
 

平成２９年度企業主導型保育事業指導・監査業務仕様書  

 

 

１ 事業の目的 

 企業主導型保育施設(以下「施設」という)に対する指導・監査を行う

ことにより、利用児童の安全・保育の質の確保及び助成金の適正運用を

図ることを目的とする。 

 

２ 事業の内容  

施設における運営及び経理についての指導・監査業務等を行う。 

（１）指導・監査業務内容（業務イメージは別紙１のとおり） 

  ①指導・監査の計画の作成 

  ②指導・監査の業務管理 

③施設との調整（実施日時の通知、自主点検表の提出依頼等） 

④指導・監査の実施 

⑤指導・監査の結果の報告（公益財団法人児童育成協会（以下、「協 

会」という。）及び立入調査した施設） 

⑥実績報告書の作成・提出 

（２）指導・監査の方法 

  ①施設から提出された自主点検表及び立入調査（施設からの聞き取

り）に基づき、チェックシートにより確認を行う（チェック項目

は別紙２のとおり）。 

  ②当日の立入調査は、１施設にあたり監査員２名で５時間程度の規

模を想定している。指導・監査にあたっては、安全確保及運営費

助成金の要件確認並びに自主点検表で基準を満たしていないと

された箇所を中心に聞き取り、目視により実施する。 

  ③指導・監査の結果の協会への報告は、平成２９年度企業主導型保

育事業指導・監査実施要領の様式３（説明会で配布予定）により

行う。 

  ④立入調査した施設への結果通知にあたっては、月1回、受託事業

者と協会で復命会を開催し、指摘事項を決定して通知する。 

（３）指導・監査対象施設：全国 １，０００施設 

   なお、１，０００施設を上回る場合には、受託事業者と協議の上、

１施設あたりの単価を別に定める（現時点の助成決定施設の所在地

は別紙３のとおり）。 

 

３ 留意事項  

（１）監査員は、保育若しくは会計制度に十分な知識を有する者又は

指導・監査に必要な講習を受けた者とする。 

（２）指導・監査の計画は、協会が作成した対象施設名簿に基づき作

成する。立入調査の時期は、開設時期や指導・監査の効率性を考

慮して、協会と協議して決定する。 



 

（３）受託事業者の責任において、指導・監査事業の一部を委託する

ことは可能である。ただし、その場合においても受託事業者の責

任において、内容及び質の面において均一のとれた指導・監査を

実施すること。 

（４）旅費、通信費、印刷費、監査員に対する講習費等を含め指導・

監査業務に要する経費は、全て受託事業者が負担すること。 

   なお、協会が必要と認めた場合は委託費の５０％以内の額で概

算払を行う。 

（５）指導・監査業務を遂行する上で知りえた情報については、守秘

義務を負うものとし、この守秘義務は指導・監査業務終了後も当

該業務に従事していた全ての従事者に遵守させること。 

（６）事業実績報告書は、平成３０年４月１０日までに提出すること。  

 



（別紙１）企業主導型保育施設指導・監査業務のイメージ

〇指導・監査基準の作成
〇指導・監査対象施設の決定
〇特別立入調査等の実施

公益財団法人児童育成協会

〇指導・監査のスケジュール管理
〇企業主導型保育事業者との調整（実施日時の通知、自主点検表の提出依頼）
〇指導・監査の実施、報告書の提出

指導・監査受託事業者

〇自主点検表の作成
〇指導・監査の当日の対応
〇必要に応じて改善報告書の提出

企業主導型保育事業者

②実施日時の通知、自主点検表の提出依頼

④指導・監査の実施（1施設＝監査員2名×5時間程度を想定）

③自主点検表の提出

①指導・監査対象施設の通知 ⑤指導・監査の結果の報告、月1回復命会の参加

⑥指導・監査の結果の確認・承認

⑦指導・監査の指摘事項の通知

⑧改善計画書の提出

⑨改善計画書の報告



（別紙２）企業主導型保育施設指導監査チェック項目

調査事項
（1）子ども・子育て拠出金を負担している事業主（厚生年金適用事業所）であることの確認
（2）直営、委託の区分
（3）事業実施適格者の確認
（4）共同利用
（5）共同設置
（1）新設、増員、空き定員の区分の確認
（2）従業員枠と地域枠の比率
（3）定員の遵守

3　対象乳幼児 （1）対象乳幼児の確認
（1）保育に従事する者の数
（2）保育に従事する者のうちの保育士の数
（3）子育て支援員の数
（4）子育て支援員の資格を有していない者への対応
（5）嘱託医の活用
（6）調理員の配置
（1）開所時間
（2）開所日
（1）0・1歳児の乳児室等の面積
（2）2歳児以上の保育室等の面積
（3）調理室（調理設備）
（4）医務室
（5）おおむね1歳未満児とその他の児童の保育場所とが区画されかつ安全性が確保
（6）屋外遊戯場の場所、面積
（7）保育室の採光及び換気の確保、安全性の確保
（8）便所
（9）一時預かり事業専用スペース
（10）病児保育専用スペース
（1） 消火用具の設置
（2） 非常口の設置
（3） 非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定以上の実施
（4）避難消火等の毎月1回の訓練
（1）保育室が2階の場合の条件
（2）保育室が3階の場合の条件
（3）保育室が4階以上の場合の条件
（1）保育の内容
（2）保育に従事する者の保育姿勢等
（3）児童相談所等の専門的機関との連携
（4）保護者との連絡等
（5）秘密保持

6　保育室等の構造設備及び面積

1　事業の実施者

2　定員

4　保育に従事する者の数及び資格

5　開所時間・開所日

7　非常災害に対する措置

9　保育内容

8　保育室を２階以上に設ける場合の条件

指導基準

Ⅰ運営
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（別紙２）企業主導型保育施設指導監査チェック項目

