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都道府県 施　設　名 〒 所　在　地

北海道 札幌南藻園 064-0943 札幌市中央区界川1-6-14

北海道 興正学園 001-0904 札幌市北区新琴似4条9-1-1

北海道 柏葉荘 002-8022 札幌市北区篠2条9丁目1-15

北海道 羊ヶ丘養護園 062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17-4-33

北海道 札幌育児園 061-2286 札幌市南区藤野6条2丁目427-4

北海道 函館厚生院くるみ学園 041-0803 函館市亀田中野町38-11

北海道 函館国の子寮 042-0958 函館市鈴蘭丘町38-7

北海道 旭川育児院 070-8072 旭川市台場2条2丁目3-45

北海道 わかすぎ学園 051-0003 室蘭市母恋南町5-5-39

北海道 釧路まりも学園 085-0804 釧路市白樺台2-2-9

北海道 十勝学園 080-0809 帯広市東9条南21-1-9

北海道 光が丘学園 068-0827 岩見沢市春日町2-3-7

北海道 富良野国の子寮 076-0041 富良野市字鳥沼509-1

北海道 北光社ふくじゅ園 061-1106 北広島市西の里南1丁目3-6

北海道 天使の園 061-1121 北広島市中央4丁目5-7

北海道 歌棄洗心学園 048-0415 寿都郡寿都町字歌棄町歌棄270番地

北海道 黒松内つくし園 048-0101 寿都郡黒松内町字黒松内562-1

北海道 北海愛星学園 048-1305 磯谷郡蘭越町字大谷289

北海道 岩内厚生園 045-0012 岩内郡岩内町字宮園1-2

北海道 桜ヶ丘学園 048-2335 余市郡仁木町銀山2-247

北海道 美深育成園 098-2214 中川郡美深町字敷島283

北海道 北光学園 099-0702 紋別郡遠軽町生田原伊吹46の3

北海道 北海暁星学院 057-0026 浦河郡浦河町字向別470

青森県 藤聖母園 030-0841 青森市奥野3-7-1

青森県 弘前愛成園 036-8154 弘前市豊原1-1-3

青森県 浩々学園 039-1166 八戸市根城7-8-46

青森県 あけぼの学園 034-0211 十和田市大字大不動字長沢頭11-30

青森県 幸樹園 038-3543 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山187-1

青森県 美光園 039-2526 上北郡七戸町字上町野82-1

岩手県 みちのくみどり学園 020-0102 盛岡市上田字松屋敷11-14

岩手県 和光学園 020-0133 盛岡市青山1-25-2

岩手県 青雲荘 020-0807 盛岡市加賀野4丁目8-33

岩手県 大洋学園 022-0006 大船渡市立根町字下欠125-15

岩手県 清光学園 028-3172 花巻市石鳥谷町北寺林10-168-65

岩手県 一関藤の園 021-0061 一関市山目字館2-5

宮城県 丘の家子どもホーム 981-0906 仙台市青葉区小松島新堤7-1

宮城県 ラ・サール・ホーム 983-0833 仙台市宮城野区東仙台6-12-2

宮城県 小百合園 983-0837 仙台市宮城野区枡江1-2

宮城県 仙台天使園 982-0252 仙台市太白区茂庭台4-1-30

宮城県 旭が丘学園 988-0076 気仙沼市舘山2-2-32

秋田県 聖園天使園 010-0911 秋田市保戸野すわ町1-58



　　　　　全国児童養護施設一覧 2014年12月現在／全国601施設　　　　

秋田県 感恩講児童保育院 011-0905 秋田市寺内神屋敷2-1

秋田県 横手市立県南愛児園「ドリームハウス」 013-0044 横手市横山町1-1

秋田県 陽清学園 018-3452 北秋田市七日市字家向46-1

山形県 山形学園 990-2303 山形市蔵王上野924

山形県 米沢市立興望館 992-0035 米沢市太田町4-1-153

山形県 七窪思恩園 997-1117 鶴岡市下川字窪畑1-288

山形県 双葉荘 999-5102 新庄市大字萩野字横根山80-1

山形県 寒河江学園 991-0002 寒河江市字下河原224-1

福島県 青葉学園 960-2152 福島市土船字新林24

福島県 アイリス学園 960-2262 福島市在庭坂字志津山6-3

福島県 福島愛育園 960-8156 福島市田沢字躑躅ヶ森16

福島県 会津児童園 969-5141 会津若松市大戸町小谷川端5番地

福島県 いわき育英舎 979-3124 いわき市小川町上小川字大坂5

福島県 白河学園 961-0984 白河市字和尚壇山2-9

福島県 相馬愛育園 976-0037 相馬市中野字清水172-2

福島県 堀川愛生園 963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字丸内94

茨城県 みどり園 311-4144 水戸市開江町1069-7

茨城県 内原和敬寮 319-0325 水戸市小林町1186-84

茨城県 こどもの里 311-4207 水戸市成沢町904-6

茨城県 日照養徳園 319-1411 日立市川尻町4-20-12

茨城県 窓愛園 300-0055 土浦市殿里20

茨城県 道心園西ホーム 300-0061 土浦市並木3-18-5

茨城県 道心園東ホーム 300-0061 土浦市並木3-18-5

茨城県 自生園 304-0002 下妻市江1882番地

茨城県 誉田養徳園 313-0003 常陸太田市瑞龍町1425

茨城県 臨海学園 318-0011 高萩市肥前町1-80

茨城県 同仁会子どもホーム 318-0024 高萩市秋山712-1

茨城県 つくば香風寮 300-1245 つくば市高崎802-1

茨城県 チルドレンズ・ホーム 311-0108 那珂市大字額田北郷771-1

茨城県 若草園 311-0133 那珂市鴻巣1191

茨城県 茨城育成園 308-0811 筑西市茂田1735-1

茨城県 るんびにー 311-3501 行方市芹沢1651-1

茨城県 石崎学園 311-3122 東茨城郡茨城町上石崎4698-2

茨城県 樹学園 310-3157 東茨城郡茨城町小幡2765-4

栃木県 きずな 320-0865 宇都宮市睦町3-7

栃木県 下野三楽園 321-2105 宇都宮市下小池町194

栃木県 泗水学園 326-0004 足利市樺崎町543

栃木県 イースターヴィレッジ 326-0141 足利市小俣町3294-2

栃木県 ネバーランド 332-0523 鹿沼市下奈良部町1-81

栃木県 あかつき寮 321-4304 真岡市東郷808

栃木県 氏家養護園 329-1311 さくら市氏家1060

栃木県 養徳園 329-1412 さくら市喜連川1025
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栃木県 明和園 321-0612 那須烏山市大沢766

