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9月5日 北海道 帯広市 キッズルーム　スマイル　清流の里 32人 株式会社アルム 2016年9月1日 住宅地型 有 0155-49-4560
9月5日 北海道 釧路市 コロポックル保育園 19人 鶴雅リゾート株式会社 2016年9月1日 事業所内設置型 有 0154-67-2531
9月5日 北海道 札幌市 ドリーム保育所 15人 有限会社おいらーく 2016年11月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 011-780-6500
9月5日 北海道 札幌市 （仮称）札幌テクノパーク保育園 12人 社会福祉法人札幌清幸福祉会 2017年4月1日 事業所内設置型 無 011-667-5454
9月5日 北海道 札幌市 （仮）愛全会保育園 71人 社会福祉法人愛全会 2017年9月1日 住宅地型 有 011-571-6000
9月5日 北海道 札幌市 大谷地病院保育園 20人 医療法人重仁会 2017年4月1日 駅等近接型 有 011-801-3737
9月5日 北海道 札幌市 札幌モンテッソーリこどもの家円山 16人 株式会社エイ・ケイ・ケイ 2016年9月1日 駅等近接型 有 011-612-1069
9月5日 北海道 札幌市 （仮称）さっぽろ東急いちい保育園 19人 株式会社東急百貨店　札幌店 2016年11月17日 大型施設型 有 011-212-2280
9月5日 北海道 札幌市 （仮称）都市型保育園ポポラー　札幌環状通東園 40人 株式会社タスク・フォース 2016年11月1日 駅等近接型 有 06-4795-6030