調査事項指導基準

（1）衛生管理の状況
（2）食事内容等の状況
（1）乳幼児の健康状態の観察、登園・降園の際の乳幼児一人一人の健康状態の観察
（2）乳幼児の発育チェック
（3）乳幼児の健康診断、継続して保育している乳幼児の健康診断を入所時及び1年に2回学校保健法に規定する健康診断に準じて実施

（4）職員の健康診断
（5）医薬品の整備
（6）感染症への対応
（7）乳幼児突然死症候群の予防
（8）安全確保
（9）事故発生への対応
（1）施設及びサービスに関する内容の提示
（2）サービス利用者に対する契約内容の書面による交付
（3）サービスの利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明
（1）業務に対する外部評価の受審
（2）安全研修への参加
（3）子育て支援員研修への参加
（4）施設長研修への参加

14　苦情への対応 （1）苦情への適切な対応
（1）職員に関する書類等の整備
（2）在籍（利用）乳幼児に関する書類等の整備
（1）経理区分
（2）会計責任者等の任命
（3）予算の編成
（4）帳簿の整備
（5）経理事務
（6）収入
（7）寄付金収入
（8）支出
（9）収入超過調整額の使途
（10）決算
（1）基本分単価の確認
（2）延長保育加算の確認
（3）夜間保育加算の確認
（4）非正規労働者受入推進加算の確認
（5）病児保育加算の確認
（6）預かりサービス加算の確認
（7）賃借料加算の確認
（8）連携推進加算の確認
（1）利用者負担額の水準
（2）保育の質の向上や便宜に要する費用

Ⅱ経理

2　運営費の確認

3　利用者負担額等

1　会計一般

15　備える帳簿

13保育の質の向上への取り組み

11　健康管理・安全確保

12　利用者への情報提供

10　給食

Ⅰ運営
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（別紙３）助成決定施設の所在地（３月１６日現在）

1 北海道 旭川市 5条通12丁目1085-1 うれしぱ保育園
2 北海道 亀田郡七飯町 東大沼294-1 牧場のこども園スーホ
3 北海道 釧路市 阿寒町阿寒湖温泉4丁目1番26号 コロポックル保育園
4 北海道 釧路市 若松町8番5号 （仮称）まこと保育園
5 北海道 釧路市 川上町8丁目1番 第2の我が家めんこ
6 北海道 札幌市 東区北２４条東２２丁目7-7 ドリーム保育所
7 北海道 札幌市 東区北17条東15-4-20リベル元町2F 都市型保育園ポポラー　札幌元町園
8 北海道 札幌市 中央区南一条西４丁目20-1ビックタワー大通公園3階 こどもカンパニー大通園
9 北海道 札幌市 西区西野四条10丁目 親のための保育園　西野IFC
10 北海道 札幌市 白石区南郷通16丁目北9番13号 キッズキス南郷18丁目スクール
11 北海道 札幌市 豊平区中の島二条４丁目１番３号 キッズキス中の島スクール（仮）
12 北海道 札幌市 豊平区平岸四条10丁目8 アトラス保育園
13 北海道 札幌市 東区北42条15丁目1番1号　栄町ビル2F りこの森保育園
14 北海道 札幌市 中央区北十条西17丁目1-1 (仮称)ピッコロ子ども倶楽部 桑園保育所
15 北海道 札幌市 中央区南2条西10丁目1000-15 アオイビル1階 きっずパーク南2条園
16 北海道 札幌市 豊平区西岡四条１０丁目２番５号 西岡沼田ビル キッズキス西岡スクール（仮）
17 北海道 札幌市 豊平区平岸三条13丁目5番19号 クルミビル1階 きっずパーク南平岸園
18 北海道 札幌市 豊平区豊平四条３丁目１番１５号 アサヒパレス立花 キッズキス豊平四条スクール（仮）
19 北海道 札幌市 中央区南6条西12丁目1302-26　南6条発成ビル1F カラフル保育園
20 北海道 札幌市 西区二十四軒三条2丁目41-4、-5、-14 こどもプラザ青い鳥二十四軒園
21 北海道 札幌市 中央区大通西18丁目1番地 大通じけいキッズ保育園
22 北海道 札幌市 中央区南一条西12丁目4番地酒井ビル1階 リフレッシュ保育ハピネスPLUS
23 北海道 札幌市 中央区南8条西7丁目1037-32トヨタカローラ札幌南9条店2階 CSキッズ南9条
24 北海道 札幌市 南区石山933番地3 ハピりす保育園（仮称）
25 北海道 札幌市 中央区南16条西11丁目2番20号 札幌市中央区南十六条西保育園(仮称）
26 北海道 札幌市 清田区北野6条2丁目241番2 大藤子ども園きたの館
27 北海道 札幌市 東区北36条東9丁目1-1 むぎのこ保育園
28 北海道 札幌市 中央区大通西20丁目1番13号 札幌モンテッソーリこどもの家円山
29 北海道 札幌市 白石区米里4条2丁目2番1号 東邦薬品株式会社　ＴＢＣ札幌 みらい保育園
30 北海道 札幌市 厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-15 ウェルネットもりの保育園
31 北海道 札幌市 厚別区大谷地東5丁目990-54 大谷地病院保育園
32 北海道 札幌市 中央区北4条西2-1 （仮称）さっぽろ東急いちい保育園
33 北海道 札幌市 南区川沿13条3丁目1876-1994 1995 1999 2000 2003 2009 2010 2011 （仮）愛全会保育園
34 北海道 小樽市 花園５丁目 キッズルームあっぷる（仮称）
35 北海道 小樽市 春香町３２８番２号 キッズキス張碓スクール（仮称）
36 北海道 石狩市 花川北３条３丁目6-3 なないろ保育園
37 北海道 帯広市 清流西2-22-8 キッズルーム　スマイル　清流の里
38 北海道 登別市 中央町3丁目22番地1の2 ストロークハウス
39 北海道 富良野市 東雲町1番1号 おひさま保育園
40 北海道 留萌市 開運町1丁目2番28号 株式会社萌福祉サービス施設内託児所もえっこクラブ留萌 もえっこクラブ留萌
41 青森県 つがる市 柏上古川八重崎223-1、223-2 ニュータウンかしわ（仮称）
42 青森県 弘前市 大字五代字山本595-16.17.18.19 ニコニコこどもえん
43 青森県 青森市 本町1-6-15 （仮称）ニチイキッズ青森保育園
44 青森県 青森市 大字浦町字奥野357番地８ （仮称）浜田保育園
45 青森県 青森市 勝田一丁目5番11号 みちぎんドリームキッズはうす
46 青森県 青森市 大字石江字高間仮換地Ｅ-3街区③　④ （仮称）青森新都市保育園
47 岩手県 盛岡市 加賀野２丁目４－２９ ＭＪナーサリー加賀野
48 岩手県 盛岡市 本宮4-3-5 （仮称）ニチイキッズ盛岡保育園
49 岩手県 盛岡市 本宮一丁目6番12号 医療法人謙和会
50 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 西根森山1-2 （仮称）トヨタ自動車東日本株式会社　岩手工場　企業内保育所

