
○処遇改善等加算Ⅱに係る研修実施主体（幼稚園・認定こども園）の認定状況一覧 R4.8.15時点

幼稚園分 認こ分

1 R3.12.10 公益財団法⼈幼少年教育研究
所

東京都新宿区高田馬場１丁
目2番15-410号 ○ ○

2 R4.1.4 特定⾮営利活動法⼈全国認定
こども園協会

東京都港区赤坂４丁目１番
１号小泉ビル ○ ○

3 R4.1.4 公益社団法⼈全国認定こども園
研修研究機構

東京都港区赤坂４丁目１番
１号小泉ビル ○ ○

4 R4.4.18 ⼀般財団法⼈全⽇本私⽴幼稚
園幼児教育研究機構

東京都千代田区九段北4-2-
25 私学会館別館 ○ ○

下部団体(別紙参照)についても
実施主体として認定
※法⼈格を変更前の公益財団
法⼈全⽇本私⽴幼稚園幼児
教育研究機構に関しては，令
和2年9⽉16⽇付で認定してい
る

5 R4.4.18 ⼀般財団法⼈⽇本カトリック学校
連合会⽇本カトリック幼保連盟

東京都千代田区紀尾井町7-
1 上智大学13号館1階 ○ ○

下部団体(別紙参照)についても
実施主体として認定
※名称変更前の⼀般財団法⼈
⽇本カトリック学校連合会⽇本
カトリック幼児教育連盟に関して
は，令和2年9⽉16⽇付で認
定している

6 R4.8.5 認定こども園連盟　⿅児島県⽀
部

⿅児島県薩摩川内市⼊来町
副田6046-25 - ○

7 R4.8.15 公益社団法⼈　⽇本幼年教育
会

大阪府東大阪市新庄３丁目
22番２号 ○ ○

No 備考認定区分所在地団体名認定⽇



⼀般財団法⼈全⽇本私⽴幼稚園幼児教育研究機構下部団体 【別紙】

団体名 郵便 所在地 電話 ＦＡＸ

全⽇本私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ ⽥ 中 雅 道 102-0073 東京都千代⽥区九段北4-2-25 私学会館別館4F 03-3237-1080 03-3263-7038

(公社)北海道私⽴幼稚園協会 会 ⻑ 川 畠 教 孝 060-0042  札幌市中央区⼤通⻄6丁⽬3-1 札幌ルーテルセンタービル4階 011-222-2548 011-232-4521

⻘森県私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ 棟 ⽅ 重 幸 030-0861  ⻘森市⻑島2-10-4 ヤマウビル８階 017-722-2780 017-722-2781

(一社)岩手県私⽴幼稚園・認定こども園連合会会 ⻑ 坂本 洋 020-0024  盛岡市菜園1-3-6 農林会館6階 019-654-1434 019-654-1437

(一社)宮城県私⽴幼稚園連合会 理事⻑ 鎌⽥ ⽂惠 980-0803  仙台市⻘葉区国分町3-6-12 佐正第⼆ビル6階 022-263-7040 022-263-7925

秋⽥県私⽴幼稚園・認定こども園連合会 会 ⻑ 武 ⽥ 正 廣 010-0951  秋⽥市山王4-4-14 教育会館３階 018-863-1017 018-863-1160

(公社)山形県私⽴幼稚園・認定こども園協会 会 ⻑ 千 葉 亮 ⼦ 990-0023  山形市松波4-6-11 山形県私学会館内 023-641-2323 023-641-2230

(公社)福島県私⽴幼稚園・認定こども園連合会理事⻑ 平 栗 裕 治 960-8103  福島市舟場町2-1 福島県庁舟場町分館 024-522-3252 024-521-4463

(一社)茨城県私⽴幼稚園・認定こども園連合会会 ⻑ 瀧 ⽥ 昌 孝 310-0911  ⽔⼾市⾒和1-356-2 茨城県⽔⼾⽣涯学習ｾﾝﾀｰ分館２階 029-226-0538 029-226-0449

(一社)栃⽊県幼稚園連合会 理事⻑ ⽯嶋 勇 320-0032  宇都宮市昭和1-3-10 栃⽊県庁舎⻄別館内 028-622-2821 028-622-2816

(一社)群⾺県私⽴幼稚園・認定こども園協会 会 ⻑ 権 頭 俊 澄 371-0854  前橋市⼤渡町1-10-7 群⾺県公社総合ビル6階私学ｾﾝﾀｰ内 027-280-6206 027-280-6208