10月13日 北海道 札幌市 こどもカンパニー大通園 69人 クリーンハウス株式会社 2016年12月1日 駅等近接型 有 011-644-4760
9月15日 北海道 登別市 ストロークハウス 15人 学校法人　登別立正学園 2016年10月1日 住宅地型 有 0143-85-2545
9月5日 青森県 青森市 （仮称）青森新都市保育園 50人 医療法人雄心会 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 017-752-9035
9月5日 青森県 つがる市 ニュータウンかしわ（仮称） 19人 社会福祉法人柏友会 2017年4月1日 住宅地型 有 0173-25-2115
9月15日 宮城県 石巻市 湊水産・結のいえ保育園 19人 湊水産株式会社 2017年4月1日 事業所内設置型 有 0225-96-8235
9月5日 宮城県 角田市 あすなろの木保育園（仮称） 12人 医療法人財団　本多友愛会 2017年1月4日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0224-63-2003
9月5日 宮城県 仙台市 りっきーぱーく保育園長町 19人 株式会社ミツイ 2016年10月1日 駅等近接型 有 022-302-7093
9月5日 宮城県 仙台市 ビックママランド東八番丁園 12人 株式会社ビック・ママ 2016年10月1日 事業所内設置型 有 022-223-5328
9月5日 宮城県 仙台市 もりのなかま事業内保育園中野栄園 12人 株式会社ＬａｔｅｒａｌＫｉｄｓ 2016年11月1日 駅等近接型 有 022-714-2466
9月5日 宮城県 仙台市 カール卸町ナーサリー 12人 有限会社カール英会話ほいくえん 2017年4月1日 工業団地型・商業団地型 有 022-788-3615
9月15日 宮城県 仙台市 （仮称）事業所内保育施設　リズム　キッズ 12人 社会福祉法人基弘会 2017年11月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 080-9016-5556
9月5日 宮城県 多賀城市 せいがん保育園 20人 学校法人東北外語学園 2017年4月1日 事業所内設置型 有 022-396-8860
9月21日 宮城県 登米市 （仮称）みんなの家　あゆむ 19人 有限会社　みんなの家 2017年5月1日 事業所内設置型 有 0220-34-7464
9月5日 宮城県 宮城郡利府町 もりの保育園 50人 学校法人東北外語学園 2017年4月1日 事業所内設置型 有 022-396-8860
9月5日 秋田県 秋田市 笑咲（えみ）保育園 19人 有限会社心理教育相談室クローバー 2016年12月1日 住宅地型 有 090-2882-0001
9月5日 山形県 鶴岡市 サイエンスパークキッズ（仮） 15人 Spiber株式会社 2017年4月1日 住宅地型 無 0235-25-3907
9月5日 山形県 山形市 東北中央病院院内保育所 19人 公立学校共済組合東北中央病院 2016年11月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 023-623-5111
9月5日 福島県 郡山市 キッズ東都学園保育所 23人 学校法人こおりやま東都学園 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 024-936-7788
9月5日 福島県 郡山市 （仮称）南東北こども園 200人 一般財団法人脳神経疾患研究所 2017年4月1日 事業所内設置型 有 024-934-5322
9月15日 福島県 相馬市 IHI　相馬事業所託児所（仮） 19人 株式会社　IHI 2017年4月1日 事業所内設置型 無 0244-37-3926
9月5日 福島県 伊達市 ファミーユ保育所 12人 社会福祉法人篤心会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 024-575-2300
9月5日 茨城県 北茨城市 あかねみらい園（仮） 10人 社会福祉法人あかね会 2017年5月15日 病院・介護施設・学校内設置型 無 0293-46-6444
9月5日 茨城県 筑西市 コモドポリチーノ 30人 株式会社コモドヴィータ 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0296-22-0101
9月5日 茨城県 つくば市 かがやき保育園つくば 19人 株式会社かがやき保育園 2016年4月1日 事業所内設置型 有 03-6833-0618
9月5日 茨城県 那珂市 いくり保育園 19人 社会福祉法人新世会 2017年4月1日 事業所内設置型 有 029-264-2880
9月5日 栃木県 宇都宮市 Honda企業内託児所（正式名称は社内公募により決定） 50人 ホンダ開発株式会社 2017年4月1日 事業所内設置型 無 048-452-5800
9月5日 栃木県 宇都宮市 （仮称）シグナリオキッズ 19人 日本信号株式会社 2017年10月1日 事業所内設置型 有 03-3217-7200
9月5日 栃木県 河内郡上三川町 上三川第二保育園 19人 社会福祉法人木村育英会 2017年4月1日 事業所内設置型 有 0285-56-2098
9月5日 群馬県 安中市 たんぽぽ保育園 20人 株式会社ユー・コーポレーション 2017年4月1日 事業所内設置型 有 027-382-0101
9月5日 群馬県 沼田市 複合施設『こども棟』（仮称） 90人 社会福祉法人久仁会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0278-25-9292
9月5日 群馬県 前橋市 まいにちほいくえん 12人 ＧＮホールディングス株式会社 2017年4月1日 事業所内設置型 有 027-231-2112
9月5日 群馬県 前橋市 事業所内保育所こうふく園 19人 社会福祉法人大胡至聖会 2016年11月15日 病院・介護施設・学校内設置型 有 027-280-2522
9月5日 埼玉県 上尾市 （仮称）つつじが丘ナーサリー 19人 学校法人永嶋学院 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 048-725-2622
9月5日 埼玉県 川口市 （仮称）リトルビーンズ 29人 サンキョー・プロパティー株式会社 2017年4月1日 住宅地型 有 048-240-5885
9月5日 埼玉県 さいたま市 （仮称）ＮＥＭグループ事業所内保育所 12人 埼玉ライフサービス株式会社 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 048-866-7200
9月5日 埼玉県 さいたま市 （仮称）特別養護老人ホーム夢眠さくら　附属保育所 45人 社会福祉法人錦江舎 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 048-826-6336
9月5日 埼玉県 さいたま市 リトルうぃず日進保育園 6人 株式会社WITH 2016年10月1日 駅等近接型 有 048-257-5660