51 岩手県 北上市 本通り4-13-8 （仮称）ニチイキッズ北上保育園
52 宮城県 角田市 角田牛舘19-3 あすなろの木保育園（仮称）
53 宮城県 岩沼市 たけくま1丁目3-5、1丁目3-4 ひよこのもり
54 宮城県 宮城郡利府町 神谷沢字後沢16-1 もりの保育園
55 宮城県 黒川郡大和町 松坂平6-2 （仮称）トヨタ自動車東日本株式会社　大和工場　企業内保育所

56 宮城県 石巻市 吉野町二丁目6番7号 湊水産・結のいえ保育園
57 宮城県 仙台市 太白区長町6-6-7後藤ﾋﾞﾙ1階 りっきーぱーく保育園長町
58 宮城県 仙台市 若林区新寺3-2-7 （仮称）ニチイキッズ仙台保育園
59 宮城県 仙台市 青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学（青葉山３）厚生施設 東北大学（青葉山3）厚生施設
60 宮城県 仙台市 宮城野区出花3-28-6ファミーユ中野107 もりのなかま事業内保育園中野栄園
61 宮城県 仙台市 若林区東八番丁183 ビックママランド東八番丁園
62 宮城県 仙台市 青葉区錦ケ丘1丁目1-2 青葉西保育所
63 宮城県 仙台市 青葉区西勝山21-15 芽ぶき保育園
64 宮城県 仙台市 青葉区柏木1-7-35　つかさ屋第一ビル1F おうち保育園　かしわぎ
65 宮城県 仙台市 宮城野区鶴ヶ谷2丁目1番1号 ハートケア鶴ヶ谷
66 宮城県 仙台市 泉区古内字坂ノ上16番6、他17筆 （仮称）事業所内保育施設　リズム　キッズ
67 宮城県 仙台市 若林区卸町2-9-2 カール卸町ナーサリー
68 宮城県 多賀城市 新田下216 せいがん保育園
69 宮城県 大崎市 古川駅前大通2-5-28 （仮称）ニチイキッズ古川保育園
70 宮城県 登米市 中田町宝江新井田字新姥沼190番の一部、191番 （仮称）みんなの家　あゆむ

No 設置場所 番地 保育施設名
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（別紙３）助成決定施設の所在地（３月１６日現在）

No 設置場所 番地 保育施設名

71 宮城県 白石市 鷹巣東一丁目9-1、9-2、9-13、9-14、9-15 （仮称）事業所内保育ケアファクトリー
72 宮城県 名取市 杜せきのした5丁目3番地の1 イオンモール名取１階 イオンゆめみらい保育園名取
73 秋田県 秋田市 添川字地ノ内97-44 笑咲（えみ）保育園
74 秋田県 秋田市 広面蓮沼104-1 （仮称）ニチイキッズ秋田保育園
75 秋田県 大館市 釈迦内字狼穴79番地 kids terrace at seiju（キッズ　テラス　アット　セイジュ）

76 山形県 山形市 和合町３丁目2-5 院内保育所和い和いキッズガーデン
77 山形県 山形市 若葉町12-19 （仮称）ニチイキッズ山形保育園
78 山形県 山形市 嶋北1-4-1 保育所ちびっこランド北園
79 山形県 酒田市 新井田町14 （仮称）ニチイキッズ酒田保育園
80 山形県 鶴岡市 大宝寺字日本国378-45　他 サイエンスパークキッズ（仮）
81 山形県 米沢市 中田町 米沢総合卸売センター保育所(仮称）
82 山形県 米沢市 アルカディア一丁目808-32 米沢こころの病院院内保育所
83 福島県 伊達市 保原町上保原字遍照原8-8 ファミーユ保育所
84 福島県 郡山市 富田町字塩の草45-9 （仮称）ニチイキッズ郡山保育園
85 福島県 郡山市 本町1-16-18 （仮称）FSG保育園
86 福島県 郡山市 図景2-11-23 キッズ東都学園保育所
87 福島県 郡山市 富久山町八山田字土布池５５-５ 南東北こども学園
88 福島県 相馬市 大野台一丁目2番6 IHI　相馬事業所託児所（仮）
89 福島県 福島市 泉字道下9-1 （仮称）ニチイキッズ福島保育園
90 茨城県 つくばみらい市 板橋1813-1 （仮称）株式会社アンフィニ　事業所内保育園