栃木県 桔梗寮 321-0628 那須烏山市金井1-4-7

栃木県 アリスとテレス 329-0112 下都賀郡野木町南赤塚1219-3

群馬県 地行園 371-0002 前橋市江木町1304

群馬県 鐘の鳴る丘少年の家 371-0231 前橋市堀越町880

群馬県 希望館 370-0803 高崎市大橋町210

群馬県 フランシスコの町 370-3511 高崎市金古町830-3

群馬県 東光虹の家 373-0025 太田市熊野町7-15

群馬県 子持山学園 377-0203 渋川市吹屋201-1

群馬県 希望館八幡の家 370-0884 高崎市八幡町214

群馬県 こはるび 370-2466 富岡市蚊沼777-1

埼玉県 カルテット 338-0825 さいたま市桜区大字下大久保1542-4

埼玉県 ホザナ園 336-0918 さいたま市緑区松木1-16-20

埼玉県 いわつき 339-0004 さいたま市岩槻区徳力206

埼玉県 埼玉育児院 350-1175 川越市大字笠幡4904

埼玉県 雀幸園 360-0006 熊谷市大字四方寺185

埼玉県 とちの実の郷 360-0113 熊谷市御正新田1114-1

埼玉県 おお里 360-0124 熊谷市中恩田289

埼玉県 泰山木のある家 360-0201 熊谷市妻沼770-1

埼玉県 ケヤキホーム 361-0013 行田市真名板2027

埼玉県 愛泉寮 347-8510 加須市土手2-15-57

埼玉県 桑梓 367-0216 本庄市児玉町金屋143-2

埼玉県 子供の町 344-0112 春日部市西金野井337

埼玉県 エンジェルホーム 344-0112 春日部市西金野井337

埼玉県 あゆみ学園 348-0044 羽生市大字上岩瀬370

埼玉県 児童養護施設ふれんど 348-0047 羽生市大字下新郷666

埼玉県 はなこみち 366-0829 深谷市西大沼44-1

埼玉県 さんあい 369-0212 深谷市櫛挽15-2

埼玉県 若竹ホーム 362-0064 上尾市小敷谷335

埼玉県 あいの実 350-1249 日高市高麗川1-5-28

埼玉県 神愛ホーム 350-0452 入間郡毛呂山町大谷木214-1

埼玉県 上里学園 369-0314 児玉郡上里町三町183

埼玉県 光の子どもの家 349-1155 加須市砂原字中谷277

千葉県 ほうゆう・キッズホーム 262-0013 千葉市花見川区犢橋町675

千葉県 房総双葉学園 263-0016 千葉市稲毛区天台3-4-1

千葉県 千葉みらい響の杜学園 260-0802 千葉市中央区川戸町92-1

千葉県 おんちょう園 274-0077 船橋市薬円台4-6-2

千葉県 ひかりの子学園 294-0223 館山市洲宮768-44

千葉県 野の花の家 292-0201 木更津市真里谷1880-5

千葉県 晴香園 270-0011 松戸市根木内145

千葉県 獅子吼園 297-0074 茂原市小林546

千葉県 成田学園 286-0011 成田市玉造1-1



　　　　　全国児童養護施設一覧 2014年12月現在／全国601施設　　　　

千葉県 東海学園 289-2503 旭市江ケ崎1151

千葉県 滝郷学園 289-2602 旭市岩井704

千葉県 平和園 290-0034 市原市島野733-1

千葉県 望みの門かずさの里 299-1607 富津市湊850

千葉県 富浦学園 299-2404 南房総市富浦町多田良1185の1

千葉県 子山ホーム 298-0003 いすみ市大原町深堀685

千葉県 螢雪学園 285-0902 印旛郡酒々井町伊篠457-3

千葉県 香取学園松葉寮 289-0631 香取郡東庄町平山1290-1

千葉県 一宮学園 299-4301 長生郡一宮町一宮389

千葉県 びっき 299-0200 袖ヶ浦市戸国飛地398-1

千葉県 生活クラブ風の村はぐくみの杜君津 299-1145 君津市糠田64

東京都 あけの星学園 161-0032 新宿区中落合1-7-1

東京都 品川景徳学園 142-0064 品川区旗の台5-25-19

東京都 目黒若葉寮 153-0044 目黒区大橋2-19-1

東京都 救世軍機恵子寮 145-0064 大田区上池台4-12-10

東京都 聖フランシスコ子供寮 146-0085 大田区久が原4-2-1

東京都 東京育成園 154-0011 世田谷区上馬4-12-3

東京都 福音寮 156-0057 世田谷区上北沢3-1-19

東京都 広尾フレンズ 150-0012 渋谷区広尾4-2-12

東京都 若草寮 151-0072 渋谷区幡ケ谷3-4-9

東京都 愛児の家 165-0032 中野区鷺宮3-2-13

東京都 聖友学園 166-0001 杉並区阿佐谷北3-28-19

東京都 救世軍世光寮 166-0012 杉並区和田2-21-1

東京都 カリタスの園小百合の寮 167-0021 杉並区井草4-19-28

東京都 東京家庭学校 168-0072 杉並区高井戸東2-3-4

東京都 杉並学園 168-0081 杉並区宮前3-10-8

