
３　管内幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園一覧

(1) 大仙仙北

　 ①　幼稚園

市町村名 番号 幼稚園名 設　置　者 幼　稚　園　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

仙�北�市 1 かくのだて幼稚園
学校法人

真栄学園

〒014-0321

角館町西勝楽町25

0187-53-2110 0187-49-8040

kakuyou25@gmail.com

　 ②　認可保育所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は保育所型認定こども園

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保　育　所　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

大�仙�市

1 角�間�川��保育園

社会福祉法人

大曲保育会

〒014-1413

角間川町字八幡前47

0187-65-2731 0187-73-5857

o-kakumagawa-11@cap.ocn.ne.jp

2 内�小�友��保育園
〒014-0073

内小友字仙北屋3-1

0187-68-2034 0187-73-5834

o-uchiotomo-02@cap.ocn.ne.jp

3 大川西根��保育園
〒014-0072

大曲西根字小館218

0187-68-3530 0187-73-5960

o-ookawanishine-01@cap.ocn.ne.jp

4 藤����木��保育園
〒014-1412

藤木字甲本藤木79-2

0187-65-2825 0187-88-8839

qqrc77gd@cap.ocn.ne.jp

5 大曲乳児��保育園
〒014-0034

大曲住吉町2-29

0187-62-3080 0187-62-8815

o-nyuuji-05@cap.ocn.ne.jp

6 大�曲�東��保育園
〒014-0047

大曲須和町一丁目3-53

0187-63-2347 0187-73-5284

o-higashi-06@cap.ocn.ne.jp

7 大�曲�南��保育園
〒014-0034

大曲住吉町2-62

0187-63-1314 0187-73-5105

o-minami-08@cap.ocn.ne.jp

8 はなだて��保育園
〒014-0002

花館上町6-29

0187-62-1029 0187-73-5338

o-hanadate-09@cap.ocn.ne.jp

9 大�曲�北��保育園
〒014-0022

大花町12-1-23

0187-63-7870 0187-73-5116

o-kita-10@cap.ocn.ne.jp

10 ※大曲駅前こども園
〒014-0027

大曲通町1-43

0187-63-5118 0187-73-6420

oomagariekimae@oomagarihoikukai.jp

11 み�つ�ば　保育園
社会福祉法人

大空大仙

〒019-2202

大沢郷宿字山田178-1

0187-87-7130 0187-87-7131

mituba@oozoradaisen.jp

12 中�仙�東��保育園
〒014-0711

豊川字野田野2-1

0187-57-2313 0187-57-2831

nakasenhigashi@oozoradaisen.jp

13 日の出ベビー保育園
社会福祉法人

大仙ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ

〒014-0063

大曲日の出町一丁目35-45

0187-62-3529 0187-62-5021

daisenfamily@yahoo.co.jp

14 ど�れ�み　保育園 個　　人
〒014-0102

四ツ屋字下新谷地169-29

0187-62-7530 0187-62-7530

doremihoikuen@peach.plala.or.jp

仙�北�市

15 白岩小百合保育園

仙　北　市

〒014-0302

角館町白岩上西野93-1

0187-54-1083 0187-54-1083

―

16 角�館�西��保育園
〒014-0341

角館町雲然田中437-2

0187-53-2522 0187-53-2522

―

17 中����川��保育園
〒014-0346

角館町川原羽黒堂324-1

0187-53-2404 0187-53-2404

―

　 ③　へき地保育所

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保　育　所　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

大�仙�市 1 高����畑��保育園
大　仙　市

(大曲保育会へ業務委託)