91 茨城県 つくば市 下原370-1 カリーノバンビーニ
92 茨城県 つくば市 桜３丁目5－2 フライハイト保育園
93 茨城県 つくば市 御幸が丘18 株式会社フジキン託児所
94 茨城県 つくば市 東新井25-2 ウエルシアつくば保育園（仮称）
95 茨城県 つくば市 天久保2-19-3　1階 かがやき保育園つくば
96 茨城県 稲敷市 上根本3385 のんのん
97 茨城県 牛久市 田宮3-11-9　 フラッツたけ　102,103 かがやき保育園うしく
98 茨城県 牛久市 奥原町1650-11-1 あかつきにこにこ園（仮称）
99 茨城県 牛久市 南7-51-4 笑福キッズ
100 茨城県 結城市 鹿窪1744-11 結城保育園（仮称）
101 茨城県 古河市 恩名2614-1 トントンキッズ・こが
102 茨城県 行方市 若海793-1 玉造さくら保育園
103 茨城県 常総市 古間木字佐ノ良１４８５番１ そらまい保育園
104 茨城県 水戸市 白梅2-9-11 （仮称）ニチイキッズ水戸保育園
105 茨城県 水戸市 酒門町字三島248-1 大場内科さくら保育園
106 茨城県 水戸市 内原2丁目1番地 イオンモール水戸内原1階 イオンゆめみらい保育園水戸内原
107 茨城県 筑西市 二木成1526 コモドポリチーノ
108 茨城県 土浦市 右籾2755 あおば台保育所 あおば台保育所
109 茨城県 土浦市 桜町3-14-18 （仮称）ニチイキッズ土浦保育園
110 茨城県 土浦市 下高津二丁目760-1 かすみ保育園
111 茨城県 那珂市 菅谷字堀之内3780-3 いくり保育園
112 茨城県 北茨城市 関本町関本中字辻 あかねみらい園（仮）
113 茨城県 龍ケ崎市 愛戸町3-1 ひなた・kids
114 栃木県 　日光市 北原178-29 みらいのき（仮称）
115 栃木県 宇都宮市 下戸祭1-12-15 （仮称）ニチイキッズ宇都宮保育園
116 栃木県 宇都宮市 一ノ沢町256番地7 （仮称）トヨタウッドユーホーム企業内託児所
117 栃木県 宇都宮市 東宿郷5丁目7-1 仮）スマイルキッズ
118 栃木県 宇都宮市 ゆいの杜8-23-55 Honda企業内託児所（正式名称は社内公募により決定）

119 栃木県 宇都宮市 陽東5-16-9 （仮称）シグナリオキッズ
120 栃木県 塩谷郡高根沢町 太田141-1 てくてくきっず保育園
121 栃木県 下野市 下古山2522-1 (仮)トータスキッズ下野
122 栃木県 河内郡上三川町 上三川5094-3 しらさぎ保育園
123 栃木県 佐野市 大橋町1116-1 キッズランド佐野店
124 栃木県 佐野市 越名町2055-2　アルシオーネ・コート佐野 ACランド（仮称）
125 栃木県 鹿沼市 天神町1848-1ＴＫＣカスタマー・サポートセンター１Ｆ 天神町保育所（仮称）
126 栃木県 小山市 東城南5-28-2 （仮称）ニチイキッズ小山保育園
127 群馬県 安中市 上間仁田658 たんぽぽ保育園
128 群馬県 館林市 近藤町605-4 キッズランド館林
129 群馬県 沼田市 久屋原町414-1 複合施設『こども棟』（仮称）
130 群馬県 前橋市 古市町1-50-1 （仮称）ニチイキッズ前橋保育園
131 群馬県 前橋市 総社町1-9-31 まいにちほいくえん
132 群馬県 前橋市 大胡町355 事業所内保育所こうふく園
133 群馬県 利根郡昭和村 赤城原844-12 ビオエナジー株式会社　託児所
134 埼玉県 さいたま市 西区西遊馬1320-1 さくらナースリー
135 埼玉県 さいたま市 中央区大戸2-1300-1 しじょう保育園
136 埼玉県 さいたま市 見沼区大和田町2-441-8 パピーキッズ
137 埼玉県 さいたま市 岩槻区大字馬込字参番446番1 岩槻物流センター保育所
138 埼玉県 さいたま市 桜区町谷3-662-1　他 （仮称）特別養護老人ホーム夢眠さくら　附属保育所

139 埼玉県 さいたま市 桜区田島4-9-8 保育所いつもいっしょ
140 埼玉県 さいたま市 北区日進町2-605 リトルうぃず日進保育園
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（別紙３）助成決定施設の所在地（３月１６日現在）

No 設置場所 番地 保育施設名

141 埼玉県 ふじみ野市 上野台2丁目15番23号 上野台ナーシング保育室
142 埼玉県 越谷市 弥生町622-1 菅原病院保育所
143 埼玉県 越谷市 相模町3-217-1 医療法人社団医山会　保育室「すくすく保育室」