東京都 星美ホーム 115-0053 北区赤羽台4-2-14

東京都 まつば園 173-0013 板橋区氷川町27-2

東京都 西台こども館 174-0045 板橋区西台1-27-10

東京都 マハヤナ学園撫子園 174-0063 板橋区前野町5-7-10

東京都 錦華学院 176-0004 練馬区小竹町1-60-8

東京都 東京都石神井学園 177-0045 練馬区石神井台3-35-23

東京都 クリスマス・ヴィレッジ 123-0845 足立区西新井本町4-13-16

東京都 暁星学園 123-0873 足立区扇1-12-20

東京都 東京愛育苑向島学園 125-0032 葛飾区水元3-13-8

東京都 共生会希望の家 125-0062 葛飾区青戸4-14-15

東京都 武蔵野児童学園 193-0826 八王子市元八王子町2-1053

東京都 エスオーエスこどもの村 193-0841 八王子市裏高尾町991

東京都 こどものうち八栄寮 193-0944 八王子市館町2232-1

東京都 至誠学園 190-0022 立川市錦町6-26-15

東京都 赤十字子供の家 180-0023 武蔵野市境南町1-26-1

東京都 のぞみの家 180-0023 武蔵野市境南町5-6-21
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東京都 朝陽学園 181-0015 三鷹市大沢2-4-1

東京都 今井城学園 198-0023 青梅市今井2-1207-8

東京都 東京恵明学園児童部 198-0051 青梅市友田町2-714-1

東京都 砂町友愛園養護部 198-0172 青梅市沢井1-506

東京都 双葉園 196-0022 昭島市中神町1260

東京都 二葉学園 182-0035 調布市上石原2-17-7

東京都 調布学園 182-8533 調布市富士見町3-18-1

東京都 第二調布学園 182-8533 調布市富士見町3-18-1

東京都 精舎児童学園 194-0036 町田市木曽東3-6-1

東京都 バット博士記念ホーム 194-0202 町田市下小山田町2745-1

東京都 二葉むさしが丘学園 187-0011 小平市鈴木町1-62-1

東京都 東京サレジオ学園 187-0021 小平市上水南町4-7-1

東京都 生長の家神の国寮 186-0003 国立市富士見台2-39-1

東京都 れんげ学園 207-0033 東大和市芋窪5-1161-3　

東京都 子供の家 204-0022 清瀬市松山3-12-17

東京都 ベトレヘム学園 204-0024 清瀬市梅園3-14-4

東京都 小山児童学園 203-0041 東久留米市野火止2-22-26

東京都 聖ヨゼフホーム 202-0015 西東京市保谷町4-12-7

東京都 至誠大地の家 190-0022 東京都立川市錦町6-26-17

東京都 至誠大空の家 191-0024 日野市万願寺1-14-2

東京都 東京都片瀬学園 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬4-9-38

東京都 東京都八街学園 289-1103 千葉県八街市八街に151

東京都 東京都船形学園 294-0056 千葉県館山市船形1377

東京都 東京都勝山学園 299-2115 千葉県安房郡鋸南町下佐久間1469

東京都 筑波愛児園 300-3267 茨城県つくば市前野308-5

東京都 興望館沓掛学荘 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2436

東京都 松風荘 410-0817 静岡県沼津市本郷町20-26

東京都 伊豆長岡学園 410-2211 静岡県伊豆の国市長岡395

神奈川県 高風子供園 231-0822 横浜市中区本牧元町72-1

神奈川県 聖母愛児園 231-0862 横浜市中区山手町68

神奈川県 日本水上学園 231-0862 横浜市中区山手町140

神奈川県 誠心学園 235-0011 横浜市磯子区丸山1-17-17

神奈川県 三春学園 236-0051 横浜市金沢区富岡東3-21-19

神奈川県 旭児童ホーム 241-0001 横浜市旭区上白根町914-7

神奈川県 川和児童ホーム 224-0057 横浜市都筑区川和町967

神奈川県 ポート金が谷 241-0812 横浜市旭区金が谷550

神奈川県 杜の郷 245-0003 横浜市泉区岡津町1343-2

神奈川県 中里学園 227-0047 横浜市青葉区みたけ台26-18

神奈川県 新日本学園 211-0032 川崎市中原区木月伊勢町3-3

神奈川県 川崎愛児園 216-0023 川崎市宮前区けやき平1-40（仮宿舎、'15.12まで）

神奈川県 白山愛児園 215-0014 川崎市麻生区白山1-1-5

神奈川県 児童養護施設すまいる 210-0851 川崎市川崎区浜町2-22-16
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神奈川県 春光学園 238-0026 横須賀市小矢部2-14-1