〒014-0031

大曲字下高畑87-2

0187-63-6042 0187-73-6342

o-takabatake-12@cap.ocn.ne.jp

−　33　−



　 ④　幼保連携型認定こども園

市町村名 番号 施設名 設　置　者 施　設　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

大�仙�市

1
すくすく�

だけっこ園

社会福祉法人

大空大仙

〒019-1701

神宮寺字中瀬古川敷31-4

0187-72-2148 0187-72-2720

dakekko@oozoradaisen.jp

2
なかせん�

ワイワイらんど

〒014-0207

長野字新山131

①0187-56-4128 0187-56-4307

②0187-56-4139

waiwai@oozoradaisen.jp

3
せんぼく�

ちびっこらんど

<みどり園>〒014-0113

　　　　　堀見内字藍野75-1

0187-69-2117 0187-69-2117

chibi-midori @oozoradaisen.jp

<わかば園>〒014-0805

　　　　　高梨字大嶋367

0187-63-1143 0187-63-1179

chibi-wakaba@oozoradaisen.jp

4
おおた�

わんぱくランド

<のびのび園>〒019-1601

　　　　　　太田町横沢字窪関南535-4

0187-88-2110 0187-88-2116

wanpaku-nobinobi@oozoradaisen.jp

<すくすく園>〒019-1601

　　　　　　太田町横沢字窪関南515-4

0187-88-1659 0187-88-1659

wanpaku-sukusuku@oozoradaisen.jp

5 つきの木こども園
〒019-1846

南外字梨木田96-1

0187-73-1088 0187-73-1081

tukinoki@oozoradaisen.jp

6
西仙�

あおぞらこども園

〒019-2112

刈和野字川原田27-1

0187-75-1107 0187-75-1107

nishisenaozora@oozoradaisen.jp

7
協和�

まほろばこども園

〒019-2412

協和荒川字下谷地53

018-892-3426 018-892-3481

kyowa@oozoradaisen.jp

8 大曲中央こども園
社会福祉法人

大曲保育会

〒014-0053

大曲花園町4-88

①0187-62-1027 0187-73-5201

②0187-63-1382

o-tyuuou-07@cap.ocn.ne.jp

9 四�ツ�屋こども園
〒014-0102

四ツ屋字西下瀬159

0187-66-1517 0187-73-5315

o-yotsuya-04@cap.ocn.ne.jp

仙�北�市

10 にこにここども園

仙　北　市

〒014-0515

西木町門屋字六本杉2-1

0187-47-2525 0187-47-2323

―

11
ひのきない�

こ�ど�も�園

〒014-0602

西木町桧木内字高屋137

0187-48-2345 0187-48-2525

―

12 角�館�こども園
〒014-0368

角館町中菅沢91-1

0187-53-2918 0187-53-2919

―

13 だしのこ園
社会福祉法人�

はなさき仙北

〒014-1201

田沢湖生保内字武蔵野117-263

0187-43-1025 0187-43-3256

dashinoko@hanasakisemboku.or.jp

14 神�代�こども園
〒014-1114

田沢湖神代字珍重屋敷89-3

0187-44-2502 0187-44-2931

jindai@hanasakisemboku.or.jp

美�郷�町

15 千畑なかよし園

美　郷　町

〒019-1541

土崎字上野乙31

0187-85-3115 0187-85-3116

youzi-sh@town.misato.akita.jp

16 六郷わくわく園
〒019-1404

六郷字作山13-7

0187-84-0023 0187-84-0054

youzi-sh@town.misato.akita.jp

17 仙南すこやか園
〒019-1234

飯詰字糠渕4-1

0187-83-2100 0187-83-2226

youzi-sh@town.misato.akita.jp

(2) 横　手

�　①　幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は幼稚園型認定こども園

市町村名 番号 幼稚園名 設　置　者 幼　稚　園　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

横�手�市

1
※認定こども園�

土屋幼稚園・保育園

学校法人

土屋幼稚園

〒013-0033

旭川二丁目2-26

0182-32-8817 0182-32-8847

tsuchiya-youchien@blue.ocn.ne.jp

2
�※認定こども園�

上宮第一幼稚園 学校法人

上宮学園

〒013-0023

中央町6-14

0182-32-6075 0182-32-2043

jyougu@email.plala.or.jp

3
※認定こども園�

上宮第二幼稚園

〒013-0043

安田字谷地岸17

0182-33-2755 0182-32-8069

jyougu_2@guitar.ocn.ne.jp

4
※認定こども園

こひつじ

学校法人

こひつじ学園

〒019-0528

十文字町佐賀会字下沖田32-1

0182-42-3881 0182-42-3885

kohituji@cameo.plala.or.jp

−　34　−



　 ②　認可保育所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※印は保育所型認定こども園

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保　育　所　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