144 埼玉県 狭山市 富士見2丁目21番地27号 （仮名）エミアス保育園
145 埼玉県 狭山市 南入曽1044-1,1043-2　特別養護老人ホームむさしの園 ひまわり保育園
146 埼玉県 狭山市 入間川2丁目2356番地 石心会保育室（仮称）
147 埼玉県 幸手市 神明内字赤木９８８番９他５筆 トラスコ中山保育園（仮）
148 埼玉県 坂戸市 関間２丁目6-32 （仮）おひさま保育園
149 埼玉県 三郷市 早稲田2-16-4 ひまわり保育園
150 埼玉県 春日部市 赤沼字堂面295番地 孝楽園ちろりん村保育所
151 埼玉県 所沢市 東狭山ヶ丘4-2666-5（仮） （仮）ちびっこランド
152 埼玉県 上尾市 上野1053番地1 （仮称）つつじが丘ナーサリー
153 埼玉県 深谷市 宿根906-2複合型サービスみなみちゃんち 企業内保育所みなみちゃんち
154 埼玉県 川口市 飯塚1-11-8 リトルうぃず川口西口保育園
155 埼玉県 川口市 末広3-74-4 （仮称）リトルビーンズ
156 埼玉県 草加市 谷塚1-2-43 プランヴェール谷塚駅前105 かばさん保育園
157 埼玉県 八潮市 大字鶴ヶ曽根606-1 カメハメハ
158 埼玉県 蓮田市 閏戸1885番地 (仮称)われもこう保育園
159 千葉県 印西市 中央南1-8 美容室クラフト　千葉ニュータウン店
160 千葉県 印西市 草深字三夜脇1105-1 ＲＷＩ事業所内保育園カドル
161 千葉県 浦安市 今川１丁目１番４６号 順天堂大学浦安病院保育所（仮称）
162 千葉県 館山市 船形909 （仮称）小林病院院内保育所
163 千葉県 君津市 君津１番地 君津製鐵所事業所内保育所（仮称）
164 千葉県 佐倉市 太田2464-1 こころキッズ　ワタキュー佐倉ルーム
165 千葉県 四街道市 大日1681-1 （仮称）きわみ　事業所内保育所
166 千葉県 四街道市 鹿庭934-5 こじか保育園
167 千葉県 市原市 潤井戸1831-1 まごころ保育園
168 千葉県 市原市 五井5800番地-69 ごいっこ保育園
169 千葉県 市川市 行徳駅前4-2-6 らいおんハート保育園
170 千葉県 市川市 市川1-12-22 市川サークルビル１Ｆ クリエイト保育園市川
171 千葉県 市川市 高谷3丁目1番20号 エスポワール市川内託児所
172 千葉県 市川市 市川1-4-10　市川ビル8F そらのこどもたち　いちかわ
173 千葉県 松戸市 和名ヶ谷1023-1 千葉ウェックス託児所（仮称）
174 千葉県 千葉市 稲毛区長沼原町731-17　フレスポ稲毛内 フレスポ稲毛
175 千葉県 千葉市 稲毛区稲毛町5-87-1 事業所内保育所ぱすてる
176 千葉県 千葉市 中央区院内1-18-12 千葉診クローバー保育園
177 千葉県 千葉市 中央区亥鼻1-8-1 さつき保育園
178 千葉県 船橋市 三咲4-23-15 （仮称）みさきの郷保育室
179 千葉県 東金市 東金429 アドバンスアベニュー１階 ときがね子どもホーム
180 千葉県 東金市 幸田680-1 雙葉保育所
181 千葉県 柏市 中央2-11-13 高市ビル106号室 （仮称）ふくしあ保育園
182 千葉県 柏市 新富町1-2-39 りとるうぃず南柏保育園
183 千葉県 柏市 若柴字アラク160-7他 エスエス保育室(仮）
184 千葉県 柏市 東中新宿201-6 柏みどり保育室
185 千葉県 柏市 正連寺　区画整理事業8街区４画地 株式会社新上事業所内保育所
186 千葉県 八千代市 大和田新田1147-9シティテラス八千代緑が丘A棟１階 スケッチこどもえん
187 千葉県 八千代市 村上1245 ドンキッズ八千代
188 千葉県 八千代市 大和田53 （仮称）ひばりの郷託児所
189 千葉県 茂原市 町保3番地 山之内病院保育所（仮称）
190 千葉県 野田市 上三ヶ尾字金剛寺259-2 新日本ウエックス㈱野田工場託児所
191 千葉県 野田市 桜の里1-1-3、1-7（の一部） （仮称）コビーさくらのさとテラス
192 千葉県 流山市 前平井157番地（運B140街区2） おひさま保育園
193 千葉県 流山市 西初石3-1450-11 子育て保育園「ぽっぽ園」
194 東京都 あきる野市 牛沼171-1 キッズガーデンあきるの
195 東京都 江戸川区 西葛西5丁目8番地３小島町二丁目団地3号棟１階 (仮称)おれんじハウスにしかさい保育園
196 東京都 江戸川区 北葛西4-3-29,-30,-31,-35 森山医会院内保育所
197 東京都 江戸川区 南篠崎町2-13-5　1階 stellar education garden瑞江保育園
198 東京都 江戸川区 西小岩1-23-2 サンハイツグリーンヒル6階 KIDS ONE小岩保育園
199 東京都 江東区 常盤2丁目9番7－101号ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ深川常盤 ケイ・インターナショナルプリスクール
200 東京都 江東区 三好1-8-3　越前屋ビル4階 チューリップ保育園
201 東京都 江東区 亀戸１－４３－７コープ野村亀戸１－４３－７ わくわく亀戸base（仮）　
202 東京都 江東区 新砂一丁目8番2号 SGＨ　ＫＩＤｓ　GARDEN
203 東京都 港区 西麻布2-17-6-201 301 東京キッズランド西麻布店
204 東京都 港区 赤坂赤坂アークヒルズ・アーク森ビル20階 WithKids
205 東京都 港区 南青山6-6-22 キッズランド南青山店
206 東京都 港区 南青山4-7-11　1F 南青山保育所　あいうえお（仮）
207 東京都 国分寺市 光町1-47-4 中央システムセンター3号館 キッズステーションかがやき
208 東京都 三鷹市 中原4丁目34番22号 (仮称)ふぁみりあ保育園
209 東京都 三鷹市 井の頭2-7-9栗原ビル2階 めばえ保育ルーム三鷹台
210 東京都 渋谷区 恵比寿四丁目20番1号サッポログループ本社棟 ポピンズナーサリー恵比寿ホップキッズ(仮称）
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211 東京都 小金井市 貫井北町3-880-9 （仮称）貫井の杜保育園
212 東京都 昭島市 郷地町2-34-7 わくわく宝船保育園昭島店
213 東京都 新宿区 新宿4-1-6　JR新宿ミライナタワー15階 仮）LINE社内保育園
214 東京都 杉並区 高井戸東３丁目１９－１９－２０１ 杉並ハイツ すぎこっこ保育園
215 東京都 杉並区 永福4-17-20ウィスタリーE１階 アロハエンジェルナーサリー永福町園
216 東京都 杉並区 阿佐谷南2-19-4 リトルうぃず阿佐ヶ谷駅前保育園
217 東京都 世田谷区 若林2-17-7 光ビル アロハエンジェルナーサリー世田谷若林園
218 東京都 世田谷区 赤堤４−４１−６ シャルマンステラ１階 Brighton Nursery 下高井戸
219 東京都 世田谷区 玉川1-14-1楽天クリムゾンハウスアネックス3F 楽天ゴールデンキッズ
220 東京都 世田谷区 太子堂2-24-1オーパスウーノ三軒茶屋 えすこーと保育園
221 東京都 西多摩郡瑞穂町 大字殿ヶ谷字土手向357番2 （仮称）IHI武蔵市区事業所内保育所
222 東京都 西東京市 新町一丁目1番20号 武蔵野大学内保育所
223 東京都 千代田区 大手町1丁目1番1号大手町パークビル2階 ポピンズナーサリースクール大手町
224 東京都 足立区 花畑4-36-5 Suginoko Nursery
225 東京都 足立区 西新井栄町二丁目3番3号　5階 さくら参道ビル スマイル　オンパミード
226 東京都 足立区 中央本町5-5-14 ドンキッズ梅島
227 東京都 足立区 島根3-16-18 大高病院　すくすく保育所
228 東京都 足立区 六月1丁目20番26号ベルメゾン六月 くすのき保育園
229 東京都 足立区 千住橋戸町101 リトルうぃず千住大橋駅前保育園
230 東京都 台東区 上野3-22-1 塚屋ビル1Ｆ わくわく宝船保育園御徒町店
231 東京都 大田区 矢口2-24-9 ジュネス矢口 （仮称）パピエ・ミミ（papier mimi）
232 東京都 大田区 本羽田2-11-4 暖家きっず
233 東京都 大田区 大森北6丁目25-17　プリルーム大森 東西保育園（仮称）
234 東京都 中央区 銀座2-6-5 銀座トレシャス8Ｆ Neolive保育園
235 東京都 中央区 日本橋人形町3-2-5 東京第一綿業岩田ビル1F スプリング保育所
236 東京都 中野区 本町1-32-24 細野ビル1階 アロハエンジェルナーサリー中野坂上園
237 東京都 中野区 上高田3-31 グランコート1F あけぼのキッズルーム
238 東京都 町田市 山崎町2055-2　C棟105 グランハートヤクルト保育ルーム
239 東京都 町田市 森野1丁目9番17号 ｍｄｃ2号館ビル ポエモ
240 東京都 日野市 多摩平7-19-5 トントンキッズ・ひの
241 東京都 八王子市 並木町33-2 キンダー・ベル幼保園
242 東京都 八王子市 みなみ野5-30-3 （仮称）保育室みなみ野
243 東京都 八王子市 堀之内3丁目36番地11 ことのは保育園～ユギムラ～
244 東京都 板橋区 前野町6-6-9 キッズランド板橋前野町店
245 東京都 板橋区 常盤台4丁目33-10JSﾋﾞﾙ1階 慈誠会上板橋エキチカ保育園
246 東京都 板橋区 前野町1-21-20 リハビリパーク板橋病院保育園
247 東京都 板橋区 上板橋1-25-8 キッズランド上板橋店
248 東京都 板橋区 常盤台3-23-8 キッズランド常盤台店
249 東京都 板橋区 大谷口上町21ー6森本ビル2F クリエイト保育園板橋
250 東京都 板橋区 成増1-5-9 ウェルネス保育園　成増第２
251 東京都 板橋区 常盤台4-23-6 エキマエ保育園2
252 東京都 品川区 西大井2-4-14 けめともダイバーシティハウス・Baby＆Kids西大井（仮称）