9月15日 埼玉県 さいたま市 岩槻物流センター保育所 19人 カンダホールディングス株式会社 2016年10月1日 事業所内設置型 無 03-6327-1811
9月5日 埼玉県 所沢市 （仮）ちびっこランド 105人 社会医療法人至仁会 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 04-2920-0525
9月5日 埼玉県 八潮市 カメハメハ 19人 社会福祉法人福祉楽団 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 048-999-7667
9月5日 千葉県 市川市 エスポワール市川内託児所 19人 医療法人社団寿光会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 03-5909-2023
9月5日 千葉県 市川市 そらのこどもたち　いちかわ 9人 株式会社保育王 2017年1月1日 駅等近接型 有 047-314-5022
9月21日 千葉県 浦安市 順天堂大学浦安病院保育所（仮称） 18人 順天堂大学医学部附属浦安病院 2017年4月1日 事業所内設置型 無 047-306-3231
9月15日 千葉県 柏市 株式会社新上事業所内保育所 12人 株式会社新上 2017年6月1日 事業所内設置型 有 04-7133-0471
9月5日 千葉県 君津市 君津製鐵所事業所内保育所（仮称） 40人 新日鐵住金株式会社 2017年4月1日 事業所内設置型 無 0439-50-2051
9月15日 千葉県 千葉市 さつき保育園 130人 国立大学法人千葉大学 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 043-226-2223
9月5日 千葉県 流山市 （仮）子育て保育園「いちごっこ」 12人 特定非営利活動法人green 2017年4月1日 駅等近接型 有 04-7138-5222
9月5日 千葉県 野田市 （仮称）コビーさくらのさとテラス 20人 社会福祉法人コビーソシオ 2017年4月1日 住宅地型 有 03-6452-3893
9月5日 千葉県 東金市 雙葉保育所 12人 社会福祉法人雙葉会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0745-55-2928
9月5日 千葉県 四街道市 こじか保育園 40人 独立行政法人国立病院機構下志津病院 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 043-422-2511
9月21日 千葉県 四街道市 （仮称）きわみ　事業所内保育所 33人 医療法人社団　暁会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 043-421-6868
9月15日 東京都 板橋区 駅チカ保育園 18人 医療法人社団　慈誠会 2016年11月1日 駅等近接型 無 03-3550-9617
9月15日 東京都 板橋区 エキマエ保育園2 72人 社会福祉法人　信隆会 2017年10月1日 駅等近接型 有 03-3933-3900
9月5日 東京都 江戸川区 KIDS　ONE小岩保育園 19人 株式会社KIDS　ONE 2016年10月1日 駅等近接型 有 048-254-5346
9月15日 東京都 北区 （仮称）リトルうぃず赤羽志茂保育園 6人 株式会社　WITH 2017年4月1日 駅等近接型 有 048-257-5660
9月5日 東京都 江東区 ケイ・インターナショナルプリスクール 20人 学校法人ケイ・インターナショナルスクール 2016年10月1日 駅等近接型 有 03-3642-9992
9月15日 東京都 江東区 株式会社フォーユー 19人 株式会社フォーユー 2016年11月1日 駅等近接型 有 03-5639-9566
9月5日 東京都 渋谷区 マフィス渋谷氷川 30人 オクシィ株式会社 2017年4月1日 住宅地型 有 03-6853-7927
9月5日 東京都 千代田区 ポピンズナーサリースクール大手町 40人 株式会社ポピンズ 2017年4月1日 大型施設型 無 03-3447-1811
9月5日 東京都 豊島区 リトルうぃず東池袋保育園 6人 株式会社WITH 2016年11月1日 駅等近接型 有 048-257-5660
9月5日 東京都 八王子市 （仮称）ことのは保育園堀之内 12人 ことのは・子育てはあと株式会社 2017年1月1日 駅等近接型 有 042-682-5183
9月15日 東京都 八王子市 (仮称)BaBy-Ado八王子駅前 43人 アドアーズ株式会社 2016年10月1日 駅等近接型 有 03-5843-8839
9月15日 東京都 三鷹市 めばえ保育ルーム三鷹台 18人 株式会社パートナーエージェント 2016年7月25日 駅等近接型 有 03-5759-2700
9月5日 神奈川県 小田原市 （仮称）ダイナシティ保育園 30人 株式会社ダイナシティ 2017年4月1日 大型施設型 有 0465-49-8111
9月5日 神奈川県 小田原市 （仮称）Ｄ.ＤＩＲＥＣＴみんなの保育園 15人 株式会社ディデレクト 2018年4月1日 事業所内設置型 有 0465-43-9210
9月15日 神奈川県 小田原市 （仮称）小田原栄町　みんなの保育園 42人 有限会社　小田原.不動産 2018年4月1日 駅等近接型 無 0465-22-8333
9月5日 神奈川県 川崎市 すくすくナーサリールーム 12人 医療法人啓和会 2017年2月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 044-355-1561
9月5日 神奈川県 相模原市 ラーニングセンター　オハナ 12人 有限会社ムラタカンパニー 2017年3月1日 住宅地型 有 042-752-5808
9月5日 神奈川県 横浜市 （仮称）紫雲会横浜病院保育所 10人 公益財団法人紫雲会横浜病院 2016年11月1日 事業所内設置型 有 045-491-2661
9月5日 新潟県 三条市 マルソーグループ企業内保育所 12人 株式会社ファースト・ブレイン 2016年11月1日 事業所内設置型 有 025-632-1077
9月5日 新潟県 長岡市 長岡中央綜合病院　院内保育所 24人 新潟県厚生農業協同組合連合会 2017年1月4日 病院・介護施設・学校内設置型 無 0258-35-3700
9月5日 新潟県 長岡市 ゆにおんの杜南陽保育園 35人 ユニオンツール株式会社 2017年4月1日 事業所内設置型 有 0258-22-2620
9月15日 岐阜県 各務原市 サンバレーかかみ野事業所内保育所「それいゆ」 10人 特定医療法人　フェニックス 2016年8月22日 病院・介護施設・学校内設置型 無 058-379-3588
10月13日 岐阜県 可児市 にののこ保育園 30人 有限会社横井モールド 2017年6月1日 その他 有 0574-63-5708
9月5日 岐阜県 高山市 きりん保育園 12人 株式会社ケアトピック 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0577-33-6677
9月5日 岐阜県 多治見市 けやき保育所（仮称） 6人 社会福祉法人みらい 2017年4月1日 事業所内設置型 有 0572-29-1520

