
沖縄県内 教育・保育施設一覧（認定こども園） 令和４年４月１日現在

№ 市町村名 公私 類 型 設 置 者 施 設 名 住 所 認可定員 事業開始日

1 01 那覇市 (公) 認定こども園－保育所型 那覇市 樋川みらいこども園 那覇市樋川2-10-1 116 R2.4.1
2 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 明秀福祉会 識名さつき認定こども園 那覇市識名4-12-38 143 H29.4.1
3 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 ポプラ福祉会 しゅりの泉こども園 那覇市首里石嶺町4-1-8 125 H30.4.1
4 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 わかめ福祉会 みずきこども園 那覇市松川2-3-10 141 H30.4.1
5 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 雅福祉会 みやび認定こども園 那覇市安謝1-8-24 127 H30.4.1
6 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 ポプラ福祉会 ポプラこども園 那覇市壺川2-5-13 225 H31.4.1
7 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 わかば友の会 わかば認定こども園 那覇市寄宮1-7-3 193 H31.4.1
8 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 健友福祉会 第２ながやま認定こども園 那覇市泊2-20-8 114 H31.4.1
9 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 報徳福祉会 童の城保育園 那覇市銘苅3-17-1 111 H31.4.1

10 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 雄愛福祉会 たばる愛児こども園 那覇市田原3-12-4 135 R2.4.1
11 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 わかめ福祉会 第２かぐらこども園 那覇市宇栄原3-16-13 132 R2.4.1
12 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 玉重福祉会 第２愛心こども園 那覇市国場251-1 125 R2.4.1
13 01 那覇市 (私) 認定こども園－保育所型 翼福祉会 つばさこども園 那覇市高良1-9-10 95 R3.4.1
14 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 大道みらいこども園 那覇市大道146-1 140 H28.4.1
15 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 開南こども園 那覇市泉崎1-1-5 90 H29.4.1
16 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 小禄南こども園 那覇市小禄4-14-1 90 H30.4.1
17 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 城南こども園 那覇市首里崎山町 4-35-2 90 H30.4.1
18 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 城北こども園 那覇市首里石嶺町 1-162 90 H30.4.1
19 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 壺屋こども園 那覇市牧志3-14-12 60 H30.4.1
20 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 天妃こども園 那覇市久米1-3-2 110 H30.4.1
21 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 与儀こども園 那覇市与儀1-1-1 90 H30.4.1
22 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 天久みらいこども園 那覇市天久1-4-1 231 H31.4.1
23 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 上間こども園 那覇市長田2-11-60 110 H31.4.1
24 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 大名こども園 那覇市首里大名町1-49 60 H31.4.1
25 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 城西こども園 那覇市首里真和志町1-5 110 H31.4.1
26 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 泊こども園 那覇市泊2-23-9 90 H31.4.1
27 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 那覇こども園 那覇市前島1-7-1 90 H31.4.1
28 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 真嘉比こども園 那覇市真嘉比1-18-1 90 H31.4.1
29 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 真和志こども園 那覇市寄宮3-1-1 90 H31.4.1
30 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 宇栄原みらいこども園 那覇市宇栄原4-17-10 87 R2.4.1