253 東京都 武蔵野市 本町2-16-3 fujimuraナーサリー
254 東京都 文京区 音羽1丁目1番7号 繭の糸こども園
255 東京都 豊島区 南大塚3-38-11 ぬくもりのおうちママサポート保育大塚園
256 東京都 豊島区 池袋2丁目60番6-105 （仮称）ビックカメラ保育園
257 東京都 豊島区 巣鴨1-32-3 リトルうぃず巣鴨駅前保育園
258 東京都 豊島区 東池袋2-12-3 リトルうぃず東池袋保育園
259 東京都 北区 志茂2-44-1 （仮称）リトルうぃず赤羽志茂保育園
260 東京都 目黒区 青葉台1-25-13 アロハエンジェルナーサリー中目黒園
261 東京都 立川市 錦町1-4-4サニーハイツ2F みらいのたね保育園
262 東京都 立川市 曙町3-24-8ストーク立川1F (仮称)ハート＆ポケット保育所
263 東京都 練馬区 石神井台4-7-3 キッズランド石神井台
264 神奈川県 綾瀬市 早川城山2-13-5 不二保育園
265 神奈川県 横須賀市 鴨居二丁目56-12 岩波保育園
266 神奈川県 横須賀市 大津町3丁目29-26 大津保育園
267 神奈川県 横須賀市 東逸見町一丁目30番地 リーベリー保育園
268 神奈川県 横浜市 戸塚区汲沢町1005-1 医療生協かながわ事業所内保育室ぴーす
269 神奈川県 横浜市 鶴見区下野谷町４丁目145-18 特別養護老人ホーム（仮称）しょうじゅの里鶴見小野