地域枠 照会先

平成２８年度企業主導型保育事業助成決定一覧(4回目まで)　

公益財団法人児童育成協会

助成決定日 設置場所 保育施設名 定員 設置者 運営開始日 （予定） 設置パターン

1



地域枠 照会先助成決定日 設置場所 保育施設名 定員 設置者 運営開始日 （予定） 設置パターン

9月5日 静岡県 御殿場市 御殿場プレミアム・アウトレット企業主導型保育施設（仮称） 20人 三菱地所・サイモン株式会社 2017年4月1日 大型施設型 有 03-3275-5258
9月5日 静岡県 島田市 あみい保育園 19人 株式会社リカバリー 2016年8月10日 住宅地型 有 0547-54-4565
9月5日 静岡県 浜松市 ひだまり保育園 12人 セキスイハイム東海株式会社 2016年11月1日 住宅地型 有 053-453-4560
9月5日 静岡県 浜松市 （仮称）てんとうむし東山保育園 60人 社会福祉法人慶成会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 053-414-6014
9月5日 静岡県 三島市 ぷてぃふる 12人 株式会社フイユ 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 055-987-3511

10月13日 愛知県 岡崎市 さくら保育園 15人 有限会社　豊田福祉 2017年1月1日 住宅地型 有 0564-84-5925
10月13日 愛知県 岡崎市 小豆坂保育園 10人 城南介護有限会社 2017年2月1日 事業所内設置型 有 0564-72-6290
9月5日 愛知県 春日井市 松河戸モグ保育園 16人 株式会社モア・フーズ 2017年3月1日 住宅地型 有 0568-34-3733
9月5日 愛知県 知多郡武豊町 チャイルドケア 20人 特定非営利活動法人プレママクラブ 2017年4月1日 その他 有 0569-29-0810

10月13日 愛知県 豊田市 キッズルームぷろん 25人 えぷろんフーズ株式会社 2016年11月1日 事業所内設置型 無 0565-33-2248
9月5日 愛知県 豊橋市 めいめい　あけぼの 12人 名豊観光株式会社 2016年9月1日 事業所内設置型 無 0532-33-7771
9月5日 愛知県 長久手市 （仮称）イケア長久手ダーギス 30人 イケア・ジャパン株式会社 2017年8月28日 事業所内設置型 有 090-5572-0789