神奈川県 しらかば子どもの家 239-0826 横須賀市長瀬3-3-1

神奈川県 鎌倉児童ホーム 248-0017 鎌倉市佐助1-6-6

神奈川県 聖園子供の家 251-0873 藤沢市みその台1-3

神奈川県 ゆりかご園 256-0816 小田原市酒匂2-41-39

神奈川県 子どもの園 253-0006 茅ヶ崎市堤2552

神奈川県 白十字会林間学校 253-0031 茅ヶ崎市富士見町4-54

神奈川県 サーフサイドセヴン茅ヶ崎ファーム 253-0034 茅ヶ崎市緑が浜7-52

神奈川県 中心子どもの家 252-0244 相模原市中央区田名10125

神奈川県 相模原南児童ホーム 252-0326 相模原市南区新戸905-1

神奈川県 成光学園 252-0021 座間市緑ケ丘4-20-21

神奈川県 唐池学園 252-1124 綾瀬市吉岡2377-ロ

神奈川県 幸保愛児園 240-0111 三浦郡葉山町一色932

神奈川県 エリザベス・サンダース・ホーム 255-0003 中郡大磯町大磯1152

神奈川県 心泉学園 259-0123 中郡二宮町二宮98

神奈川県 箱根恵明学園 250-0406 足柄下郡箱根町小涌谷439-2

神奈川県 強羅暁の星園 250-0408 足柄下郡箱根町強羅1320

神奈川県 城山学園 259-0313 足柄下郡湯河原町鍛冶屋605-1

神奈川県 手まり学園 243-0307 愛甲郡愛川町半原3715

新潟県 新潟県若草寮 950-3327 新潟市北区石動1丁目1-1

新潟県 新潟天使園 950-2002 新潟市西区青山6-10-15

新潟県 双葉寮 940-0015 長岡市寿2-8-11

新潟県 聖母愛児園 954-0052 見附市学校町2-14-4

新潟県 若竹寮 943-0895 上越市御殿山町14-45

山梨県 児童養護施設山梨立正光生園 400-0856 甲府市伊勢2-1-19

山梨県 児童養護施設めだかの学校ジュニア 400-0016 甲府市武田1-3-23

山梨県 ハーベスト 403-0004 富士吉田市下吉田6770-1

山梨県 くずはの森 409-0623 大月市七保町葛野2467

山梨県 明生学園 400-0118 甲斐市竜王2175

山梨県 クローバー学園 404-0045 甲州市塩山上塩後462

山梨県 児童養護施設あいむ 400-0064 甲府市下飯田2-5-5

長野県 三帰寮 381-0021 長野市大字屋島2373

長野県 松代福祉寮 381-1221 長野市松代町東條2480-1

長野県 恵愛学園 381-1232 長野市松代町西条3563

長野県 更級福祉園 381-2352 長野市信更町赤田44

長野県 円福寺愛育園 388-8005 長野市篠ノ井横田798-1

長野県 松本児童園 390-0851 松本市大字島内字川原1666-880

長野県 原峠保養園 386-0033 上田市御所38

長野県 つつじが丘学園 394-0048 岡谷市川岸上4-12-51

長野県 おさひめチャイルドキャンプ 395-0021 飯田市仲ノ町305-6

長野県 風越寮 395-0077 飯田市丸山町4-7537-10

長野県 たかずやの里 399-4432 伊那市東春近7000-8
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長野県 飯山学園 389-2253 飯山市大字飯山3180

長野県 軽井沢学園 389-0115 北佐久郡軽井沢町大字追分1341

長野県 慈恵園 399-3202 下伊那郡豊丘村大字神稲4461-1

長野県 木曽ねざめ学園 399-5608 木曽郡上松町大字荻原字立町1255　

静岡県 静岡ホーム 420-0001 静岡市葵区井宮町183

静岡県 すみれ寮 437-0605 浜松市天竜区春野町気田502-2

静岡県 和光寮 431-1101 浜松市西区和光町517

静岡県 清明寮 432-8058 浜松市南区新橋町770

静岡県 静岡恵明学園児童部 411-0012 三島市笹原新田81-1

静岡県 静岡県川奈臨海学園 414-0044 伊東市川奈510-7

静岡県 ひまわり園 417-0001 富士市今泉2220

静岡県 岩倉学園 417-0801 富士市大渕字岩倉4632-5 

静岡県 誠信少年少女の家 417-0847 富士市比奈1354

静岡県 春風寮 425-0052 焼津市田尻55-1

静岡県 まきばの家 437-1311 袋井市山崎5902-169

静岡県 聖心養護園 411-0933 駿東郡長泉町納米里219

富山県 富山市立愛育園 939-8104 富山市西番104-1

富山県 ルンビニ園 939-8146 富山市中布目117

富山県 高岡愛育園 933-0961 高岡市佐加野1701

石川県 林鐘園 920-0933 金沢市東兼六町18-7

石川県 梅光児童園 920-0935 金沢市石引4-6-1

石川県 聖霊愛児園 920-8551 金沢市長町1-5-30

石川県 享誠塾 921-8105 金沢市平和町3-23-5

石川県 育松園 923-0824 小松市軽海町ノ25-23

石川県 伊奈美園 922-0412 加賀市片山津温泉井6

石川県 しお子どもの家 929-1423 羽咋郡宝達志水町菅原ヤ6-2

石川県 あすなろ学園 927-0035 鳳珠郡穴水町字志ケ浦15-1-3

福井県 福井市ふれ愛園 918-8224 福井市花野谷町43-40-2

福井県 白梅学園 914-0058 敦賀市三島町2-1-19

福井県 偕生慈童苑 912-0053 大野市春日65-92

福井県 吉江学園 916-0006 鯖江市西番町24字1-1

福井県 一陽 915-0853 越前市行松町26-2-2

岐阜県 日本児童育成園 502-0065 岐阜市長良森町1-11

岐阜県 夕陽ケ丘 506-0058 高山市山田町1230-13

岐阜県 美谷学園 501-2601 関市武芸川町谷口2221-1   

岐阜県 麦の穂学園 509-9131 中津川市千旦林1468-51

岐阜県 岐阜県立白鳩学園 509-7201 恵那市大井町2716-13

岐阜県 若松学園 501-2101 山県市大桑2358-5

岐阜県 誠心寮 501-0236 瑞穂市本田1475

岐阜県 合掌苑 501-4101 郡上市美並町上田674

岐阜県 大野慈童園 501-0503 揖斐郡大野町大字寺内624

岐阜県 樹心寮 501-0515 損斐郡大野町大字桜大門541
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愛知県 豊橋若草育成園 440-0845 豊橋市高師町字北原1-104