270 神奈川県 横浜市 神奈川区羽沢町2-1 （仮称）太陽の家羽沢
271 神奈川県 横浜市 西区高島１丁目２ー１５ みなとみらい学園ビル２階 （仮称）も、の保育園 みなとみらい
272 神奈川県 横浜市 西区楠町16-14 カンフリエ1階 キッズラボ　第一横浜楠町園
273 神奈川県 横浜市 港北区菊名6-12-8 ヴィラレヴァンテ1階 キッズラボ　菊名園
274 神奈川県 横浜市 神奈川区三ツ沢下町６-16 （仮称）東京建物キッズ　三ッ沢下町園
275 神奈川県 横浜市 西区楠町18-1 エムエムワイビル2階 キッズラボ　第二横浜楠町園
276 神奈川県 横浜市 中区弁天通3-43-1サングレイス関内2F Baycess保育園（仮称）
277 神奈川県 横浜市 旭区さちが丘145-2オーバーヒルズ壱番館1F スマイルキッズ二俣川
278 神奈川県 横浜市 戸塚区東俣野911 ソフィア保育園
279 神奈川県 横浜市 中区翁町1-5-5 フェアリー横浜ナーサリー
280 神奈川県 横浜市 中区元町2丁目95-2 マフィス横濱元町
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281 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい4丁目4番11 （仮称）株式会社野村総合研究所　横浜野村ビル事業所内保育所

282 神奈川県 横浜市 神奈川区三ツ沢上町211-1 すくすく保育園
283 神奈川県 茅ヶ崎市 浜見平496-8 マザーグースBRANCH茅ヶ崎2
284 神奈川県 座間市 相武台1-50-1 どんぐり保育園
285 神奈川県 小田原市 栄町2-71-1 （仮称）小田原栄町　みんなの保育園
286 神奈川県 小田原市 栄町2-127-1 （仮称）Ｄ.ＤＩＲＥＣＴみんなの保育園
287 神奈川県 小田原市 中里208 （仮称）ダイナシティ保育園
288 神奈川県 川崎市 宮前区菅生2丁目16番1号 マリアンナさくら保育園
289 神奈川県 川崎市 高津区梶ケ谷3-14-23 あいみーBelle新梶ヶ谷保育園
290 神奈川県 川崎市 川崎区東田町8パレール川崎ビルディング4階 アロハパレール保育園
291 神奈川県 川崎市 幸区南幸町2-9 ラゾーナサイドビル１階 ばんびはうす
292 神奈川県 川崎市 川崎区小田3-18-11 すくすくナーサリールーム
293 神奈川県 相模原市 中央区相生1丁目5-20 ライブラリ淵野辺内 きゃんばすmini淵野辺保育園
294 神奈川県 相模原市 中央区並木1-4-6 （仮称）幸せふくろう並木保育園
295 神奈川県 相模原市 中央区上溝2丁目3576-1 ラーニングセンター　オハナ
296 神奈川県 大和市 大和東1-6-7 木曽ビル1階 BABY MAHALO
297 神奈川県 大和市 中央林間6-11-18 なないろ保育園
298 神奈川県 大和市 深見西3丁目2番37号 ポピー保育室
299 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1−2−4 クゲヌマファースト1階 ふらっとひろばキャンズ
300 神奈川県 藤沢市 湘南台4-1-16ステラコート1F ちびっこ保育園　ステラコート園
301 神奈川県 藤沢市 藤沢571-7 新ステップ保育園
302 神奈川県 藤沢市 湘南台1－9－2NKビルⅡ201/202 湘南台よつば保育園第二（仮）
303 神奈川県 藤沢市 藤沢572（ラ・ホーヤ藤沢1階） ステップ保育園
304 神奈川県 平塚市 代官町33-1 OSC湘南シティ らふ・くるーBaby平塚
305 神奈川県 平塚市 宝町1-1 平塚ラスカ南館2F （仮称）ニチイキッズ平塚保育園
306 新潟県 三条市 月岡字綾ノ前2783番地1 マルソーグループ企業内保育所月岡わくわくちびっこ園