10月13日 愛知県 長久手市 イオンゆめみらい保育園　長久手 28人 イオンモール株式会社 2016年12月1日 大型施設型 有 043-212-6450
9月5日 愛知県 名古屋市 保育所じょうさい 15人 医療法人偕行会 2017年2月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 052-363-7211
9月15日 愛知県 名古屋市 株式会社　東京インテリア家具　名古屋本店 19人 株式会社　東京インテリア家具 2016年7月1日 事業所内設置型 無 080-5883-0018
9月15日 愛知県 名古屋市 健生ナーサリー 19人 有限会社健生メディカルコーポレーション 2017年4月1日 事業所内設置型 有 052-878-6621
9月5日 愛知県 半田市 さくら保育室（仮称） 12人 有限会社未来 2017年2月1日 住宅地型 有 0569-89-8731
9月5日 愛知県 弥冨市 たんぽぽ保育所 15人 医療法人偕行会 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 052-363-7211
9月5日 三重県 伊賀市 ハートランド保育園　ことりの丘 30人 一般財団法人　信貴山病院 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 0745-31-1611
9月5日 三重県 桑名市 キッズプラザながしま 30人 社会福祉法人誠真会 2017年3月1日 住宅地型 有 0594-45-1150
9月5日 滋賀県 草津市 元気ひろば保育園 15人 ニプロ株式会社 2017年4月1日 事業所内設置型 無 06-6375-6700
9月5日 滋賀県 湖南市 マールブランシュ事業部　ファミリーファクトリー託児所（仮） 12人 株式会社ロマンライフ 2017年1月1日 事業所内設置型 無 075-593-6464
9月15日 滋賀県 長浜市 託児所　ひまわり 8人 医療法人　堤整形外科 2016年10月1日 事業所内設置型 有 0749-62-1414
10月13日 京都府 京都市 　NOAH KIDS 6人 株式会社　創和 2017年2月1日 事業所内設置型 有 080-5632-2595
9月5日 大阪府 泉大津市 （仮称）ローズキッズクラブ 12人 社会福祉法人豊中福祉会 2017年1月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0725-23-0253
9月5日 大阪府 泉佐野市 ポピンズナーサリースクールＫＩＸ 105人 株式会社ポピンズ大阪支社 2017年4月1日 事業所内設置型 有 06-6367-2100

10月13日 大阪府 泉南郡岬町 花水木保育園 10人 医療法人　誠人会 2017年2月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 072-495-0801
9月5日 大阪府 大阪市 フジオひまわり保育園 27人 株式会社フジオチャイルド 2017年1月1日 駅等近接型 有 06-6360-0309
9月15日 大阪府 大阪市 株式会社　東京インテリア家具　大阪店 35人 株式会社　東京インテリア家具 2017年2月17日 事業所内設置型 無 080-5883-0018
9月15日 大阪府 大阪市 蓮美幼児学園　阿倍野プリメール 8人 株式会社　日本介護医療センター 2017年4月1日 駅等近接型 有 06-6629-0123
9月15日 大阪府 大阪市 ぬくもりのおうち企業主導型保育新大阪 12人 株式会社S・S・M 2016年10月1日 事業所内設置型 有 06-4805-8814
9月15日 大阪府 大阪市 （仮称）まき保育園「ふれあい」 10人 医療法人清翠会 2018年4月2日 病院・介護施設・学校内設置型 無 06-6953-0190
9月5日 大阪府 堺市 サニーサイド北野田園 12人 ハイマスト合同会社 2016年10月1日 駅等近接型 有 072-349-8801
9月5日 大阪府 高槻市 大塚わくわく園 50人 特定非営利活動法人地域ひといき 2017年4月1日 住宅地型 有 090-9545-5555
9月5日 大阪府 高槻市 みらい保育園 12人 株式会社光真 2017年3月1日 住宅地型 有 072-660-3600
9月5日 大阪府 東大阪市 株式会社万代　事業所内保育所（仮） 45人 株式会社万代 2017年8月1日 事業所内設置型 無 06-6720-3305