31 01 那覇市 (公) 認定こども園－幼保連携型 那覇市 久場川みらいこども園 那覇市首里久場川町2-18-10 87 R2.4.1
32 01 那覇市 (私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 かぐらこども園 那覇市宇栄原3-15-46 201 H29.4.1
33 01 那覇市 (私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 わかめこども園 那覇市首里石嶺町3-199-2 198 H29.4.1
34 01 那覇市 (私) 認定こども園－幼保連携型 童夢福祉会 童夢認定こども園 那覇市繁多川2-15-1 239 H30.4.1
35 01 那覇市 (私) 認定こども園－幼保連携型 夢工房 幼保連携型認定こども園美ら夢 那覇市安謝1-20-1 156 R2.4.1
36 01 那覇市 (私) 認定こども園－幼保連携型 玉重福祉会 愛心こども園 那覇市上間384-15 145 R2.4.1
37 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 さつきこども園 那覇市宇栄原1-12-1 110 H28.4.1
38 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 弘文会 識名こども園 那覇市識名2-2-1 110 H28.4.1
39 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 学校法人 大庭学園 若狭こども園 那覇市若狭3-11-1 110 H28.4.1
40 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 報徳福祉会 銘苅こども園 那覇市銘苅2-3-20 110 H28.4.1
41 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 オレンジ会 金城こども園 那覇市金城4-3-1 125 H29.4.1
42 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 大竹福祉会 曙こども園 那覇市曙2-18-2 90 H29.4.1
43 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 翼福祉会 真地こども園 那覇市真地313 90 H29.4.1
44 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 さくら会 神原こども園 那覇市樋川2-7-1 90 H30.4.1
45 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 豊春福祉会 古蔵こども園 那覇市古波蔵1-33-2 120 H30.4.1
46 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 ポプラ福祉会 城岳こども園 那覇市楚辺2-1-1 90 H30.4.1
47 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 玉重福祉会 仲井真こども園 那覇市仲井真173 120 H30.4.1
48 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 弘文会 松川こども園 那覇市松川1-7-1 90 H30.4.1
49 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 雅福祉会 松島こども園 那覇市古島2-30-12 90 H30.4.1
50 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 郵住協福祉会 安謝こども園 那覇市安謝2-15-27 90 H31.4.1
51 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 宇栄原こども園 那覇市小禄1066 110 H31.4.1
52 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 千草福祉会 垣花こども園 那覇市山下町17-55 60 H31.4.1
53 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 翼福祉会 高良こども園 那覇市高良2-12-1 90 H31.4.1
54 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 学校法人 大庭学園 小禄こども園 那覇市小禄1150 90 H31.4.1
55 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 ポプラ福祉会 城東こども園 那覇市首里石嶺町2-74-1 90 H31.4.1
56 01 那覇市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 千草福祉会 石嶺こども園 那覇市首里石嶺町4-360-8 120 R3.4.1
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57 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 明秀福祉会 さつき認定こども園 宜野湾市真栄原3-24-13 240 H29.4.1
58 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 明秀福祉会 第２さつき認定こども園 宜野湾市真栄原3-37-25 298 H29.4.1
59 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 まなぶ福祉会 認定こども園森川保育園 宜野湾市真志喜610-3 135 H30.4.1
