
合計

城南 有浦 釈迦内 成章 東 十和田 秋田北鷹
鹿角 川口 上川沿 花岡 大館桂桜
大館 南 早口 鷹巣東
北秋田 鷹巣南 米内沢 合川

17
小計 0 0 12 2,053 2 413 3 34 2,500

愛慈幼 渟城西 金岡 能代第一 八峰 能代松陽 能代西
渟城南 浅内 浜口 能代第二 藤里 能代工業 能代
第四 湖北 能代東 琴丘

能代 第五 二ツ井 八森 能代南 山本
山本 向能代 琴丘 峰浜 東雲 八竜

下岩川 藤里 二ツ井
森岳 32

小計 1 69 16 2,570 11 1,615 4 73 4,327
(認)追分幼 脇本第一 飯田川 五城目 男鹿南 男鹿東 秋田西

男鹿 船越 天王 八郎潟 男鹿北 潟西
潟上 払戸 追分 大潟 八郎潟
南秋田 美里

17
小計 1 68 10 1,706 5 583 1 13 2,370

飯島幼 こひつじ保 高清水 下新城 秋田南 秋田令和
勝平保 日新 東 戸島 秋田北 秋田工業

外旭川 桜 金足農業 聖霊女短大付

視覚支援

24
小計 7 656 7 3,262 2 556 8 270 4,744

本荘保 小友 由利 西目 矢島 西目
石沢 東由利 8

小計 1 144 4 636 3 297 0 0 1,077

校種

幼稚園・保育園・こども園 小学校 中学校 高校・支援・各種

由利
本荘

秋田

秋田南高校中等部
第一ルンビニ保
(認)こまどり幼

あきた中央こども園

（令和3年1月13日現在）

秋田きらり支援
サン・パティオおおまちこども園 秋田クラーク高等学院

はなだて保 大曲 西仙北 角館 大曲 南外 大曲工業 秋田修英
大曲東保 東大曲 清水 大曲西 仙北 大曲農業 角館
大曲南保 花舘 豊川 白岩 大曲南 角館
大曲北保 内小友 豊岡 生保内 平和 生保内 大曲支援
大曲乳児保 大川西根 中仙 神代 西仙北 神代

大仙 大川西根保 藤木 協和 西明寺 中仙 西明寺
仙北 角間川保 四ツ屋 太田東 桧木内 豊成 桧木内

藤木保 角間川 太田南 六郷 協和 美郷
内小友保 神岡 太田北 千畑 太田

高梨 南外 仙南
中仙東保 角館西保 みつば保 横堀

76
小計 23 1,957 30 4,982 17 2,837 6 276 10,052

(認)こひつじ (認)土屋幼 醍醐保 横手南 増田 大森 横手北 増田 横手 雄物川
むつみ乳児保 朝倉 浅舞 十文字第一 横手南 平鹿 横手城南 横手支援

旭 吉田 十文字第二 横手清陵学院 横手明峰
栄 醍醐 植田 十文字

横手北 雄物川 山内
大雄 33

小計 6 366 16 3,614 7 2,123 4 544 6,647
双葉幼 湯沢東 川連 西馬音内 湯沢北 雄勝 湯沢

湯沢西 雄勝 羽後明成 湯沢南 羽後 稲川支援
山田 皆瀬 高瀬 山田
三輪 須川 20

小計 2 230 11 1,667 5 981 2 88 2,966
227
34,683

(認)なかせんワイワイらんど

(認)せんぼくちびっこらんど

合計
41

大曲農業太田分校
(認)すくすくだけっこ園
(認)西仙あおぞらこども園

大曲中央こども園
大曲駅前こども園
仙南すこやか幼

(認)おおたわんぱくランド

六郷わくわく幼
千畑なかよし幼

四ツ屋こども園

横手
(認)上宮第一幼
(認)上宮第二幼

湯沢
雄勝

湯沢よつばこども園

106 52 28
3,490 20,490 9,405 1,298


