

高倉幼稚園
タカクラヨウチエン

989-6206 大崎市古川中沢字中沢屋敷242番地 休園

西古川幼稚園
ニシフルカワヨウチエン

989-6213 大崎市古川保柳字氏子114番地1 休園

にじの子幼稚園
ニジノコヨウチエン

989-6203 大崎市古川飯川字熊野59番地 0229-26-2325

ゆめのさと幼稚園
ユメノサトヨウチエン

989-6252 大崎市古川荒谷字樋ノ口62番地2 0229-28-1606

鹿島台第一幼稚園
カシマダイダイイチヨウチエン

989-4103 大崎市鹿島台平渡字小沢9番地19 0229-56-2660

鹿島台第二幼稚園
カシマダイダイニヨウチエン

989-4106 大崎市鹿島台大迫字寺沢40番地14 休園

川渡幼稚園
カワタビヨウチエン

989-6711 大崎市鳴子温泉字築沢29番地 0229-84-7243

鳴子幼稚園
ナルコヨウチエン

989-6801 大崎市鳴子温泉字末沢59番地1 休園

大貫幼稚園
オオヌキヨウチエン

989-4302 大崎市田尻大貫字境36番地1 0229-39-0320

田尻幼稚園
タジリヨウチエン

989-4413 大崎市田尻通木字新一所谷1番地1 0229-39-1135

田尻子育て支援総合施設すまいる園
タジリコソダテシエンソウゴウシセツスマイルエン

989-4308 大崎市田尻沼部字新堀60番地 0229-38-2555

三本木子育て支援総合施設ひまわり園
サンボンギコソダテシエンソウゴウシセツヒマワリエン

989-6321 大崎市三本木字鹿野沢7番地1 0229-52-2333

鹿島台子育て支援総合施設なかよし園
カシマダイコソダテシエンソウゴウシセツナカヨシエン

989-4102 大崎市鹿島台木間塚字小谷地478番地1 0229-57-2271

松山子育て支援総合施設あおぞら園
マツヤマコソダテシエンソウゴウシセツアオゾラエン

987-1304 大崎市松山千石字舛形150番地1 0229-55-2562

栗原市 築館幼稚園
ツキダテヨウチエン

987-2216 栗原市築館伊豆一丁目5番1号 0228-22-6222

高清水幼稚園
タカシミズヨウチエン

987-2128 栗原市高清水佐野丁32番地 0228-58-2350

一迫幼稚園
イチハサマヨウチエン

987-2308 栗原市一迫真坂字新道満30番地 0228-52-2081

瀬峰幼稚園
セミネヨウチエン

989-4584 栗原市瀬峰清水山26番地1 0228-38-3256

鶯沢幼稚園
ウグイスザワヨウチエン

989-5402 栗原市鶯沢南郷広面27番地 0228-55-3178

金成幼稚園
カンナリヨウチエン

989-5171 栗原市金成沢辺町沖164番地 0228-42-3250

花山幼稚園
ハナヤマヨウチエン

987-2511 栗原市花山字本沢北ノ前55番地 0228-56-2333

栗駒幼稚園
クリコマヨウチエン

989-5301 栗原市栗駒岩ケ崎上町裏２０７番地１ 0228-45-1535

志波姫幼稚園
シワヒメヨウチエン

989-5613 栗原市志波姫新沼崎１５６番地 0228-25-3605

色麻町 色麻幼稚園
シカマヨウチエン

981-4101 色麻町清水字香ノ木前29番地 0229-65-2059

加美町 賀美石幼稚園
カミイシヨウチエン

981-4413 加美町鳥屋ヶ崎字稲荷前183番地1 0229-67-7136

涌谷町 ののだけ幼稚園
ノノダケヨウチエン

987-0284 涌谷町猪岡短台字愛宕11番地3 0229-45-2118

さくらんぼこども園
サクランボコドモエン

987-0171 涌谷町上郡字永根1番地2 0229-43-6681

涌谷幼稚園
ワクヤヨウチエン

987-0132 涌谷町字蔵人沖名242番地 0229-43-3343

涌谷南幼稚園
ワクヤミナミヨウチエン

987-0147 涌谷町字下道108番地1 0229-43-2260

美里町 こごた
コゴタヨウチエン

幼稚園 987-0005 美里町北浦字中新田142番地 0229-35-2031

ふどうどう幼稚園
フドウドウヨウチエン

987-0014 美里町字志賀町３丁目２番地１ 0229-33-2192

なんごう幼稚園
ナンゴウヨウチエン

989-4205 美里町木間塚字中央１番地 0229-58-1272

東部教育事務所管内 14

石巻市 住吉幼稚園
スミヨシヨウチエン

986-0814 石巻市南中里一丁目8番25号 0225-22-1341

稲井幼稚園
イナイヨウチエン

986-0002 石巻市真野字八の坪116番地2 0225-91-2129

河北幼稚園
カホクヨウチエン

986-0101 石巻市相野谷字旧屋敷118番地 0225-62-3238

桃生幼稚園
モノウヨウチエン

986-0304 石巻市桃生町樫崎字高附5番地 0225-76-4775

東松島市 矢本中央幼稚園
ヤモトチュウオウヨウチエン

981-0503 東松島市矢本字大溜81番地 0225-82-4519



公立幼稚園一覧（令和２年４月１日現在）

市町村名 名　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

登米市 新田幼稚園
シンデンヨウチエン

989-4601 登米市迫町新田字山崎259番地4 0220-28-2222

北方幼稚園
キタカタヨウチエン

987-0513 登米市迫町北方字富永109番地2 0220-22-7635

中田幼稚園
ナカダヨウチエン

987-0622 登米市中田町宝江新井田字要害3番地1 0220-34-3502

豊里幼稚園
トヨサトヨウチエン

987-0362 登米市豊里町小口前41番地1 0225-76-3323

米山東幼稚園
ヨネヤマヒガシヨウチエン

987-0311 登米市米山町字桜岡鈴根11番地1 0220-55-3367

米山西幼稚園
ヨネヤマニシヨウチエン

987-0331 登米市米山町中津山字清水24番地1 0220-55-2612

石越幼稚園
イシコシヨウチエン

989-4701 登米市石越町北郷字長根136番地 0228-34-3170

南方幼稚園
ミナミカタヨウチエン

987-0401 登米市南方町山成95番地6 0220-58-2218

東郷幼稚園
ヒガシゴウヨウチエン

987-0423 登米市南方町堂池218番地1 0220-58-2649

気仙沼教育事務所管内 6

気仙沼市 唐桑幼稚園
カラクワヨウチエン

988-0535 気仙沼市唐桑町馬場１４３番地１ 0226-32-2299

松圃幼稚園
マツバタケヨウチエン

988-0553 気仙沼市唐桑町神の倉１番地１ 0226-32-3186

津谷幼稚園
ツヤヨウチエン

988-0308 気仙沼市本吉町津谷松岡174番地１ 0226-42-2810

馬籠幼稚園
マゴメヨウチエン

988-0367 気仙沼市本吉町向畑14番地 0226-43-2020 休園

小泉幼稚園
コイズミヨウチエン

988-0333 気仙沼市本吉町平貝32番地 0226-42-3361

大谷幼稚園
オオヤヨウチエン

988-0266 気仙沼市本吉町寺谷９番地２ 0226-44-2203

県内合計 73


