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 7支部 

道北地区 

道東地区 

石狩・空知地区 

札幌地区 

日胆地区 

後志地区 

道南地区 

 

支部 園名 設置主体 園長名 職員 園児 

道北 施）稚内ひかり幼稚園 学)稚内ひかり学園 舩木大輔 15 65 

施）はまなす幼稚園 学)はまなす学園 小山哲夫 17 80 

認）名寄幼稚園 学)北海道キリスト教学園 尾崎良雄 27 135 

施）士別幼稚園 学)谷学園 谷 温恵 6 45 

認）ひまわり幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 韓 守賢 31 81 

施）深川めぐみ幼稚園 学)北海道ルーテル学園 中川了之 15 50 

道東 認)北見幼稚園 学)ピアソン学園 小林牧夫 48 127 

認)北見のぞみ幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 安部一徳 22 52 

認)釧路めぐみ幼稚園 学)釧路キリスト教学園 青砥恵美子 26 99 

施)湖畔幼稚園 学) 釧路キリスト教学園 青砥好夫 20 90 

認)別海愛光幼稚園 学)愛光学園 佐伯宏治 11 54 

認)中標津ひかり幼稚園 学)中標津ひかり学園 篠永光代 25 116 

認)中標津第２ひかり幼稚園 学)中標津ひかり学園 篠永政男 18 83 

認)中標津愛光幼稚園 学)日本メノナイト学園 駒沢留美子 21 110 

認)睦の園幼稚園 学)堀内学園 夛嶋身江子 24 73 

石狩

空知 

認)若葉幼稚園 学)江別キリスト教学園 榮 忍 35 103 

認)元江別わかば幼稚園 学)江別若葉学園 土谷直穂実 51 235 

施)のっぽろ幼稚園 学)野幌キリスト教学園 元木良子 44 199 

施)大麻ひかり幼稚園 学) 北海道ルーテル学園 白井真樹 17 95 

私)元野幌めぐみ幼稚園 学)二番通福音学園 小原愛香 19 160 

施)美唄めぐみ幼稚園 学)美唄キリスト教学園 木村拓己 7 39 

施)北広島かおり幼稚園 学)恵愛学園 高橋美千代 11 46 

札幌 施)桑園幼稚園 学)桑園幼稚園 飯田かおり 16 72 

施)めばえ幼稚園 学)札幌ルター学園 竹原真理子 11 72 

施)札幌ルーテル幼稚園 学) 北海道ルーテル学園 桑瀬奈緒美 24 125 

施)こひつじ幼稚園 学)札幌ナザレン学園 田畑 栄 11 82 

施)ひかり幼稚園 学)バプテスト学園 村田修一 15 78 

施)北光幼稚園 学)キリスト教北光学園 南部一郎 17 56 



認)ひばりが丘明星幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 相良郁子 35 139 

認)しののめ 学)月寒キリスト教学園 村田悠紀子 16 45 

施)琴似教会幼稚園 学)琴似キリスト教学園 杉本悦子 30 110 

施)まこまない明星幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 鈴木真弓 18 88 

施)麻布明星幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 上森俊明 25 90 

札幌はこぶね保育園 社)北海道クリスチャンセンター福祉会 佐々木克幸 23 62 

YMCA幼稚舎 学)公益財団法人北海道 YMCA 秋葉聡志 10 66 

日胆 施)千歳幼稚園 学)千歳栄光幼稚園 浅野宣子 19 65 

認)千歳第２幼稚園 学)千歳栄光幼稚園 仲野 円 45 147 

施)伊達幼稚園 学)伊達キリスト教学園 菊池幸宏 13 47 

 認)かおり幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 井石彰 40 113 

認)室蘭めばえ幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 石川宣道 24 55 

施)光の園幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 小林 茂 6 15 

後志 認)小樽オリーブ幼稚園 学)北海道ルーテル学園 木村繁雄 10 15 

施)小樽中央幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 松浦義夫 15 33 

認)手宮幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 泉田しのぶ 9 48 

施)ロース幼稚園 学)小樽シオン学園 伊集院玲子 20 51 

施)岩内幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 平 宏史 13 56 

認)倶知安めばえ幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 阪口 孝 13 65 

施)リタ幼稚園 学) 北海道キリスト教学園 西岡 知洋 15 66 

道南 認)遺愛幼稚園 学)遺愛学園 福島基輝 9 47 

認)遺愛旭岡幼稚園 学)遺愛学園 福島基輝 10 49 

認)函館ちとせ幼稚園 学)北海道キリスト教学園 濱田 薫 28 107 

施)函館めぐみ幼稚園 学)めぐみ学園 山西道郎 16 135 

施)八雲幼稚園 学)八雲キリスト教学園 渡辺兵衛 9 36 

施)福島幼稚園 学)福島キリスト教学園 石橋香代子 6 14 

      

      

  ※認） 認定こども園  施）施設型給付園 保）保育園 学）学校法人 

 