10月13日 大阪府 枚方市 吉泉保育園 19人 吉泉産業株式会社 2018年4月1日 事業所内設置型 無 072-808-3003
9月5日 大阪府 八尾市 たまご保育園 60人 株式会社たまご 2017年4月1日 住宅地型 有 072-923-1644
9月5日 大阪府 八尾市 （仮称）すまいる保育園八尾南 50人 株式会社ビティー 2016年12月1日 駅等近接型 有 06-6797-5390
9月15日 兵庫県 明石市 もっちゃんくらぶ 12人 株式会社　キシモト 2016年7月16日 住宅地型 無 078-925-3190
9月5日 兵庫県 神戸市 北野オリーブ保育園 27人 株式会社ＦＵＴＵＲＯ 2016年10月1日 事業所内設置型 有 078-230-8955
9月5日 兵庫県 神戸市 株式会社万福 19人 株式会社万福 2017年1月10日 事業所内設置型 無 06-6713-8877
9月5日 兵庫県 神戸市 茶屋本庄保育園 12人 社会福祉法人山の子会 2017年1月4日 住宅地型 有 0797-23-2324
9月5日 兵庫県 神戸市 ミクスケア事業所内保育所 30人 一般社団法人ミクスケア 2017年3月1日 駅等近接型 有 070-2299-1109
9月5日 兵庫県 神戸市 チャイルドハート保育サロン　舞子園 19人 株式会社チャイルドハート 2017年4月1日 駅等近接型 有 078-783-2800
9月5日 兵庫県 神戸市 こぐまえん 11人 医療法人　神甲会　隈病院 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 078-371-3721
9月5日 兵庫県 神戸市 灘ステーション保育園 19人 医療法人社団牛嶋歯科医院 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0797-77-5221
9月15日 兵庫県 神戸市 株式会社　東京インテリア家具　神戸支店 35人 株式会社　東京インテリア家具 2017年6月16日 事業所内設置型 無 080-5883-0018
9月5日 兵庫県 洲本市 ホテルニューアワジ保育所 19人 株式会社ホテルニューアワジ 2016年7月1日 その他 有 0799-23-2200
9月5日 兵庫県 姫路市 グローリーキッズホーム 21人 グローリー株式会社 2016年12月1日 事業所内設置型 無 079-294-6317
9月5日 奈良県 生駒郡三郷町 ハートランド保育園　こうさぎの森 30人 一般財団法人　信貴山病院 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 0745-31-1611
9月5日 奈良県 香芝市 医療法人藤井会香芝生喜病院院内保育園 30人 医療法人藤井会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 072-988-3636
9月5日 奈良県 橿原市 事業所内保育所　橿原の郷 15人 社会福祉法人三養福祉会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0744-21-1111
9月5日 奈良県 奈良市 いこいの森 27人 医療法人仁誠会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 0742-93-8520
9月5日 奈良県 奈良市 西大寺こども園 120人 学校法人吉住学園 2017年4月1日 駅等近接型 有 0743-65-2676
9月5日 奈良県 奈良市 のぞみ保育園 18人 ウェルコンサル株式会社 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0743-55-1120
9月5日 奈良県 大和郡山市 あゆみ保育園 18人 医療法人悠明会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0743-55-0025
9月5日 和歌山県 和歌山市 （仮称）島精機製作所企業内保育園 35人 株式会社島精機製作所 2017年4月1日 事業所内設置型 無 073-471-0511
9月5日 和歌山県 和歌山市 奏保育園 20人 医療法人裕紫会 2017年2月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 073-471-3111
9月5日 鳥取県 米子市 皆生クローバー保育園（仮） 18人 とっとり五千石ファーム株式会社 2017年4月1日 住宅地型 有 0859-57-6105
9月15日 鳥取県 米子市 八幡クローバー保育園（仮） 90人 とっとり五千石ファーム株式会社 2017年4月1日 住宅地型 有 0859-57-6105
9月5日 岡山県 赤磐市 （仮）うちやま保育園 12人 内山工業株式会社 2017年3月1日 事業所内設置型 有 086-272-7557
9月5日 岡山県 倉敷市 （仮称）倉敷成人病センター保育園 30人 一般財団法人倉敷成人病センター 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 086-422-2139
9月21日 岡山県 倉敷市 （仮）そうしんかい　ぽっ歩保育園笹沖園 40人 株式会社　創心會 2017年9月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 086-420-1500
9月5日 広島県 安芸郡海田町 わいわい保育園 12人 株式会社ワイテック 2016年9月1日 事業所内設置型 無 082-823-2111
9月5日 広島県 廿日市 にこにこキッズ 30人 特定非営利活動法人キッズＮＰＯ 2016年11月1日 駅等近接型 有 0829-32-3011
9月5日 広島県 広島市 ｐeekaboo保育園 21人 株式会社CREATIVELAB 2016年6月1日 住宅地型 無 082-244-3511