愛知県 豊橋平安寮 441-8072 豊橋市船渡町字城戸中4-1

愛知県 プティヴィラージュ 444-0008 岡崎市洞町字八王子1-1米山せきれいの郷

愛知県 岡崎平和学園 444-0811 岡崎市大西町字揚枝12

愛知県 子どもの家ともいき 491-0003 一宮市春明字裏山15

愛知県 照光愛育園 491-0825 一宮市丹陽町外崎字久古486

愛知県 光輝寮 442-0882 豊川市光輝町2-33

愛知県 梅ヶ丘学園 471-0064 豊田市梅坪町5-3

愛知県 チルドレンズ・ホームいつあいかん 484-0092 犬山市大字富岡字片洞1073-97

愛知県 松籟荘 479-0843 常滑市多屋字南釜谷5-1

愛知県 八波寮 479-0846 常滑市末広町2-1

愛知県 八楽児童寮 441-1318 新城市八束穂字天王1032-2

愛知県 暁学園 477-0037 東海市高横須賀町北人鎌16

愛知県 蒲生会大和荘 488-0007 尾張旭市柏井町公園通512

愛知県 中日青葉学園あおば館 470-0131 日進市岩崎町竹ノ山149-164

愛知県 赤羽根学園 441-3502 田原市赤羽根町東山1-1

愛知県 名古屋文化キンダーホルト 480-1103 長久手市岩作琵琶ヶ池50-1

愛知県 風の色 470-2105 知多郡東浦町大字藤江字カガリ5-32

愛知県 オリーブ 447-0825 碧南市江口町3-12

愛知県 なかよしこよし 444-1154 安城市桜井町咽首192

愛知県 児童養護施設 宇宙 493-0001 一宮市木曽川町黒田八ノ通り187

愛知県 あいさんテラス 496-0025 津島市中一色町東郷166

愛知県 慈友学園 461-0003 名古屋市東区筒井1-8-27

愛知県 晴光学院 453-0855 名古屋市中村区烏森町3-23-1

愛知県 名広愛児園 466-0001 名古屋市昭和区車田町1-11

愛知県 駒方寮 466-0831 名古屋市昭和区花見通2-4-1

愛知県 南山寮 466-0835 名古屋市昭和区南山町5

愛知県 ひばり荘 467-0036 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-4

愛知県 名古屋養育院 457-0014 名古屋市南区呼続4-26-37

愛知県 金城六華園 463-0002 名古屋市守山区大字中志段味字古山田2594

愛知県 和進館児童ホーム 463-0065 名古屋市守山区廿軒家13-32

愛知県 那爛陀学苑 458-0805 名古屋市緑区大清水3-1003

愛知県 鳴海聖園天使園 458-0846 名古屋市緑区鳴海町薬師山156

愛知県 ゆうりん 459-8001 名古屋市緑区大高町字洞之腰20-1

愛知県 若松寮 465-0074 名古屋市名東区山香町321

愛知県 若葉寮 488-0875 愛知県尾張旭市平子町北59番地17

三重県 里山学院 510-0307 津市河芸町影重1162

三重県 鈴鹿里山学院 513-0056 鈴鹿市上箕田1-6-2

三重県 津市たるみ児童福祉会館 514-0821 津市垂水1300

三重県 エスペランス四日市 510-0894 四日市市大字泊村954

三重県 エスペランス桑名 511-1143 桑名市長島町西外面1070

三重県 みどり自由学園 514-0016 津市乙部33-5
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三重県 聖マッテヤ子供の家 514-0076 津市産品732-1

三重県 真盛学園 514-2313 津市安濃町今徳247

三重県 天理教三重互助園 516-0032 伊勢市倭町30番地1

三重県 精華学院 516-0073 伊勢市吹上2-5-41

三重県 名張養護学園 518-0721 名張市朝日町1357-1

三重県 聖の家 519-2189 多気郡多気町津留548-1

滋賀県 小鳩の家 520-0027 大津市錦織1-14-25

滋賀県 湘南学園 520-0862 大津市平津2-4-9　

滋賀県 守山学園 524-0004 守山市笠原町1257-1

滋賀県 鹿深の家 520-3402 甲賀市甲賀町小佐治3571

京都府 舞鶴学園 625-0026 舞鶴市大字泉源寺小字立田223

京都府 舞鶴双葉寮 625-0060 舞鶴市桃山町7-5

京都府 青葉学園 621-0031 亀岡市薭田野町太田高星7 

京都府 峰山乳児院付設幼児寮 627-0024 京丹後市峰山町室27-2

京都府 京都大和の家 619-0243 相楽郡精華町南稲八妻笛竹37番地

京都府 桃山学園 612-8012 京都市伏見区桃山町遠山50

京都府 京都聖嬰会 603-8456 京都市北区衣笠西尊上院町22

京都府 和敬学園 602-0898 京都市上京区相国寺北門前下之町704

京都府 迦陵園 606-0802 京都市左京区下鴨宮崎町109

京都府 平安養育院 605-0062 京都市東山区新橋通大和大路東入3丁目林下町400-3

京都府 平安徳義会養護園 610-1132 京都市西京区大原野灰方町249

京都府 積慶園 615-8145 京都市西京区樫原角田町1番地42

京都府 つばさ園 615-8256 京都市西京区山田平尾町51-28

大阪府 東光学園 599-8234 堺市中区土塔町2028番地

大阪府 愛育社 599-8263 堺市中区八田南之町219

大阪府 泉ヶ丘学院 599-8251 堺市中区平井482

大阪府 清心寮 591-8035 堺市北区東上野芝町2-499

大阪府 岸和田学園 596-0808 岸和田市三田町911

大阪府 あおぞら 596-0808 岸和田市三田町614-1

大阪府 松柏学園 564-0063 吹田市江坂町4-20-1

大阪府 大阪西本願寺常照園 564-0063 吹田市江坂町3-40-24

大阪府 和泉幼児院 595-0071 泉大津市助松町3-8-7

大阪府 児童養護施設聖ヨハネ学園 569-1032 高槻市宮之川原2-9-1

大阪府 健康の里 569-1041 高槻市大字奈佐原933

大阪府 奈佐原寮 569-1043 高槻市奈佐原元町28-2

大阪府 三ケ山学園 597-0046 貝塚市東山2-1-1

大阪府 レバノンホーム 567-0001 茨木市安威1-7-21

大阪府 救世軍希望館 567-0034 茨木市中穂積2-16-11

大阪府 子供の家 567-0048 茨木市北春日丘1-3-38

大阪府 信太学園 594-0003 和泉市太町376

大阪府 女子慈教寮 594-0083 和泉市池上町3-6-62

大阪府 武田塾 582-0015 柏原市大字高井田1020-59
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大阪府 南河学園 582-0021 柏原市国分本町7-6-14