横�手�市

1 ま�す�だ��保育園

横　手　市

〒019-0701

増田町増田字七日町66

0182-45-4637 0182-45-2921

masuda-hoiku@city.yokote.lg.jp

2 川����西��保育所
〒013-0502

大森町袴形字南越前林1

0182-26-2133 0182-26-2133

kawanishi-hoikui@city.yokote.lg.jp

3 十�文�字��保育所
〒019-0509

十文字町梨木字羽場下10-113

0182-42-1055 0182-42-2288

jumonji-hoiku@city.yokote.lg.jp

4 三����重��保育所
〒019-0508

十文字町十五野新田字増田道東93-4

0182-42-1005 0182-42-4963

mie-hoiku@city.yokote.lg.jp

5 植����田��保育所
〒019-0513

十文字町植田字大清水105-5

0182-44-3053 0182-44-3086

ueda-hoiku@city.yokote.lg.jp

6 睦����合��保育所
〒019-0514

十文字町睦合字川井川3

0182-44-3052 0182-44-3087

mutsuai-hoiku@city.yokote.lg.jp

7 さんない��保育園
〒019-1108

山内土渕字菅生37-7

0182-53-2172 0182-53-2172

sannai-hoiku@city.yokote.lg.jp

8 たいゆう��保育園
〒013-0306

大雄字田村45-1

0182-56-5060 0182-56-5062

taiyu-hoiku@city.yokote.lg.jp

9 横����手��幼児園
社会福祉法人

山崎福祉会

〒013-0018

本町2-17

0182-32-6025 0182-38-8783

yokoyou@chive.ocn.ne.jp

10 横�手�マリア��園
社会福祉法人

秋田聖友会

〒013-0025

寿町7-25

0182-32-5159 0182-32-8059

yokote-mariaen-en@ab.auone-net.jp

11 ア�ソ�カ��保育園
社会福祉法人

アソカ福祉会

〒013-0011

城西町4-8

0182-33-1978 0182-33-1979

asoka@w2.dion.ne.jp

12 明����照��保育園
社会福祉法人

明照福祉会

〒013-0038

前郷一番町4-4

0182-32-7388 0182-32-8190

meisyou@sea.plala.or.jp

13 白����梅��保育園
社会福祉法人

白梅保育園

〒013-0051

大屋新町字中野117-16

0182-33-5924 0182-33-5960

shiraume@amail.plala.or.jp

14 和����光��保育園
社会福祉法人

相�和�会

〒013-0071

八幡字上長田39-1

0182-36-1221 0182-23-9230

sowakai@juno.ocn.ne.jp

15 相����愛��保育園
〒013-0061

横手町字五ノ口9

0182-36-1334 0182-36-1826

soai.1334@vega.ocn.ne.jp

16 常����盤��保育園
社会福祉法人

常盤保育園

〒013-0826

黒川字館西661

0182-38-2255 0182-38-2755

nomeogam@khaki.plala.or.jp

17
ときわ

ベ ビ ー ハ ウ ス

〒013-0074

三本柳字寺田123-1

0182-32-1616 0182-23-5220

tokiwa-baby@tulip.ocn.ne.jp

18 む�つ�み��保育園
社会福祉法人

睦福祉会

〒013-0064

赤坂字仁坂105-20

0182-33-2777 0182-33-2715

info@mutsumi-hoikuen.ed.jp

19 むつみ乳児保育園
〒013-0064

赤坂字仁坂105-27

0182-38-8020 0182-36-5020

info@mutsumi-hoikuen.ed.jp

20 ���旭�����保育園
社会福祉法人

よこて愛燦会

〒013-0065

猪岡字沼下145-2

0182-23-8620 0182-23-8621

namahage.ito@nifty.com

21 金����沢��保育園
社会福祉法人

金沢保育園

〒013-0814

金沢中野字青葉田18-1

0182-37-2176 0182-37-3456

kanezawa-hoiku@bird.ocn.ne.jp

22 みいりの��保育園
社会福祉法人

美入野福祉会

〒013-0001

杉沢字吉沢382-5

0182-33-2522 0182-23-7411

miirino-hoikuen@amber.plala.or.jp

23 浅舞感恩講保育園
社会福祉法人

浅舞感恩講

〒013-0105

平鹿町浅舞字浅舞221-1

0182-24-1148 0182-24-3745

kanonkou@if-n.ne.jp

24 下�鍋�倉��保育所
社会福祉法人

下鍋倉保育所

〒013-0103

平鹿町下鍋倉字下都43-1

0182-24-0247 0182-24-0900

shimonabekura-h@fuga.ocn.ne.jp

25 樽�見�内��保育園

社会福祉法人

育�童�会

〒013-0104

平鹿町樽見内字扇田65

0182-24-1305 0182-24-3310

taruho-38@beige.plala.or.jp

26 醍����醐��保育園
〒013-0102

平鹿町醍醐字四ッ屋76

0182-56-0155 0182-25-4033

daiho@beige.plala.or.jp

27 雄�物�川��保育園
〒013-0214

雄物川町柏木字後田7

0182-23-6101 0182-23-6151

omoho@camel.plala.or.jp

28 吉����田��保育所
社会福祉法人

吉田愛児会

〒013-0101

平鹿町上吉田字田ノ植88

0182-24-3161 0182-24-3172