60 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 まなぶ福祉会 認定こども園はごろも保育園 宜野湾市大山2-11-12 176 H31.4.1
61 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 輝福祉会 ゆうわ認定こども園 宜野湾市野嵩4-22-1 150 H31.4.1
62 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 美ら島福祉会 認定こども園まなぶ保育園 宜野湾市大謝名183 135 R2.4.1
63 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 幸福義会 ピノキオ認定こども園 宜野湾市嘉数1-4-50 96 R3.4.1
64 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－保育所型 輝福祉会 ここわ認定こども園 宜野湾市野嵩2-22-12 92 R4.4.1
65 02 宜野湾市 (私) 認定こども園－幼保連携型 しののめ福祉会 しののめこども園 宜野湾市新城2-43-1 150 H29.4.1
66 03 石垣市 (公) 認定こども園－幼保連携型 石垣市 おおはまこども園 石垣市大浜182 80 H31.4.1
67 03 石垣市 (公) 認定こども園－幼保連携型 石垣市 へいしんこども園 石垣市平得174-3 72 H31.4.1
68 03 石垣市 (公) 認定こども園－幼保連携型 石垣市 まきらこども園 石垣市新川2357-1 80 H31.4.1
69 03 石垣市 (公) 認定こども園－幼保連携型 石垣市 あらかわこども園 石垣市新栄町74 80 R2.4.1
70 03 石垣市 (公) 認定こども園－幼保連携型 石垣市 かびらこども園 石垣市字川平831番地1 80 R4.4.1
71 03 石垣市 (私) 認定こども園－幼保連携型 沖縄松楓会 なごみの広場 石垣市大浜436-1 110 H28.4.1
72 03 石垣市 (私) 認定こども園－幼保連携型 ふくぎ福祉会 ふくぎこども園 石垣市石垣741-1 95 R3.4.1
73 03 石垣市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 学校法人 大庭学園 新栄町こども園 石垣市新栄町7 45 H31.4.1
74 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 へいあん福祉会 ほるとのきこども園 浦添市牧港1-64-6 111 H30.4.1
75 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 愛の園福祉会 ルーブルこども園 浦添市港川2-21-1 120 H30.4.1
76 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 ゆりかご福祉会 牧港ひまわりこども園 浦添市牧港4-1-16 136 H31.4.1
77 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 愛の園福祉会 あいのそのこども園 浦添市仲西2-3-11 156 H31.4.1
78 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 勢理客福祉会 愛音こわんこども園 浦添市大平2-7-6 120 H31.4.1
79 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 勢理客福祉会 勢理客こども園 浦添市勢理客2-18-27 159 R2.4.1
80 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 わかめ福祉会 すず風こども園 浦添市内間4-25-18 152 R3.4.1
81 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 琉和の里福祉会 うららこども園 浦添市当山2-40-20 130 R3.4.1
82 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 琉和の里福祉会 認定こども園うららにじ園 浦添市当山2-40-18 90 R4.4.1
83 04 浦添市 (私) 認定こども園－保育所型 青松福祉会 あいかな認定こども園 浦添市当山3-6-1 100 R4.4.1
84 04 浦添市 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人ひまわり子ども学園 牧港ひまわり幼稚園 浦添市牧港2-33-1 120 H30.6.1
85 04 浦添市 (公) 認定こども園－幼保連携型 浦添市 浦添こども園 浦添市仲間2-47-2 95 H31.4.1
86 04 浦添市 (公) 認定こども園－幼保連携型 浦添市 内間こども園 浦添市内間4-3-1 95 R2.4.1
87 04 浦添市 (私) 認定こども園－幼保連携型 ハイジ福祉会 あおいこども園 浦添市屋富祖1-3-17 164 H31.4.1
88 04 浦添市 (私) 認定こども園－幼保連携型 ハイジ福祉会 ハイジこども園 浦添市牧港2-23-5 175 H31.4.1
89 04 浦添市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 ハイジ福祉会 仲西こども園 浦添市宮城2-4-1 120 H30.4.1
90 04 浦添市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 弘文会 神森こども園 浦添市勢理客1-4-1 105 H31.4.1
91 04 浦添市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 浦城こども園 浦添市伊祖2-13-1 170 R2.4.1
92 04 浦添市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 報徳福祉会 前田こども園 浦添市前田333 105 R2.4.1