(公社)全埼⽟私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ 四ツ釡雅彦 330-0063  さいたま市浦和区高砂4-13-21 私学会館新館 048-866-5000 048-866-7551

(一社)全千葉県私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ 畠 山 一 雄 260-0028  千葉市中央区新町18番地10千葉第一⽣命ビルディング8階 043-242-5791 043-248-4871

(一社)新潟県私⽴幼稚園・認定こども園協会 理事⻑ ⾓ ⾕ 正 雄 950-0911  新潟市中央区笹口1-12-7 ダイアパレス笹口内 025-245-2691 025-245-2692

（公社）山梨県私学教育振興会 会 ⻑ 鈴 ⽊ 信 ⾏ 400-0031  甲府市丸の内2-14-13 ダイタビル6階 055-232-4422 055-228-2186

山梨県私⽴幼稚園連合会

（公社）東京都私⽴幼稚園教育研修会 会 ⻑ 友 松 浩 志 102-0073  千代⽥区九段北4-2-25 私学会館別館3階 03-3261-3982 03-3264-6195

(公社)神奈川県私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ ⼩ 澤 俊 通 221-0055  横浜市神奈川区⼤野町1-25 横浜ポートサイドプレイス509アネックス5階    045-440-3210 045-440-3209

富山県私⽴幼稚園・認定こども園協会     会 ⻑ 畠山 遵 930-0096  富山市舟橋北町4-19 富山県森林⽔産会館内 076-441-7798 076-441-7790

(一社)⽯川県私⽴幼稚園協会 理事⻑ 荒 井 徹 成 920-0918  金沢市尾山町6-40 076-222-9123 076-223-7704

福井県私⽴幼稚園・認定こども園協会     会 ⻑ 徳 本 達 之 910-0003  福井市松本3丁⽬16-10 福井合同庁舎5階 0776-27-4747 0776-27-4752

(一社)⻑野県私⽴幼稚園・認定こども園協会 理事⻑ ⼤森けい⼦ 380-0837  ⻑野市⼤字南⻑野字幅下692-2 026-235-3353 026-235-3410

(一社)岐⾩県私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ 加納   顯 500-8384  岐⾩市薮⽥南5-14-53 岐⾩県県⺠ふれあい会館  2棟8階 058-274-4087 058-278-2626

(一社)静岡県私⽴幼稚園振興協会  会 ⻑ 千 葉 一 道 420-0853  静岡市葵区追手町9-26 私学会館4階 054-254-6820 054-255-3694

(公社)愛知県私⽴幼稚園連盟 会 ⻑ 松 岡 明 範 460-0003  名古屋市中区錦3-11-13 名古屋ガーデンパレス4階 052-957-1393 052-957-1382

(一社)三重県私⽴幼稚園・認定こども園協会 会 ⻑ ⼆井 睦 514-0008  津市上浜町1-293-4 059-227-3004 059-227-3026

滋賀県私⽴幼稚園協会     会 ⻑ 奈 良 譽 夫 525-0032  草津市⼤路1-17-11 信愛幼稚園内 077-562-1064 077-565-4082

(公社)京都府私⽴幼稚園連盟 理事⻑ 川 名 マ ミ 600-8424  京都市下京区室町通高辻上る山王町561 京都私学会館内       075-344-0771 075-344-4177

(一社)兵庫県私⽴幼稚園協会 理事⻑ 濱名 浩 650-0012  神⼾市中央区北⻑狭通4-3-13 兵庫県私学会館内 078-331-6836 078-331-6960

奈良県私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ 宮 本 忠 史 630-8215  奈良市東向中町6 経済会館406 0742-21-6630 0742-21-6631

(一社)和歌山県私⽴幼稚園協会 理事⻑ 松 下 瑞 應 640-8281  和歌山市湊通丁南1-3-1 ル・シャトー真砂4C 073-422-0711 073-422-0399

(一社)⼤阪府私⽴幼稚園連盟 理事⻑ 安 達 譲 534-0026  ⼤阪市都島区網島町6-20 ⼤阪私学会館内 06-6351-5574 06-6351-5587

⿃取県私⽴幼稚園・認定こども園協会   会 ⻑ 波多野和雄 680-0055  ⿃取市戎町505-1 ⿃取県私学会館 0857-29-4266 0857-26-1960

