
「ＪＰ子どもの森づくり運動」参加園リスト１
2022年10月27日現在 参加園合計142園 印：東北復興グリーンウェイブ参加園合計101園

NO 都道府県 実施園 NO 都道府県 実施園 NO 都道府県 実施園 NO 都道府県 実施園

1 北海道 三和新琴似保育園 21 秋田県 湯沢こども園 41 神奈川県 愛の園ふちのべこども園 61 石川県 平和こども園

2 〃 前田中央保育園 22 山形県 三瀬保育園 42 〃 みんなのとっぽ保育園 62 石川県 とりやのの子ども園

3 〃 新琴似中央保育園 23 福島県 田島保育園 43 山梨県 甲府みなみ幼稚園 63 福井県 大野幼稚園

4 青森県 八ッ橋保育園 24 福島県 霊山三育こども園 44 東京都 清心幼稚園 64 〃 ゆりかご保育園

5 〃 認定こども園青森ひかり 25 〃 伊達こども園 45 東京都 新宿せいが子ども園 65 岐阜県 浄心こどもの城

6 岩手県 駒形こどもの杜 26 〃 ちゅうりっぷ保育園 46 〃 中目黒駅前保育園 66 静岡県 エンゼル幼稚園

7 〃 山田町第一保育所 27 茨城県 聖徳保育園 47 〃 東京ゆりかご幼稚園 67 愛知県 柏井保育園

8 〃 織笠保育園 28 栃木県 高根沢第二幼稚園 48 〃 誠美保育園 68 愛知県 稲葉地こども園

9 〃 豊間根保育園 29 群馬県 木の実幼稚園 49 〃 新宿こだま保育園 69 三重県 ほうりん認定こども園

10 〃 もみじ保育園 30 埼玉県 児玉の森こども園 50 〃 駒沢こだま保育園 70 〃 高岡ほうりん保育園

11 〃 あかまえこども園 31 〃 いるま保育園 51 〃 春明保育園 71 〃 清泉愛育園

12 〃 下太田保育園 32 〃 浦和ひなどり保育園 52 〃 杉の子学園保育所 72 〃 久居保育園

13 〃 船越保育園 33 〃 ルンビニ幼稚園 53 〃 しいのき保育園 73 〃 三重愛育保育園

14 〃 桜保育園 34 〃 与野ひなどり保育園 54 〃 三茶こだま保育園 74 〃 くまだ保育園

15 〃 津軽石保育所 35 千葉県 今井保育園 55 〃 ケンパ西馬込 75 〃 亀山愛児園

16 〃 つつみこども園 36 〃 第二勝田保育園 56 〃 第二いちご保育園 76 〃 さくら保育園

17 〃 おおつちこども園 37 〃 西船みどり保育園 57 新潟県 竹野町保育園 77 〃 ひばり保育園

18 〃 さくらこども園 38 〃 二和ひつじ幼稚園 58 〃 つくし幼稚園 78 滋賀県 崇徳保育園

19 〃 吉里吉里保育園 39 〃 高根台文化幼稚園 59 長野県 慈光幼稚園 79 〃 浜大津保育園

20 宮城県 バンビの森こども園 40 〃 岩根保育園 60 富山県 やまむろこども園 80 〃 みどりこども園



NO 都道府県 実施園 NO 都道府県 実施園 NO 都道府県 実施園 NO 都道府県 実施園

81 滋賀県 安曇川はこぶね保育園 101 広島家 みみょう保育園 121 福岡県 碧い鳥ベビーアネックス 141 鹿児島県 知覧中央こども園

82 しろふじ保育園 102 〃 第二みみょう保育園 122 〃 るんびにこどもえん 142 沖縄県 おおな愛児保育園

83 〃 茶臼山こども園 103 〃 段原みみょう保育園 123 〃 別所保育園 143

84 京都府 ときわ幼稚園 104 〃 保育所みのり祇園 124 〃 おおぞら認定こども園 144

85 京都府 たかつかさ保育園 105 〃 清水谷保育園 125 〃 西新ぶんか保育園 145

86 大阪府 木の実キッズキャンパス 106 〃
広島キリスト教
社会館保育所

126 〃 ひびきの保育園 146

87 〃 木の実こども創造館 107 〃 第二ナーガ保育園 127 〃 味坂保育園 147

88 〃 しおん大谷保育園 108 〃 常石すくすくハウス 128 〃 守恒保育園 148

89 〃 海西ひばりこども園 109 〃 まごころ保育園 129 〃 みやけ保育園 149

90 〃 茨田第2保育所 110 〃 広島和光園保育所 130 〃 香椎ぶんか保育園 150

91 兵庫県 同朋にこにこ園 111 〃 さざなみの森 131 〃 あけぼの愛育保育園 151

92 奈良県 やまと保育園 112 山口県 清和保育園 132 佐賀県 杉の子保育園 152

93 和歌山県 あわ保育園 113 徳島県 南佐古保育園 133 長崎県 南島原ぶんか保育園 153

94 鳥取県 赤碕保育園 114 香川県 観音寺中部保育園 134 熊本県 ひまわりメソドこども園 154

95 島根県 ちどり保育所 115 〃 観音寺ふたば保育園 135 〃 緑川保育園 155

96 岡山県 操南保育園 116 〃 丸亀ひまわりこども園 136 大分県 ももぞのこども園 156

97 広島県 認定こども園みのり愛児園 117 愛媛県 小富士保育園 137 〃 旦の原保育園 157

98 〃 山本まごころ保育園 118 高知県 あおい保育園 138 宮崎県 つくしんぼ保育園 158

99 〃 順正寺こども園 119 福岡県 青い鳥保育園 139 鹿児島県 こまどり保育園 159

100 〃 春日野まごころ保育園 120 〃 若久青い鳥保育園 140 〃 こども園 ほしのこ 160
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