93 04 浦添市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 弘文会 港川こども園 浦添市城間4-37-1 115 R3.4.1
94 04 浦添市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 童愛福祉会 沢岻こども園 浦添市沢岻998 80 R3.4.1
95 04 浦添市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 光輝の歩福祉会 宮城こども園 浦添市宮城３丁目7-3 90 R4.4.1
96 04 浦添市 (公) 認定こども園－幼保連携型 浦添市 当山こども園 浦添市当山２丁目34番２号 110 R4.4.1
97 04 浦添市 (公) 認定こども園－幼保連携型 浦添市 牧港こども園 浦添市牧港２丁目14番１号 80 R4.4.1
98 05 名護市 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人 キリスト栄光学院 名護栄光幼稚園 名護市為又506-10 112 H30.4.1
99 05 名護市 (私) 認定こども園－幼保連携型 城山ネットワーク会議 あすなろ第２認定こども園 名護市大東3-17-9-1 20 H28.4.1

100 05 名護市 (私) 認定こども園－幼保連携型 城山ネットワーク会議 あすなろ東認定こども園 名護市東江2-6-9 135 H28.4.1
101 05 名護市 (私) 認定こども園－幼保連携型 城山ネットワーク会議 あすなろ認定こども園 名護市大東3-17-9-1 135 H28.4.1
102 05 名護市 (私) 認定こども園－幼保連携型 城山ネットワーク会議 あすなろグレース認定こども園 名護市大北1-18-4 135 H29.4.1
103 05 名護市 (私) 認定こども園－幼保連携型 青い海福祉会 海青こども園 名護市大西3-14-3 115 H29.4.1
104 05 名護市 (私) 認定こども園－幼保連携型 あけみお福祉会 なごうら認定こども園 名護市屋部1716-1 130 H30.4.1
105 05 名護市 (公) 認定こども園－幼保連携型 名護市 緑風こども園 名護市汀間122番地 90 R4.4.1
106 06 糸満市 (私) 認定こども園－保育所型 大地の子福祉会 大地の子こども園 糸満市兼城341 123 H31.4.1
107 06 糸満市 (私) 認定こども園－保育所型 光和福祉会 新島こども園 糸満市賀数218-1 144 R2.4.1
108 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人 津山学園 津山幼稚園 糸満市阿波根746 210 H29.4.1
109 06 糸満市 (公) 認定こども園－幼保連携型 糸満市 喜屋武こども園 糸満市喜屋武433-1 91 H28.4.1
110 06 糸満市 (公) 認定こども園－幼保連携型 糸満市 真壁こども園 糸満市真壁1932 91 H28.4.1
111 06 糸満市 (公) 認定こども園－幼保連携型 糸満市 西崎こども園 糸満市西崎2-4-2 80 H30.4.1
112 06 糸満市 (公) 認定こども園－幼保連携型 糸満市 兼城こども園 糸満市字座波611-6 111 H30.4.1
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113 06 糸満市 (公) 認定こども園－幼保連携型 糸満市 糸満南こども園 糸満市潮崎町３-1 80 H30.4.1
114 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 ちくば福祉会 ちくば認定こども園 糸満市大里741-13 205 H28.4.1
115 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 こひつじ福祉会 こひつじこども園 糸満市大里1837-1 100 H29.4.1
116 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 真功福祉会 あいわこども園 糸満市西崎町5-33-2 120 H29.4.1
117 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 花ゆり福祉会 ゆりかご認定こども園 糸満市阿波根1550-1 75 H30.4.1
118 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 糸浜福祉会 浜川こども園 糸満市潮平774-1 145 H30.4.1
119 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 ちくば福祉会 糸満ちくば第２こども園 糸満市糸満1736-3 185 H30.7.1
120 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 米須こども園 糸満市大度84 102 H31.4.1
121 06 糸満市 (私) 認定こども園－幼保連携型 大成福祉会 みつる認定こども園 糸満市真栄里2041-3 135 R2.4.1
122 06 糸満市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 はなかご福祉会 光洋こども園 糸満市西崎町3-7-14 90 H30.4.1
123 07 沖縄市 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人 胡屋バプテスト学園 愛星幼稚園 沖縄市胡屋6-2-1 80 H30.4.1
124 07 沖縄市 (私) 認定こども園－幼保連携型 タピック おきなわ地球こども園 沖縄市比屋根4-23-1 135 H30.4.1
125 07 沖縄市 (私) 認定こども園－幼保連携型 わらべ福祉会 きらきらこども園Ageda 沖縄市安慶田5-2-2 90 R4.4.1