(一社)島根県私⽴幼稚園連合会 理事⻑ ⻄ ⾕ 正 ⽂ 690-0001  松江市東朝⽇町１１２ 0852-23-5548 0852-23-5581

岡山県私⽴幼稚園連盟     理事⻑ 光岡美恵⼦ 700-0818  岡山市北区蕃山町1-20 岡山県開発公社ビル5階 086-224-7481 086-224-7483

(公財)広島県私⽴幼稚園連盟 理事⻑ 住 ⽥ 直 之 732-0052  広島市東区光町1-15-21 広島ガーデンパレス4階 082-259-3567 082-259-3570

(公財)山口県私⽴幼稚園協会 理事⻑ 中⾢ 隆哉 753-0088  山口市中河原町2-14 083-924-1674 083-922-5216

徳島県私⽴幼稚園・認定こども園協会     会 ⻑ 岡 本 和 貴 770-8003  徳島市津⽥本町4-2-48 わかくさ幼稚園内 088-663-0571 088-663-0773

⾹川県私⽴幼稚園連盟     理事⻑ 坪井 久也 760-0004  高松市⻄宝町2-6-40 ⾹川県教育会館401号 087-837-9328 087-837-9337

(一財)愛媛県私⽴幼稚園協会 理事⻑ ⼆ 宮 一 朗 790-0834  松山市祝⾕町1-5-33 エスポワール愛媛⽂教会館3階 089-931-3779 089-907-5800

高知県私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ 宮 地 彌 典 780-0870  高知市本町5-2-18 岡林ビル4階 088-872-5880 088-872-5884

(一社)福岡県私⽴幼稚園振興協会 会 ⻑ 尾 上 正 史 810-0001  福岡市中央区天神4-8-15 福岡ガーデンパレス内 092-713-7338 092-722-0315

(一社)佐賀県私⽴幼稚園・認定こども園連合会会 ⻑ 山 﨑 ⽴ 哉 840-0826  佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル5階 0952-25-2669 0952-25-2677

⻑崎県私⽴幼稚園・認定こども園連合会 会 ⻑ 渡辺 ⼒ 850-0033  ⻑崎市万才町6-35 ⼤樹⽣命⻑崎ビル3階 095-825-5273 095-820-6841

(一社)熊本県私⽴幼稚園連合会 理事⻑ ⼤⽮野隆嗣 862-0950  熊本市中央区⽔前寺1-3-1ヨネザワ熊本県庁前ビル  5F  Ｄ号室 096-237-7286 096-237-7287

⼤分県私⽴幼稚園連合会 会 ⻑ ⼟ 居 孝 信 870-0022  ⼤分市⼤手町1-1-13 097-532-5545 097-533-2122

宮崎県幼稚園連合会 会 ⻑ 森 迫 建 博 880-0867  宮崎市瀬頭2-5-2 スカイライト301 0985-29-5288 0985-23-1238

(一社)⿅児島県私⽴幼稚園協会 会 ⻑ 上 原 樹 縁 890-0064  ⿅児島市鴨池新町5-6 ⿅児島県プロパンガス会館502 099-285-6688 099-285-6689

    沖縄県私⽴幼稚園連合会 理事⻑ 渡真利彦⽂ 900-0027  那覇市山下町18-26 住宅公社ビル2階 098-858-6600 098-858-6747

団体⻑名



⼀般財団法⼈全⽇本私⽴幼稚園幼児教育研究機構下部団体 【別紙】

団体名 郵便 所在地 電話 ＦＡＸ

一般社団法⼈ 札幌市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 前⽥元照 063-0051 北海道札幌市⻄区宮の沢1条1丁⽬                                                                               札幌市⽣涯学習センターちえりあ内011-671-3590 011-671-3591

仙台市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 菊池正隆󠄁 980-0803 宮城県仙台市⻘葉区国分町3丁⽬10-10 022-268-5015 022-268-5017

一般社団法⼈さいたま市私⽴幼稚園協会 会⻑ 松尾創 330-0071 埼⽟県さいたま市浦和区上⽊崎4-4-10                                                                                    さいたま市⼦ども家庭総合センター1F048-829-8488 048-829-8385

公益社団法⼈千葉市幼稚園協会 会⻑ 岸憲秀 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる) 3階 043-202-5005 043-202-5115

新潟市私⽴幼稚園・認定こども園協会 会⻑ 斎藤聖治 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1丁⽬12番地7                                                                     ダイヤパレス笹口内025-240-7205 025-240-7205