yoshida-ns@lemon.plala.or.jp

29 沼����館��保育園
社会福祉法人

同�心�会

〒013-0208

雄物川町沼館字千刈田2

0182-22-4511 0182-22-4517

numaho-jimu@mbr.sphere.ne.jp

30 大����森��保育園
社会福祉法人

大森保育園

〒013-0521

大森町字大森293-1

0182-26-3132 0182-38-8199

oomori-hoikuen.178@lapis.plala.or.jp

−　35　−



(3) 湯沢雄勝

　①　幼稚園 ※印は幼稚園型認定こども園

市町村名 番号 幼稚園名 設　置　者 幼　稚　園　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

湯�沢�市

1 ※愛���宕��幼稚園
学校法人

中川学園

〒012-0855

愛宕町二丁目1-16

0183-73-1507 0183-73-3868

a-kids@yutopia.or.jp

2 ※湯沢若草�幼稚園
学校法人

若草学園

〒012-0033

清水町二丁目3-3

0183-73-6738 0183-73-6736

ywy@ymail.plala.or.jp

　②　認可保育所 ※印は保育所型認定こども園

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保　育　所　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

湯�沢�市

1 湯����沢��保育園

社会福祉法人�

広　済　会

〒012-0826

柳町二丁目4-37

0183-73-2361 0183-72-6525

jimyuho@yutopia.or.jp

2 湯�沢�乳児保育園
〒012-0032

元清水二丁目3-26

0183-72-2728 0183-72-2730

nyujiyzw@yutopia.or.jp

3 ※お�が�ち�保育園
〒019-0204

横堀字土渕28

0183-52-2559 0183-52-3834

ogachi1@yutopia.or.jp

4 み�た�け��保育園
社会福祉法人�

湯沢保育会

〒012-0824

裏門一丁目2-33

0183-73-1745 0183-73-8875

mitake-ｈ＠yutopia.or.jp

5 深����堀��保育園
〒012-0051

深堀字高屋敷58-3

0183-72-2512 0183-72-2513

fukaho58@yutopia.or.jp

6 駒　　形��保育園
社会福祉法人�

いなかわ福祉会

〒012-0104

駒形町字八面狐塚58

0183-42-2223 0183-42-2223

komaho@gol.com

7 皆����瀬��保育園
社会福祉法人�

みなせ福祉会

〒012-0183

皆瀬字沢梨台47-2

0183-46-2446 0183-46-2447

minaho@yutopia.or.jp

羽�後�町

8 ※もとにしこども園

社会福祉法人�

羽後町保育会

〒012-1100

字元西147

0183-62-1045 0183-62-1045

ugomotonishihoiku@abelia.ocn.ne.jp

9 ※たしろこども園　
〒012-1241

田代字麓110

0183-67-2300 0183-67-2300

ugotashirohoiku@abelia.ocn.ne.jp

10 ※せんどうこども園
〒012-1352

中仙道字堀内190

0183-68-2201 0183-68-2201

ugosendouhoiku@abelia.ocn.ne.jp

東成瀬村 11 な�る�せ��保育園
東�成�瀬�村

(なるせ保育会へ業務委託)

〒019-0801

田子内字上野8-1

0182-38-8611 0182-38-8612

narusehoikuen@silver.ocn.ne.jp

　③　へき地保育所

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保　育　所　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

羽�後�町 1 明治へき地保育所 羽　後　町
〒012-1102

新町字新町176

0183-62-1731 0183-62-1731

ugomeijihoiku@abeam.ocn.ne.jp

　④　幼保連携型認定こども園

市町村名 番号 保育所名 設　置　者 保　育　所　所　在　地
電話番号 FAX番号

Ｅメールアドレス

湯�沢�市

1 双���葉���幼稚園
学校法人�

双葉学園

<旧幼稚園>〒012-0827

　　　　　表町四丁目7-8

0183-73-0110 0183-73-0109

―

<旧保育所>〒012-0827

　　　　　表町四丁目5-25

0183-56-6888 0183-56-6889

hoik-fut@yutopia.or.jp

2
湯沢よつば�

こども園

〒012-0844

田町二丁目3-52

0183-73-2272 0183-73-2288

yotsuba@yutopia.or.jp

3 あおぞらこども園
社会福祉法人

いなかわ福祉会

〒012-0106

三梨町字古三梨155

0183-42-3117 0183-42-3117

aozora@camel.plala.or.jp

4 いわさきこども園
社会福祉法人

湯沢保育会

〒012-0801

岩崎字千年71-4

0183-72-3165 0183-72-3166

iwaho77@yutopia.or.jp

羽�後�町

5 にしもないこども園
社会福祉法人�

羽後町保育会

〒012-1131

西馬音内字本町138

0183-62-2344 0183-62-2585

ugonishimonaihoiku@abelia.ocn.ne.jp

6 み���わ�こども園
〒012-1123

貝沢字拾三本塚9

0183-62-1351 0183-62-1351

ugomiwahoiku@blue.ocn.ne.jp
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