126 08 豊見城市 (私) 認定こども園－保育所型 地覇田福祉会 ドレミ認定こども園 豊見城市名嘉地333-2 215 H31.4.1
127 08 豊見城市 (私) 認定こども園－保育所型 平和福祉会 へいわだい認定こども園 豊見城市宜保3-4-6 120 H31.4.1
128 08 豊見城市 (公) 認定こども園－幼保連携型 豊見城市 上田こども園 豊見城市宜保1-1-4 220 H31.4.1
129 08 豊見城市 (私) 認定こども園－幼保連携型 豊穣福祉会 おなが認定こども園 豊見城市翁長647-6 155 H28.4.1
130 08 豊見城市 (私) 認定こども園－幼保連携型 ゆたか福祉会 ゆたか認定こども園 豊見城市高嶺589 265 H31.4.1
131 08 豊見城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 ゆたか福祉会 豊見城こども園 豊見城市高嶺446-96 110 H30.4.1
132 08 豊見城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 群星福祉会 豊崎こども園 豊見城市豊崎1-1190 110 H31.4.1
133 08 豊見城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 地覇田福祉会 伊良波こども園 豊見城市伊良波382 72 H31.4.1
134 08 豊見城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 豊穣福祉会 座安こども園 豊見城市座安55-2 98 H31.4.1
135 08 豊見城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 むつみ福祉会 とよみこども園 豊見城市根差部579-1 94 H31.4.1
136 08 豊見城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 恵福祉会 長嶺こども園 豊見城市饒波1018-3 78 H31.4.1
137 08 豊見城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 金努福祉会 ゆたかこども園 豊見城市豊見城601-2 145 H31.4.1
138 08 豊見城市 (私) 認定こども園－幼保連携型 金努福祉会 とよみ保育園 豊見城市真玉橋238-1 249 R4.4.1
139 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 秋桜福祉会 豊原まどかこども園 うるま市豊原230-1 70 R3.12.1
140 09 うるま市 (私) 認定こども園－保育所型 秋桜福祉会 認定こども園まどか保育園 うるま市高江洲735-2 105 H29.4.1
141 09 うるま市 (私) 認定こども園－保育所型 みどり葉福祉会 認定こども園ひまわりっ童ほいくえん うるま市みどり町2-22-2 213 H16.4.1
142 09 うるま市 (私) 認定こども園－保育所型 雄飛福祉会 すずらん認定こども園 うるま市赤道575 105 R4.4.1
143 09 うるま市 (公) 認定こども園－幼保連携型 うるま市 あげなこども園 うるま市字安慶名129 157 R3.4.1
144 09 うるま市 (公) 認定こども園－幼保連携型 うるま市 伊波こども園 うるま市伊波287番地1 110 R4.4.1
145 09 うるま市 (私) 認定こども園－幼保連携型 同仁福祉会 すくすくこども園 うるま市兼箇段1171-10 183 R2.4.1
146 09 うるま市 (私) 認定こども園－幼保連携型 にじの色福祉会 にじの色こども園 うるま市高江洲794-1 153 R3.4.1
147 09 うるま市 (私) 認定こども園－幼保連携型 友和福祉会 ハッピーネスこども園 うるま市仲嶺231 205 R3.4.1
148 09 うるま市 (私) 認定こども園－幼保連携型 育守福祉会 つくし認定こども園 うるま市石川東山本町2-4-32 90 R4.4.1
149 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 かなさ福祉会 へしきや・かなさこども園 うるま市勝連平敷屋3850 60 H31.4.1
150 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 みどり葉福祉会 天願こども園 うるま市みどり町1-8-2 125 H31.4.1
151 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 ふくよか福祉会 ふくよか彩橋認定こども園 うるま市与那城平安座8146-1 75 R2.4.1
152 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 中原こども園 うるま市宮里731 145 R2.4.1
153 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 まこと鳴滝会 まことかわさきこども園 うるま市川崎117 105 R2.4.1
154 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 青英学園 石川こども園 うるま市石川2-12-34 198 R4.3.1
155 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 かなさ福祉会 勝連こども園 うるま市勝連平安名2976－1 75 R4.4.1
156 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 虹の色福祉会 田場こども園 うるま市字田場874－1 120 R4.4.1
157 09 うるま市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 わかめ福祉会 兼原こども園 うるま市字喜屋武384 114 R4.4.1