大阪府 羽曳野荘 583-0868 羽曳野市学園前1-1-3

大阪府 高鷲学園 583-0885 羽曳野市南恵我之荘2-6-20

大阪府 公徳学園 577-0025 東大阪市新家3-7-8

大阪府 花園精舎 578-0924 東大阪市吉田5-15-14

大阪府 若江学院 578-0947 東大阪市西岩田1-2-8

大阪府 生駒学園 579-8014 東大阪市中石切町2-5-5

大阪府 ガーデンロイ 579-8052 東大阪市上四条町24-23

大阪府 遙学園 618-0001 三島郡島本町山崎5-3-18

大阪府 入舟寮 552-0015 大阪市港区池島3-7-18

大阪府 池島寮 552-0015 大阪市港区池島2-5-52

大阪府 高津学園 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町1-10

大阪府 四恩学園 543-0062 大阪市天王寺区逢阪2-8-41

大阪府 田島童園 544-0023 大阪市生野区林寺5-11-24

大阪府 聖家族の家 546-0033 大阪市東住吉区南田辺4-5-2

大阪府 博愛社 532-0028 大阪市淀川区十三元今里3-1-72

大阪府 大阪市立弘済みらい園 565-0874 大阪府吹田市古江台6-2-1

大阪府 助松寮 595-0072 大阪府泉大津市松之浜町1-3-24

大阪府 長谷川羽曳野学園 582-0027 大阪府柏原市円明町3-15

兵庫県 児童ホーム東光園 670-0873 姫路市八代東光寺町8-1

兵庫県 パルコミュニティハウス信和学園 670-0883 姫路市城北新町1-7-31

兵庫県 アメニティホーム広畑学園 671-1102 姫路市広畑区蒲田370-1

兵庫県 二葉園 671-2134 姫路市夢前町菅生澗673-1

兵庫県 子供の家 661-0974 尼崎市若王寺3-16-3

兵庫県 善照学園 651-1423 西宮市山口町船坂2128-1

兵庫県 三光塾 663-8125 西宮市小松西町2-6-30

兵庫県 播磨同仁学院 675-0112 加古川市平岡町山之上518

兵庫県 立正学園 675-1202 加古川市八幡町野村617-4

兵庫県 さくらこども学園 678-0255 赤穂市新田1444

兵庫県 淡路学園 656-0122 南あわじ市広田広田637

兵庫県 若草寮 669-5112 朝来市山東町大内547-1

兵庫県 聖智学園 656-2131 淡路市志筑1542-1

兵庫県 アメニティホーム光都学園 679-5165 たつの市新宮町光都1-6-1

兵庫県 泉心学園 678-1203 赤穂郡上郡町尾長谷536

兵庫県 尼崎市尼崎学園 651-1502 兵庫県神戸市北区道場町塩田3083

兵庫県 睦の家 669-3826 丹波市青垣町文室204-2

兵庫県 いながわ子供の家 666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田字イハノ谷10-9

兵庫県 信愛学園 658-0047 神戸市東灘区御影3-28-1　

兵庫県 神愛子供ホーム 658-0063 神戸市東灘区住吉山手4-7-35

兵庫県 双葉学園 657-0011 神戸市灘区鶴甲1-5-1

兵庫県 同朋学園 657-0068 神戸市灘区篠原北町4-8-1

兵庫県 愛神愛隣舎 657-0834 神戸市灘区泉通4-4-5
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兵庫県 神戸実業学院 652-0002 神戸市兵庫区平野町天王谷奥東服山270