公益社団法⼈ 横浜市幼稚園協会 会⻑ ⽊元茂 221-0055 神奈川県横浜市神奈川区⼤野町1-25                                                                                                      横浜ポートサイドプレイス アネックス5F 509045-534-8708 045-453-1120

公益社団法⼈ 川崎市幼稚園協会 会⻑ 鈴⽊伸司 211-0063 神奈川県川崎市中原区⼩杉町3-2-1                                                                          タイヤパレス武蔵⼩杉311号044-711-8383 044-733-5000

一般社団法⼈ 相模原市幼稚園・認定こども園協会 会⻑ 川崎永 252-0236 神奈川県相模原市中央区冨士⾒6-6-23                                                                        けやき会館3F046-751-3606 042-751-3706

静岡市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 松本克⺒ 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金2丁⽬5-21                                                                           静岡豊⽥幼稚園内054-281-0666 054-281-0666

浜松市私⽴幼稚園協会 会⻑ 荒巻太枝⼦ 430-0929 静岡県浜松市中区中央1丁⽬18-4 053-456-3777 053-456-4034

公益社団法⼈ 名古屋市私⽴幼稚園協会 会⻑ 鎌⽥隆光 460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁⽬11番13号 052-957-1396 052-308-3319

名古屋ガーデンパレス4階

公益社団法⼈ 京都市私⽴幼稚園協会 会⻑ 升光泰雄 604-0883 京都府京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1                                                                               京都市⼦育て支援総合センターこどもみらい館内075-257-0375 075-253-4188

一般社団法⼈ ⼤阪市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 川⽥⻑嗣 541-0055 ⼤阪府⼤阪市中央区船場中央1-4-3-220 06-6210-1403 06-6210-1404

堺市私⽴幼稚園連合会 会⻑ ⽯⽥和孝 590-0835 ⼤阪府堺市堺区⻄湊町5-7-7 072-244-9754 072-244-9755

認定こども園湊はなぞの幼稚園内

岡山市私⽴幼稚園協会 会⻑ 光岡美恵⼦ 702-8056 岡山県岡山市南区築港新町2-17-10                                                                              第一ひかり幼稚園内086-262-2602 086-264-1938

一般社団法⼈ 広島市私⽴幼稚園協会 理事⻑ ⽶川晃 732-0822 広島県広島市南区松原町5番1号                                       082-261-5850 082-261-5855

総合福祉センター内 BIG FRONTひろしま5階

一般社団法⼈ 福岡市私⽴幼稚園連盟 会⻑ 柿迫重正 814-0002 福岡県福岡市早良区⻄新7丁⽬13-1 092-822-0080 092-822-0094

一般社団法⼈ 北九州市私⽴幼稚園連盟 会⻑ 村上順滋 805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央2-2-1レインボープラザ6階093-682-1815 093-682-1816

熊本市私⽴幼稚園・認定こども園協会 会⻑ 伊藤⼤介 862-0949 熊本県熊本市中央区国府1-11-2                                                                                サンアイ⽔前寺ビル3F096-372-5588 096-372-5581

団体⻑名



⼀般財団法⼈全⽇本私⽴幼稚園幼児教育研究機構下部団体 【別紙】

団体名 郵便 所在地 電話 ＦＡＸ

道南地区私⽴幼稚園連合会 会⻑ ⽊村一雄 041-1242北海道北斗市市渡506-8函館⼤⾕短期⼤学附属⼤野幼稚園内 0138-77-9275 0138-77-9273

旭川私⽴幼稚園協会 会⻑ ⼩山英明 070-0029北海道旭川市金星町1丁⽬3-5みどり幼稚園内 0166-26-2972 0166-24-1757

⻘森市私⽴幼稚園協会 会⻑ 敦賀努⼦ 038-0011⻘森市金沢１丁⽬2-7 認定こども園甲⽥幼稚園内 017-776-8639 017-718-0029

八⼾市私⽴幼稚園協会 会⻑ 正部家朱美 031-0804⻘森県八⼾市⻘葉3丁⽬23-7八⼾学院聖アンナ幼稚園内 0178-45-3670 0178-45-3670

秋⽥市私⽴幼稚園協会 会⻑ 渡辺丈夫 010-0044秋⽥県秋⽥市横森5-1-29こまどり幼稚園・保育園 018-834-0968

一般社団法⼈山形市私⽴幼稚園・認定こども園協会 会⻑ 佐々⽊僚 990-0023山形県山形市松波4-6-11 山形県私学会館内 023-641-2323 023-641-2230