10月13日 広島県 広島市 ふれあい保育園東原（仮称） 12人 医療法人　好縁会 2017年3月1日 住宅地型 有 072-495-0801
9月15日 広島県 福山市 グッドライフ東町保育園 20人 グッドライフ株式会社 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 084-923-7155
9月5日 山口県 宇部市 ＹＩＣキッズ 19人 学校法人ＹＩＣ学院 2017年2月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0836-43-6660
9月5日 山口県 防府市 防府駅南保育園（仮称） 25人 特定非営利活動法人やまぐち子育て 2017年4月1日 駅等近接型 有 0835-25-8280
9月5日 徳島県 阿南市 Ｓｔａｒｒｙ保育園 26人 医療法人樫水会 2016年10月1日 住宅地型 有 0884-45-0361
9月5日 徳島県 徳島市 協立病院　事業所内保育所 41人 医療法人清和会 2016年11月10日 病院・介護施設・学校内設置型 無 088-668-1070
9月5日 香川県 坂出市 （仮称）社会福祉法人松寿会　事業所内保育事業所 15人 社会福祉法人松寿会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0877-47-3501
9月5日 香川県 高松市 さくらの杜保育園 12人 平成レッグス株式会社 2016年10月27日 事業所内設置型 有 090-5915-5868
9月5日 香川県 高松市 エンジェル 15人 社会福祉法人喜勝会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 087-886-8168
9月5日 香川県 高松市 スマイル保育園 6人 スマイル・ステーション株式会社 2016年12月1日 事業所内設置型 有 087-843-1888
9月5日 愛媛県 松山市 三福5ｓｔａｒインターナショナル　和泉北保育園 12人 株式会社三福綜合不動産 2016年11月1日 事業所内設置型 有 089-947-2050
9月5日 愛媛県 松山市 検討中 40人 株式会社伊予銀行 2017年4月1日 事業所内設置型 有 089-941-1141
9月5日 愛媛県 松山市 めぐみ保育園 14人 医療法人仁勇会　　　　 2017年2月1日 事業所内設置型 無 089-968-3333

