
高等学校 幼稚園・幼児園

小 中 小 中 小 中 小 中 小 中 小 中 小 中 (25/66) 公立

(46/46) (22/22)  (17/17） （8/8） (22/22) (10/10) (19/19)  (7/7)   (11/11) （５/5）  (13/13) (8/8)  (19/19)  (12/12) 岐阜 岐阜市立岐阜東幼稚園

岐阜 岐阜清流 那加第一 那加 興文 興文 揖斐 揖斐川 今渡南 蘇南 養正 陶都 東 日枝 長良 岐阜市立加納幼稚園

明郷 岐阜中央 那加第二 桜丘 東 東 大和 北和 帷子 中部 精華 多治見 西 松倉 羽島北 北方町立幼稚園

徹明さくら 本荘 那加第三 稲羽 西 西 北方 谷汲 春里 西可児 共栄 平和 南 中山 岐阜総合学園 養老町立池辺幼稚園

白山 梅林 尾崎 川島 南 南 清水 坂内 旭 東可児 昭和 小泉 北 東山 岐阜商業 養老町立日吉幼稚園

梅林 加納 稲羽西 鵜沼 北 北 小島 大野 東明 広陵 小泉 南ヶ丘 山王 丹生川 各務原 瑞浪市立瑞浪幼児園

華陽 長森 稲羽東 緑陽 日新 江並 谷汲 揖東 広見 池田 北陵 江名子 清見 岐阜農林 瑞浪市立稲津幼児園

本荘 長良 川島 蘇原 安井 赤坂 春日 池田 南帷子 市之倉 南姫 新宮 荘川 市立岐阜商業 瑞浪市立陶幼児園

日野 島 鵜沼第一 中央 宇留生 西部 坂内 桜ケ丘 滝呂 笠原 岩滝 久々野 池田 瑞浪市立桔梗幼児園

長良 岩野田 鵜沼第二 静里 星和 大野 今渡北 南姫 三枝 宮 大垣西 瑞浪市立竜吟幼児園

島 精華 鵜沼第三 綾里 上石津 北 兼山 根本 花里 朝日 大垣養老 瑞浪市立日吉幼児園

三里 藍川 緑苑 江東 西 土田 共栄 丹生川 国府 大垣桜 瑞浪市立みどり幼児園

鷺山 三輪 八木山 川並 中 脇之島 清見 北稜 海津明誠 東さくらこども園

加納 岐北 陵南 中川 南  (17/17) （10/10) 笠原 荘川 郡上 認定こども園うぐいす

加納西 厚見 各務 小野 東 坂祝 坂祝 宮 関 豊木認定こども園

則武 青山 蘇原第一 荒崎 温知 富加 川辺 （8/8） (6/6) 久々野 加茂農林 土岐市立泉小学校附属幼稚園

長森南 陽南 蘇原第二 赤坂 八幡 川辺西 上麻生 土岐津 土岐津 朝日 八百津 恵那市立武並こども園

長森北 藍川東 中央 青墓 宮地 川辺東 神渕 下石 西陵 国府 東濃 恵那市立みさとこども園

常磐 岐阜西 牧田 池田 川辺北 八百津 妻木 濃南 本郷 可児工業 恵那市立大井こども園

木田 藍川北  (9/9)  (3/3) 一之瀬 養基 上麻生 八百津東部 濃南 駄知 栃尾 東濃フロンティア 恵那市立城ヶ丘こども園

岩野田 長森南 高富 高富 多良 神淵 白川 駄知 肥田 中津 恵那市立東野こども園

黒野 東長良 富岡 伊自良 時 (19/19) （9/9） 八百津 黒川 肥田 泉  (6/6) (3/3) 益田清風 恵那市立おさしま二葉こども園

方県 境川 梅原 美山 墨俣 安桜 緑ヶ丘 和知 佐見 泉 古川 古川 斐太 恵那市立やまびここども園

茜部 大桑 旭ヶ丘 旭ケ丘 久田見 東白川 泉西 古川西 神岡 飛騨神岡 恵那市立岩村こども園

鶉 桜尾  (10/10)  (3/3) 桜ケ丘 桜ケ丘 潮見 河合 山之村 飛騨高山 恵那市立上矢作こども園

七郷 伊自良南 高須 日新 瀬尻 下有知 白川 （7/7）  (3/3） 宮川 恵那市立山岡こども園

市橋 伊自良北 吉里 平田 倉知 富野 蘇原 瑞浪 瑞浪 神岡 特別支援学校 恵那市立明智こども園

西郷 美山 東江 城南 南ヶ丘 小金田 黒川 土岐 瑞浪北 山之村 （22/22） 恵那市立串原こども園

岩 いわ桜 大江 富岡 板取川 佐見 陶 瑞浪南 岐阜盲 恵那市立中野方こども園

鏡島 西江 田原 津保川 東白川 稲津 (13/13) (6/6) 岐阜聾 恵那市立飯地こども園