一般社団法⼈いわき市私⽴幼稚園協会 理事⻑ 楠正興 970-8023福島県いわき市平鎌⽥字⽯名坂12 0246-21-9729 0246-21-9730

一般社団法⼈福島市私⽴幼稚園協会 理事⻑ 細⾕実 960-0231福島県福島市飯坂町平野字東原4-10 024-541-4230 024-541-4231

一般社団法⼈郡山市私⽴幼稚園・認定こども園連合会 会⻑ 阿部光浩 963-0541福島県郡山市喜久⽥町堀之内字下河原7-2 024-959-6750 024-959-6762

宇都宮地区幼稚園連合会 会⻑ 今井政範 320-0032栃⽊県宇都宮市昭和1-3-10栃⽊県庁舎⻄別館2F 028-622-2821 028-622-2816

川越地区私⽴幼稚園協会 会⻑ ⻑澤仁志 350-0844埼⽟県川越市鴨⽥856-2 049-223-2215 049-227-3722

越⾕市私⽴幼稚園協会 会⻑ 川上滋 343-0025埼⽟県越⾕市⼤沢578番地1 048-974-6443 048-974-6483

船橋市私⽴幼稚園連合会 会⻑ ⽥中義之 273-0031千葉県船橋市⻄船4-14-17マローネ・カン101 047-437-2044 047-437-2022

柏市私⽴幼稚園協会 会⻑ 丹⽻信敬 277-0033千葉県柏市増尾1丁⽬10-7ますお幼稚園内 04-7172-4606 04-7173-9771

⻑岡市私⽴幼稚園・認定こども園協会 会⻑ 宮下一穂 940-2126新潟県⻑岡市⻄津町2444番地1 0258-27-2340 0258-27-8950

八王⼦市私⽴幼稚園協会 会⻑ 内野彰裕 192-0082東京都八王⼦市東町1-10グランデハイツ八王⼦402号室 042-660-8378 042-660-8378

富山市私⽴幼稚園・認定こども園協会 会⻑ 草野寛明 930-0055富山県富山市梅沢町2-10-5 076-423-7380 076-423-3745

福井市私⽴幼稚園・認定こども園協会 会⻑ 高⽊薫⼦ 918-8152福井県福井市今市町46-23 0776-38-5811 0776-38-6812

岐⾩市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 加納顕 500-8384岐⾩県岐⾩市薮⽥南5-14-53 県⺠ふれあい会館2棟8階 058-274-4087 058-278-2626

豊⽥市私⽴幼稚園協会 会⻑ 松尾琢⼆ 470-0372愛知県豊⽥市井上町9-60-1 0565-45-5010 0565-45-5134

豊橋市幼稚園協会 会⻑ 藤城⺠男 441-3147愛知県豊橋市⼤岩町字⼤穴117-3 0532-41-2392 0532-43-1139

岡崎市私⽴幼稚園協会 会⻑ ⽯川基司 4440945 愛知県岡崎市東本郷町字川原⽥３９番地 0564-32-6810 0564-32-6816

尼崎市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 竹島伸 661-0033兵庫県尼崎市東⼤物町1丁⽬5-5  06-6436-2415 06-6436-7337

⻄宮市私⽴幼稚園連合会 理事⻑ ⽥村三佳⼦ 663-8163兵庫県⻄宮市平松町6-7 0798-41-0278 0798-45-0058

和歌山市私⽴幼稚園協会 会⻑ 内山昭 640-8281和歌山県和歌山市湊通丁南1丁⽬3番地ル・シャトー真砂4ｃ 073-422-0711 073-422-0399

豊中市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 北川定⾏ 561-0881⼤阪府豊中市中桜塚5-15-12 06-6840-1010 06-6855-1070

高槻市私⽴幼稚園協⼒会 会⻑ 岡部圭⼆ 569-0081⼤阪府高槻市宮野町21-18 072-675-0250 072-675-9085

倉敷市私⽴幼稚園協会 理事⻑ 永宗智⼦ 710-0056岡山県倉敷市鶴形1-5-15(認定こども園竹中幼稚園内) 086-422-2827 086-422-1319