10月13日 愛媛県 松山市 エルパティオ保育園 30人 株式会社　エルパティオ 2017年1月1日 住宅地型 有 089-907-2488
9月15日 福岡県 朝倉市 アップル保育園（仮） 12人 株式会社ドラッグストアモリ 2017年4月1日 事業所内設置型 無 0946-21-0008
9月5日 福岡県 大野城市 （仮称）筑紫南ヶ丘病院事業所内託児所 19人 医療法人芙蓉会 2017年2月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 092-595-2822
9月21日 福岡県 大野城市 未定 15人 三省製薬株式会社 2017年3月1日 事業所内設置型 有 092-503-1183
9月5日 福岡県 大牟田市 （仮称）てとてのたまご 12人 医療法人ＣＬＳすがはら 2017年3月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0944-55-1212
9月5日 福岡県 糟屋郡志免町 みなみの風ファミリー保育園 10人 企業組合オフィス・ツーワン 2017年2月1日 その他 有 092-936-4944
9月5日 福岡県 糟屋郡志免町 くじらっこ乳児園 30人 有限会社Ｍ.Ｇ.Ｓ 2017年2月1日 住宅地型 有 092-931-8911
9月5日 福岡県 北九州市 検討中 30人 新日鐵住金株式会社八幡製鐵所 2017年4月1日 事業所内設置型 無 093-872-6551
9月15日 福岡県 北九州市 みどりの里 19人 合同会社　緑風会 2017年6月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 093-642-4188
9月5日 福岡県 小郡市 すずみ保育園（仮称） 12人 社会福祉法人長生会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0942-75-4113
9月5日 福岡県 遠賀郡遠賀町 ひびき 12人 社会福祉法人　孝徳会 2017年1月4日 病院・介護施設・学校内設置型 有 093-222-1717
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9月5日 福岡県 直方市 未定 17人 株式会社もち吉 2016年11月1日 事業所内設置型 有 0949-22-6311
9月5日 福岡県 福岡市 四季のいろ保育園 49人 株式会社ラグジュアリー 2017年6月1日 駅等近接型 有 090-4992-0050
9月15日 福岡県 福岡市 ゆかり保育園 49人 宗教法人　鳥飼八幡宮 2017年4月1日 事業所内設置型 有 090-4992-0050
9月15日 福岡県 福岡市 （仮称）薬院保育園 12人 メディアファイブ株式会社 2017年4月1日 駅等近接型 有 090-9586-8581
9月5日 福岡県 柳川市 生き活き保育園 30人 株式会社伸宅 2017年8月1日 駅等近接型 有 0944-72-6489
9月5日 佐賀県 佐賀市 子育て応援団ココロ 44人 特定非営利活動法人佐賀子育て応援団ココロ 2017年4月1日 住宅地型 有 0952-77-9576
9月5日 長崎県 長崎市 文教保育園（仮称） 37人 国立大学法人長崎大学 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 無 095-819-2889
9月5日 熊本県 天草市 美野里保育園 80人 社会福祉法人誠求社 2017年1月1日 駅等近接型 有 0969-42-5167
9月5日 熊本県 菊池郡菊陽町 あおぞら保育園 50人 医療法人潤心会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 096-293-0555
9月5日 熊本県 熊本市 白川の里保育園（仮称） 10人 社会福祉法人白川園 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 096-380-5891
9月15日 熊本県 熊本市 第二ムジカ保育園 30人 医療法人　青垣会　さくら小児科 2017年2月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 096-379-6573
9月15日 熊本県 熊本市 ぷにっと保育園 18人 有限会社　サン・エンタープライズ 2016年10月1日 工業団地型・商業団地型 有 080-4441-1311
9月5日 大分県 大分市 こーず 12人 株式会社前田工務店 2016年9月15日 事業所内設置型 有 097-576-9953
9月5日 大分県 大分市 （仮称）みなはる保育園 20人 社会福祉法人雄山会 2017年4月1日 事業所内設置型 有 097-522-0001
9月5日 大分県 大分市 あいむ保育園おおいた園 19人 株式会社　愛夢 2016年7月1日 駅等近接型 有 0977-22-1635
9月5日 大分県 別府市 あいむ保育園いしがき園 19人 株式会社　愛夢 2016年7月1日 住宅地型 有 0977-22-1635
9月5日 宮崎県 宮崎市 さんこうこどもえん 12人 株式会社共立電機製作所 2017年4月1日 工業団地型・商業団地型 有 0985-72-7880
9月5日 鹿児島県 鹿児島市 パピー保育園（仮称） 19人 社会福祉法人青鳥会 2017年9月1日 事業所内設置型 無 099-295-0371
9月5日 鹿児島県 肝属郡肝付町 南の太陽保育園 30人 有限会社南の太陽 2017年4月3日 病院・介護施設・学校内設置型 無 0994-63-8558
9月15日 鹿児島県 南さつま市 キッズ　野の花 19人 社会福祉法人　野の花会 2017年4月1日 病院・介護施設・学校内設置型 有 0993-52-8715
9月5日 沖縄県 石垣市 （仮称）石垣島ホテルククル内保育園 18人 タイム・アロー八重山株式会社 2017年4月1日 事業所内設置型 有 03-6275-1166
9月5日 沖縄県 中頭郡中城村 社会医療法人かりゆし会保育園（仮称） 30人 社会医療法人かりゆし会 2017年4月1日 住宅地型 無 098-895-3255
9月5日 沖縄県 那覇市 オレンジキッズランド 19人 株式会社沖東交通 2017年4月1日 住宅地型 無 098-946-0559
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