158 10 宮古島市 (公) 認定こども園－幼保連携型 宮古島市 下地こども園 宮古島市下地洲鎌309-4 130 H30.4.1
159 10 宮古島市 (公) 認定こども園－幼保連携型 宮古島市 上野こども園 宮古島市上野新里506 120 H30.4.1
160 10 宮古島市 (公) 認定こども園－幼保連携型 宮古島市 伊良部こども園 宮古島市伊良部長浜1394 95 H31.4.1
161 10 宮古島市 (私) 認定こども園－幼保連携型 学校法人 花園学園 はなぞのこどもえん 宮古島市平良字東仲宗根617-6 120 H27.4.1
162 10 宮古島市 (私) 認定こども園－幼保連携型 ブーゲンビレア福祉会 クララこども園 宮古島市平良字西里2024-1 70 R4.4.1
163 11 南城市 (私) 認定こども園－保育所型 松信福祉会 松の実こども園 南城市大里字平良2651-1 90 H27.4.1
164 11 南城市 (私) 認定こども園－幼保連携型 あおぞら福祉会 あおぞら第２こども園 南城市大里字嶺井556 105 H30.4.1
165 11 南城市 (私) 認定こども園－幼保連携型 あおぞら福祉会 あおぞらこども園 南城市大里字嶺井537 105 H30.4.1
166 11 南城市 (私) 認定こども園－幼保連携型 馬天福祉会 船越認定こども園 南城市玉城字船越939-2 105 H30.4.1
167 11 南城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 以和貴会 玉城こども園 南城市玉城屋嘉部76番地 200 R4.4.1
168 11 南城市 (公私) 認定こども園－幼保連携型 知念福祉会 知念こども園 南城市知念字久手堅679番地 80 R4.4.1
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169 12 国頭村 (公) 認定こども園－幼保連携型 国頭村 くにがみこども園 国頭村辺土名1350 195 H31.1.7
170 13 大宜味村 (公) 認定こども園－幼保連携型 大宜味村 おおぎみこども園 大宜味村塩屋1306-87 120 R2.4.1
171 15 今帰仁村 (公) 認定こども園－幼保連携型 今帰仁村 認定こども園みらい 今帰仁村越地180 172 R2.4.1
172 19 金武町 (公) 認定こども園－幼保連携型 金武町 金武こども園 金武町金武491-1 147 H30.4.1
173 19 金武町 (私) 認定こども園－幼保連携型 愛和シャローム会 みつばこども園 金武町金武10492-7 126 H29.4.1
174 19 金武町 (私) 認定こども園－幼保連携型 三杉福祉会 杉の子幼児学園 金武町金武4127 90 H29.4.1
175 19 金武町 (私) 認定こども園－幼保連携型 海の邦 認定こども園きんのほし 金武町金武4223 99 H30.4.1
176 19 金武町 (私) 認定こども園－幼保連携型 金武町社会福祉協議会 並里こども園 金武町金武806 90 R1.5.1
177 19 金武町 (公私) 認定こども園－幼保連携型 金武福祉会 嘉芸こども園 金武町屋嘉1470-3 126 R3.4.1
178 22 嘉手納町 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人 キリスト栄光学院 認定こども園栄光幼稚園 嘉手納町屋良917-4 228 H29.7.1
179 23 北谷町 (私) 認定こども園－保育所型 社会福祉法人 温和会 ひだまり認定こども園 北谷町桃原3-8 170 H27.4.1
180 24 北中城村 (私) 認定こども園－保育所型 鳳友福祉会 つなぐ認定こども園 北中城村喜舎場1034 125 R4.4.1
181 24 北中城村 (私) 認定こども園－保育所型 温和会 認定こども園ライカム煌保育園 北中城村字ライカム444 115 R4.4.1
182 24 北中城村 (私) 認定こども園－幼保連携型 学校法人 愛海学園 アリス幼稚園 北中城村美崎163 159 H27.4.1
183 24 北中城村 (私) 認定こども園－幼保連携型 三河福祉会 すてらこども園 北中城村仲順376-11 105 R2.4.1
184 25 中城村 (私) 認定こども園－保育所型 へいあん福祉会 はるゆめこども園 中城村登又344-1 145 H30.4.1
185 25 中城村 (私) 認定こども園－保育所型 陽だまり福祉会 認定こども園ひよこの家 中城村北上原361-1 108 R2.4.1
186 25 中城村 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人 平安学園 平安幼稚園 中城村登又346 228 H29.4.1
187 25 中城村 (私) 認定こども園－幼保連携型 学校法人 夢の園学園 クリスチャン教育センター幼稚園 中城村南上原387-3 158 H27.4.1
188 25 中城村 (私) 認定こども園－幼保連携型 明秀福祉会 中城みなみ保育園・幼稚園 中城村南上原786 282 H27.4.1
189 25 中城村 (私) 認定こども園－幼保連携型 学校法人 夢の園学園 夢の園こども園 中城村南上原388 108 R2.4.1
190 26 西原町 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人 善隣学園 善隣幼稚園 西原町幸地1027-1 84 H31.4.1
191 27 与那原町 (私) 認定こども園－保育所型 三和福祉会 浜田ハピネス認定こども園 与那原町与那原1775 85 R3.4.1
192 28 南風原町 (私) 認定こども園－幼稚園型 学校法人 開邦学園 開邦幼稚園 南風原町宮城428-1 168 H31.4.1
193 34 北大東村 (公) 認定こども園－幼稚園型 北大東村 北大東島こども園 北大東字中野180 52 R3.4.1
194 38 八重瀬町 (公私) 認定こども園－幼保連携型 具志頭福祉会 こちんだこども園 八重瀬町東風平1391番地11 160 R4.4.1
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