兵庫県 愛信学園 652-0016 神戸市兵庫区馬場町7-14

兵庫県 夢野こどもホーム 652-0063 神戸市兵庫区夢野町4-3-13

兵庫県 長田こどもホーム 653-0803 神戸市長田区前原町1-21-18

兵庫県 神戸少年の町 655-0872 神戸市垂水区塩屋町梅木谷720

兵庫県 グイン・ホーム 651-1101 神戸市北区山田町小部字東山66

兵庫県 天王谷学園 651-1621 神戸市北区淡河町神影115

兵庫県 神戸真生塾 650-0004 神戸市中央区中山手通7-25-38

奈良県 天理養徳院 632-0018 天理市別所町715-3

奈良県 飛鳥学院 633-0053 桜井市谷480

奈良県 嚶鳴学院 637-0027 五條市島野町745

奈良県 愛染寮 630-0257 生駒市元町2-14-8

奈良県 大和育成園 633-0253 宇陀市榛原萩原1758　　

奈良県 いかるが園 636-0116 生駒郡斑鳩町法隆寺2-12-8

和歌山県 和歌山市旭学園 640-0332 和歌山市冬野155

和歌山県 つつじが丘学舎 640-0115 和歌山市つつじが丘7-2-1

和歌山県 こばと学園 640-8481 和歌山市直川1437

和歌山県 六地学園 648-0095 橋本市橋谷325 

和歌山県 ひまわり寮 646-0217 田辺市城山台5番1号

和歌山県 くすのき 646-1323 田辺市向山354-1

和歌山県 紀南学園 647-0081 新宮市新宮8018

和歌山県 丹生学園 649-6523 紀の川市下丹生谷101

鳥取県 鳥取こども学園 680-0061 鳥取市立川町5-417

鳥取県 青谷こども学園 689-0511 鳥取市青谷町善田31-1

鳥取県 米子聖園天使園 683-0841 米子市上後藤4-2-36

鳥取県 因伯子供学園 682-0854 倉吉市みどり町3249

鳥取県 光徳子供学園 689-3212 西伯郡大山町名和1239-1

島根県 双樹学院 690-0012 松江市古志原5-2-25

島根県 聖喤寮 699-3212 浜田市三隅町向野田409

島根県 安来学園 692-0001 安来市赤江町1768

岡山県 岡山聖園子供の家 700-0814 岡山市北区天神町6-34

岡山県 南野育成園 700-0962 岡山市北区北長瀬表町2-14-25

岡山県 岡山市善隣館 703-8258 岡山市中区西川原176

岡山県 若松園 703-8261 岡山市中区海吉206

岡山県 新天地育児院 703-8274 岡山市中区門田本町4-2-30

岡山県 玉島学園 710-0251 倉敷市玉島長尾3729

岡山県 わかば園 708-0013 津山市二宮128

岡山県 立正青葉学園 708-0045 津山市西寺町77

岡山県 津山二葉園 708-0822 津山市林田1695-3

岡山県 悲眼院 714-0001 笠岡市走出1303

岡山県 天心寮 701-2222 赤磐市町苅田25

岡山県 みのり園 716-1101 加賀郡吉備中央町豊野399
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広島県 広島修道院 732-0047 広島市東区尾長西2-8-1

広島県 広島修道院 きずなの家 732-0047 広島市東区尾長西2-8-1

広島県 似島学園 734-0017 広島市南区似島町長谷1487

広島県 八幡学園 731-5116 広島市佐伯区八幡1-5-20

広島県 救世軍豊浜学寮 734-0101 呉市豊浜町豊島3082-5

広島県 救世軍愛光園 737-0023 呉市青山町1-3

広島県 仁風園 737-0145 呉市仁方西神町35-11

広島県 子供の家三美園 722-0215 尾道市美ノ郷町三成372

広島県 こぶしケ丘学園 720-2412 福山市加茂町大字下加茂899

広島県 福山ルンビニ園 720-2415 福山市加茂町字北山176-12

広島県 広島新生学園 739-0036 東広島市西条町田口391-2

広島県 光の園摂理の家 738-0042 廿日市市地御前1895

広島県 津田子供の家 738-0222 廿日市市津田596

山口県 なかべ学院 750-0081 下関市彦島角倉町3-6-17

山口県 下関大平学園 751-0828 下関市幡生町1-1-22

山口県 山口育児院 753-0082 山口市水の上町5-27

山口県 吉敷愛児園 753-0816 山口市吉敷佐畑6-10-1

山口県 清光園 754-1277 山口市阿知須1448

山口県 防府海北園 747-0064 防府市大字高井686

山口県 俵山湯の家 759-4211 長門市俵山4827-1

山口県 共楽養育園 745-0801 周南市大字久米1347

山口県 小野田陽光園 756-0817 山陽小野田市大字小野田6111-28

山口県 あけぼの寮 742-2601 大島郡周防大島町大字伊保田136-1

徳島県 阿波国慈恵院 770-0868 徳島市福島1-6-62　

徳島県 徳島児童ホーム 771-0131 徳島市川内町大松837-1

徳島県 常楽園 779-3127 徳島市国府町西矢野780

徳島県 鳴門子ども学園 772-0021 鳴門市里浦町里浦字坂田415-3

徳島県 たちばな学苑 774-0045 阿南市宝田町井関154-3

徳島県 宝田寮 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄ミタテフ3

徳島県 加茂愛育園 779-4701 三好郡東みよし町加茂2040

香川県 讃岐学園 761-0322 高松市前田東町569-2

香川県 亀山学園 763-0073 丸亀市柞原町602

香川県 恵愛学園 769-2705 東かがわ市白鳥956

愛媛県 愛媛慈恵会 790-0916 松山市束本2-13-3

愛媛県 松山信望愛の家 791-8016 松山市久万ノ台251-1

愛媛県 親和園 791-1121 松山市中野町甲916

愛媛県 三愛園 799-2465 松山市和田甲125

愛媛県 あすなろ学園 799-2115 今治市中堀4-2-26

愛媛県 みどり寮 798-0003 宇和島市住吉町1-5-11

愛媛県 ひまわりの家 799-3710 宇和島市吉田町立間尻甲748

愛媛県 八幡浜少年ホーム 796-8010 八幡浜市五反田1-25

愛媛県 東新学園 792-0831 新居浜市西蓮寺町2-8-32
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愛媛県 近永愛児園 798-1341 北宇和郡鬼北町大字近永495