福山市私⽴幼稚園協会 会⻑ 藤井⾏夫 720-0004広島県福山市御幸町中津原1012-6千鶴幼稚園内 084-955-5161 084-955-5352

一般社団法⼈呉市私⽴幼稚園協会 理事⻑ 熊⾕栄治 737-0051広島県呉市中央5-12-21呉市福祉会館3階 0823-25-2256 0823-25-2259

下関市私⽴幼稚園協会 会⻑ 梶山正迪 752-0978山口県下関市⻑府侍町1丁⽬10番1号認定こども園もみじ幼稚園083-245-5412 083-245-1282

高松市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 金倉吏志 760-0004⾹川県高松市⻄宝町2丁⽬6-40⾹川県教育会館401号 087-837-9328 087-837-9337

中予私⽴幼稚園連盟 会⻑ 仙波得伸 790-0915愛媛県松山市松末1丁⽬12-5 089-932-3607 089-932-3609

高知市私⽴幼稚園連合会 会⻑ 宮地彌典 780-0870高知県高知市本町5丁⽬2-18 088-872-5880 088-872-5884

久留⽶市私⽴幼稚園協会 会⻑ 藤⽥喜一郎 830-0045福岡県久留⽶市⼩頭町4-2荘島幼稚園内 0942-34-0810 0942-34-1065

⻑崎市私⽴幼稚園協会 会⻑ ⼤⾕英也 850-0033⻑崎県⻑崎市万才町6-35⼤樹⽣命⻑崎ビル3階 095-826-3213 095-820-6841

⼤分市私⽴幼稚園連合会 会⻑ ⼤津康司 870-0128⼤分県⼤分市⼤字森字久保山1039番地2 097-520-1814 097-520-3863

宮崎市学校法⼈⽴幼稚園協会 会⻑ 安藤惠信 880-0013宮崎県宮崎市松橋1-7-4 0985-35-0201 0985-35-0282

⿅児島市私⽴幼稚園協会 会⻑ 富永宏 890-0064⿅児島県⿅児島市鴨池新町5番6号⿅児島プロパンガス会館502099-285-6688 099-285-6689

団体⻑名



別紙 ⽇本カトリック幼保連盟教区団体 一覧
教区団体名 教区 所管する都道府県 代表者氏名

北海道カトリック幼保連盟
札幌 北海道

Bp.勝⾕ 太治
（事務局 Ms.品⽥典⼦）

⻘森県カトリック幼稚園連盟
岩手県カトリック幼稚園連盟
宮城県カトリック幼稚園連盟
福島県カトリック幼保連盟

仙台

⻘森県
岩手県
宮城県
福島県

Ms. 赤沼 順⼦

新潟教区カトリック幼保連盟 新潟 秋⽥県、山形県、新潟県 Fr.佐藤 允広
さいたま教区カトリック幼稚園連盟 さいたま 埼⽟県、栃⽊県、群⾺県、茨城県 Sr. 永本 紀美⼦
東京教区カトリック幼保連盟 東京 東京都、千葉県 Mr. ⻤⽊ 昌之
神奈川県カトリック保育連盟
⻑野県カトリック保育連盟
静岡県カトリック幼稚園連盟

横浜
神奈川県、山梨県
⻑野県
静岡県

Fr.林 健久

名古屋教区カトリック幼児教育連盟 名古屋 愛知県、岐⾩県、富山県、⽯川県 Mr.鈴⽊ 潤
カトリック京都司教区保育連盟 京都 京都府、滋賀県、奈良県、三重県 Fr.瀧野 正三郎
⼤阪⼤司教区カトリック幼児教育協議会 ⼤阪 ⼤阪府、兵庫県、和歌山県 Fr.ベスコ・フラビオ
広島教区幼保カトリック幼稚園連盟 広島 広島県、山口県、島根県、岡山県、⿃取県 Fr.山口 道晴
カトリック高松司教区幼保連合会 高松 ⾹川県、愛媛県、徳島県、高知県 Mr. 鈴⽊ 聡
カトリック福岡司教区幼児教育連盟 福岡 福岡県、佐賀県、熊本県 Fr.中村 彰
カトリック⻑崎⼤司教区幼保協会 ⻑崎 ⻑崎県 Sr.金松 由美⼦
⼤分教区カトリック幼保連盟 ⼤分 ⼤分県、宮崎県 Fr.川口 敏
⿅児島教区カトリック幼保連盟 ⿅児島 ⿅児島県 Fr.頭島 光
那覇教区カトリック幼保連盟 那覇 沖縄県 Ms.照屋 勝枝