厚見   (7/7) （3/3） 今尾 下有知 武芸川 錦津 明世 萩原 萩原南 長良特別支援 私立幼稚園

長良西 穂積 穂積 海西 富野 日吉 宮田 萩原北 岐阜希望が丘特別支援 中部学院大附属幼稚園

早田 本田 穂積北 石津 金竜 (3/3) (3/3) 釜戸 尾崎 小坂 岐阜本巣特別支援 中部学院大桐ヶ丘幼稚園

且格 牛牧 巣南 城山 洞戸 上之郷 上之郷 小坂 下呂 岐阜清流特別支援 岐阜聖徳学園大学附属幼稚園

芥見 生津 下多度 板取 御嵩 向陽 （14/14)  (8/8) 下呂 竹原 羽島特別支援 天使幼稚園

合渡 南 博愛 伏見 共和 中野方 恵那西 竹原 金山 岐阜市特別支援 まどか幼稚園

三輪南 中   (7/7) (2/2) 武芸 恵那北 恵那東 上原 各務原特別支援 保育園

三輪北 西 養老 高田 寺尾 （9/9） （3/3） 飯地 恵那北 中原 揖斐特別支援 池田町立温知保育園

網代 広幡 東部 武儀西 太田 西 武並 岩邑 金山 大垣特別支援 池田町立西保育園

城西  (8/8)  (4/4) 上多度 武儀東 山之上 東 長島 山岡 下原 西濃高等特別支援 池田町立片山保育園

藍川 本巣 本巣 池辺 上之保 古井 双葉 大井 明智 菅田 海津特別支援 池田町立宮地保育園

長良東 外山 真正 笠郷 蜂屋 東野 串原 東第一 郡上特別支援 組合立養基保育園

長森西 弾正 糸貫 養北 (５/5) （２/2） 加茂野 大井第二 上矢作 馬瀬 関特別支援 瑞浪市立一色保育園

芥見東 真桑 根尾 日吉 美濃 美濃 伊深 三郷 中濃特別支援 池田保育園

岩野田北 席田 牧谷 昭和 下米田 岩邑 可茂特別支援 大野保育園

長森東 土貴野   (9/9)  (4/4) 大矢田 山手 山岡 東濃特別支援 光の子保育園

柳津 一色 垂井 不破 藍見 三和 明智 恵那特別支援 認定こども園庭田保育園

根尾 宮代 北 中有知 串原 岐阜市 岐大附属小中 下呂特別支援

　(８/８) （４/４） 表佐 関ヶ原 上矢作 羽島市 桑原学園 飛彈特別支援

足近 羽島 (6/6)   (2/2) 合原 今須 (21/21)  (8/8) 大野郡 白川郷学園 飛騨吉城特別支援

小熊 竹鼻 東 岐南 府中 八幡 八幡  (18/18)  (12/12) 専門学校

正木 中央 西 笠松 岩手 川合 八幡西 南 第一 岐阜工業高等専門学校

竹鼻 中島 北 垂井東 相生 大和 東 第二

中央 笠松 関ヶ原 口明方 白鳥 西 苗木

福寿 松枝 今須 大和西 高鷲 苗木 坂本

堀津 下羽栗 大和南 郡南 阪本 落合

中島 (10/10)   (4/4) 大和北 明宝 落合 阿木

 (3/3)  (１/１) 神戸 神戸 大和第一北 郡上東 阿木 神坂

北方 北方 下宮 輪之内 牛道 神坂 坂下

北方西 南平野 登龍 那留 山口 加子母

北方南 北 東安 白鳥 坂下 付知

福束 大中 川上 福岡 小学校 中学校 高等学校

小学校 366 仁木 北濃 加子母 蛭川 岐阜聖徳学園大附属 岐阜聖徳学園大学附属 鴬谷

中学校 179 大薮 石徹白 付知北 帝京大学可児 聖マリア女学院 富田

高等学校 33 名森 高鷲 付知南 鶯谷 済美

特別支援 22 牧 高鷲北 福岡 帝京大可児 岐阜聖徳学園

専門学校 1 結 三城 下野 聖マリア女学院

義務教育 3 吉田 高山 帝京大可児

幼稚園 35 明宝 蛭川 高山西

保育園 10 小川 ぎふ国際

合　計 649 和良

私立学校

美濃加茂市

安八郡

本巣郡

義務教育学校

 (３/３)

羽島市

羽島郡 郡上市

中津川市 

本巣市

美濃市

不破郡 

下呂市

瑞穂市

可児郡御嵩町

恵那市   

養老郡養老町 

土岐市

山県市

関市 飛騨市

海津市  

瑞浪市

加茂郡 

岐阜県青少年赤十字加盟校一覧   (令和3年3月現在)

岐阜市 各務原市 大垣市 揖斐郡 可児市 多治見市 高山市 