高知県 子供の家 780-0054 高知市相生町2-8

高知県 高知聖園天使園 780-0062 高知市新本町1-7-30

高知県 南海少年寮 781-0112 高知市仁井田845-5

高知県 愛仁園 781-5101 高知市布師田1711

高知県 若草園 787-0155 四万十市下田2211

高知県 愛童園 781-5603 香南市夜須町西山1319-1

高知県 博愛園 782-0024 香美市土佐山田町神通寺375-1

高知県 さくら園 789-1201 高岡郡佐川町甲1110-1

福岡県 甘木山学園 837-0905 大牟田市大字甘木1158

福岡県 久留米天使園 839-0851 久留米市御井町2187

福岡県 白梅学園 832-0007 柳川市大字金納429

福岡県 嘉麻学園 820-0201 嘉麻市大字漆生2347-1

福岡県 古処学園 838-0011 朝倉市秋月野鳥539

福岡県 ひばりが丘学園 838-0058 朝倉市馬田3246

福岡県 若葉荘 811-2503 糟屋郡久山町大字猪野1610-59

福岡県 報恩母の家 811-4231 遠賀郡岡垣町海老津三丁目8番1号

福岡県 清心慈愛園 830-1226 三井郡大刀洗町大字山隈377

福岡県 田川湯山荘 822-1403 田川郡香春町大字高野699番地

福岡県 誠慈学園 824-0511 田川郡大任町大字今任原3596

福岡県 天使育児園 800-0046 北九州市門司区光町1-4-13

福岡県 門司ケ関学園 800-0112 北九州市門司区大字畑1808-6

福岡県 若松児童ホーム 808-0061 北九州市若松区大池町1-1

福岡県 暁の鐘学園 808-0108 北九州市若松区大字小竹2291-3

福岡県 双葉学園 803-0273 北九州市小倉南区長行東3-13-28

福岡県 聖小崎ホーム 807-0815 北九州市八幡西区本城東3-2-35

福岡県 和白青松園 811-0201 福岡市東区三苫2-30-1

福岡県 福岡育児院 812-0063 福岡市東区原田2-11-13

福岡県 福岡子供の家 811-1131 福岡市早良区大字西1

佐賀県 佐賀清光園 840-0824 佐賀市呉服元町5-18

佐賀県 聖華園 849-0906 佐賀市金立町大字金立453

佐賀県 慈光園 847-0067 唐津市十人町95-1

佐賀県 聖母園 847-0405 唐津市鎮西町馬渡島1638

佐賀県 済昭園 849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲3443　

佐賀県 洗心寮 841-0204 三養基郡基山町宮浦823番地2

長崎県 マリア園 850-0931 長崎市南山手町12-17

長崎県 明星園 850-0971 長崎市磯道町748

長崎県 浦上養育院 852-8126 長崎市石神町14-48

長崎県 天心寮 857-0112 佐世保市柚木町1848

長崎県 清風園 857-1165 佐世保市大和町898

長崎県 太陽寮 855-0865 島原市船泊町丁3289-1

長崎県 聖母の騎士園 859-0167 諫早市小長井町遠竹2747
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長崎県 大村子供の家 856-0811 大村市原口町591-2

長崎県 光と緑の園向陽寮 856-0813 大村市西大村本町127-3

長崎県 奥浦慈恵院 853-0051 五島市平蔵町2442-1

長崎県 希望の灯学園 853-3321 南松浦郡新上五島町鯛之浦郷303-6

熊本県 藤崎台童園 860-0007 熊本市中央区古京町3-5

熊本県 龍山学苑 861-8006 熊本市北区龍田6-3-60

熊本県 慈愛園子供ホーム 862-0954 熊本市中央区神水1-14-1

熊本県 菊水学園 862-0970 熊本市中央区渡鹿5-9-12

熊本県 八代ナザレ園 866-0856 八代市通町10-32

熊本県 シオン園 864-0041 荒尾市荒尾4110

熊本県 光明童園 867-0021 水俣市平町1-3-3

熊本県 湯出光明童園 867-0025 水俣市湯出1575

熊本県 愛隣園 861-0551 山鹿市津留1910-1

熊本県 みどり園 869-3601 上天草市大矢野町登立4488-2

熊本県 熊本天使園 861-1102 合志市須屋2986-1

熊本県 広安愛児園 861-2234 上益城郡益城町古閑73

大分県 小百合ホーム 870-0267 大分市大字城原2600-10

大分県 森の木 870-0862 大分市大字中尾457-1

大分県 栄光園 874-0904 別府市南荘園町3組

大分県 光の園 874-0838 別府市荘園8組

大分県 別府平和園 874-0843 別府市大字鶴見字奥山田1110-12

大分県 清浄園 871-0153 中津市大字大貞383

大分県 聖ヨゼフ寮 871-0162 中津市大字永添2646-4

大分県 山家学園 879-5406 由布市庄内町西長宝1783-1

大分県 鷹巣学園 879-4403 玖珠郡玖珠町大字帆足151

宮崎県 竹の寮 880-0841 宮崎市吉村町沖ノ原甲1543

宮崎県 みんせいかん 880-0835 宮崎市阿波岐原町前浜4276-705

宮崎県 さくら学園 880-2222 宮崎市高岡町五町2571-9

宮崎県 青島学園 889-2163 宮崎市青島西1-3-1

宮崎県 石井記念有隣園 885-0085 都城市平塚町2880

宮崎県 みどり学園 882-0875 延岡市若葉町1-2726

宮崎県 鐘ヶ浜学園 883-0022 日向市大字平岩字中舟人131-2

宮崎県 石井記念友愛園 884-0102 児湯郡木城町大字椎木644-1

宮崎県 金鈴学園 889-1301 児湯郡川南町大字川南22837

鹿児島県 愛の聖母園 891-0116 鹿児島市上福元町5507-2

鹿児島県 たらちね学園 891-1206 鹿児島市皆与志町1776番地3    

鹿児島県 仁風学園 891-1304 鹿児島市本名町458-1

鹿児島県 桜島学園 891-1541 鹿児島市野尻町18-1

鹿児島県 三州原学園 892-0871 鹿児島市吉野町10749-1

鹿児島県 大隅学舎 893-0064 鹿屋市西原2-33-2

鹿児島県 川内精舎 895-0007 薩摩川内市百次町649-1

鹿児島県 慈恵学園 895-1202 薩摩川内市樋脇町塔之原5173番地2
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鹿児島県 大村報徳学園 895-1501 薩摩川内市祁答院町下手4481

鹿児島県 友愛学園 899-2431 日置市東市来町美山1481-1

鹿児島県 慈光園 899-8609 曽於市末吉町上町4丁目13番地5

鹿児島県 南さつま子どもの家 897-0003 南さつま市加世田川畑5630

鹿児島県 白百合の寮 894-0008 奄美市名瀬大字浦上1363-2

鹿児島県 若葉学園 899-5411 姶良市鍋倉190-2

沖縄県 県立石嶺児童園 903-0804 那覇市首里石嶺町4-394

沖縄県 美さと児童園 904-2143 沖縄市知花6-34-23

沖縄県 ならさ 907-0024 石垣市新川1695-27

沖縄県 なごみ 905-2171 名護市字辺野古1009-7

沖縄県 青雲寮 901-0301 糸満市字阿波根567

沖縄県 漲水学園 906-0006 宮古島市平良字西仲宗根745-5

沖縄県 島添の丘 901-1202 南城市大里字大里2300

沖縄県 愛隣園 901-1303 島尻郡与那原町字与那原2943