307 新潟県 新潟市 中央区白山浦2-660-1 （仮称）ニチイキッズ新潟保育園
308 新潟県 新潟市 西蒲区　打越丙160番地1 マルソー企業内保育所
309 新潟県 新発田市 金谷野田215-31 あけぼの保育園
310 新潟県 長岡市 川崎6-866-7 （仮称）ニチイキッズ長岡保育園
311 新潟県 長岡市 南陽1丁目2740番地 ゆにおんの杜南陽保育園
312 新潟県 長岡市 川崎町2041番地 長岡中央綜合病院たんぽぽ保育園
313 富山県 高岡市 オフィスパーク9-1塩谷オフィスパークビル 高岡オフィスパークなのはな保育園
314 富山県 南砺市 松原678番地1 あすなろ保育園
315 富山県 富山市 二口町1-2-4 （仮称）ニチイキッズ富山保育園
316 石川県 金沢市 西都1-63 にじいろてんし　県庁前
317 石川県 金沢市 弥生2-9-14 グリーンパレス弥生 にじいろてんし　弥生
318 石川県 金沢市 駅西本町4-3-1 （仮称）ニチイキッズ金沢保育園
319 石川県 金沢市 玉鉾2-507 かなう保育園
320 石川県 金沢市 戸板二丁目78、79、80、81、82、96、97、98、99番 （予）のびのびこども園
321 石川県 白山市 曽谷町土地区画整理事業地内18街区3-1～12 小陽羽里こども園
322 福井県 越前市 塚町28-25-5 まちや保育園
323 福井県 三方上中郡若狭町 市場24-16-1,16-2 嶺南こころの病院　院内保育所（仮称）
324 福井県 福井市 手寄1丁目7-23　駅東さくらビル2階 Ｓmiley Ｋid’s
325 山梨県 中央市 布施2106-1 ふれんどぱーく
326 山梨県 笛吹市 石和町窪中島134-1 OLive保育園
327 山梨県 富士吉田市 新西原4-1463-1 富士急行保育所（仮称）
328 長野県 塩尻市 広丘原新田571-5、571-6 ハートフルキッズ広丘保育園
329 長野県 松本市 中央4丁目1371番地22　他 イオンモール松本 1F イオンゆめみらい保育園 松本
330 長野県 松本市 渚1丁目7番45号 まるのうち保育所
331 長野県 長野市 南長池208 綿半ホームエイド事業所内託児所
332 長野県 長野市 青木島4丁目4-5 青木島ショッピングパーク3F マムズ保育園（仮）
333 長野県 北安曇郡松川村 419-1 安曇野シュタイナー保育園（仮称）
334 岐阜県 可児市 広見北反田1957-2 スマイルネストバロー広見保育園
335 岐阜県 可児市 二野字山根2187番20、2187番21、2194番2､2194番3、2194番4 にののこ保育園
336 岐阜県 各務原市 鵜沼山崎町3丁目1番地 ひまわり
337 岐阜県 各務原市 須衛町3丁目136番地 サンバレーかかみ野事業所内保育所「それいゆ」

338 岐阜県 各務原市 那加雄飛ケ丘町18番45 （仮称）　笑顔いちばん事業所内保育所
339 岐阜県 岐阜市 河渡4丁目97番3 和光会保育園バンビ
340 岐阜県 岐阜市 北鶉３丁目16 スマイリーらんど
341 岐阜県 岐阜市 敷島町６丁目９番3号 プリムローズビル サン・キッズ（仮）
342 岐阜県 岐阜市 柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜 （仮称）ニチイキッズ岐阜保育園
343 岐阜県 岐阜市 西島町2番5,6 梅田クリニック保育園（仮称）
344 岐阜県 岐阜市 徹明通8-1-3 ともいき会保育園キララ（仮称）
345 岐阜県 岐阜市 茜部寺屋敷2丁目41-2番地 おひさまのゆりかご
346 岐阜県 高山市 新宮町1520 きりん保育園
347 岐阜県 瑞穂市 野田新田字番口3991番 （みずほ野田）いな穂すくすく保育園
348 岐阜県 多治見市 平井町4-73 けやき保育所（仮称）
349 岐阜県 大垣市 外渕2丁目92番地 キートスガーデン保育園
350 岐阜県 大垣市 南若森町328番地 ルンルン
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351 静岡県 伊東市 玖須美元和田716-179 夢きらら保育所
352 静岡県 下田市 吉佐美1077-16 みくら保育園
353 静岡県 掛川市 下侯字今堤762番1　他 カンガルーム掛川
354 静岡県 掛川市 上土方工業団地29-28クオリテックファーマ静岡工場内 QTPメロンハウス保育園
355 静岡県 湖西市 駅南３丁目5868-1 PEVEモリの子保育園
356 静岡県 御殿場市 深沢1312 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）

357 静岡県 三島市 松本291-1 ぷてぃふる
358 静岡県 焼津市 小土1067-3 (仮称）JA大井川事業所内保育所
359 静岡県 焼津市 西小川５丁目17-16,17,18 岡本石井病院事業所内保育所（仮）
360 静岡県 焼津市 小柳津615-1他4筆 にしやいづ保育所
361 静岡県 裾野市 御宿1500 矢崎グループ裾野保育園
362 静岡県 静岡市 駿河区中吉田10-76 中吉田保育園
363 静岡県 袋井市 愛野東一丁目6番地の4 愛ノ宮保育園
364 静岡県 袋井市 久能2370-1　101号 　院内保育所　ふくろうのもり
365 静岡県 磐田市 立野2003-4/2003-5 アイキューブ保育園（仮）
366 静岡県 浜松市 東区下石田町1782-1 伊藤ビル さんくすキッズ
367 静岡県 浜松市 東区国吉町339-2 ひだまり保育園
368 静岡県 浜松市 中区高丘東四丁目38-22 ぬくもりのおうちママサポート保育浜松園
369 静岡県 浜松市 東区大蒲町120番地1 キッズハウス
370 静岡県 浜松市 西区舘山寺町2003-2 遠鉄グループ　保育園かんざんじ
371 静岡県 浜松市 中区上島4丁目761-1 遠鉄グループ　保育園かみじま
372 静岡県 浜松市 東区上西町1020-1　浜松プラザフレスポ2F （仮称）都市型保育園ポポラー　浜松プラザフレスポ園

373 静岡県 浜松市 西区大山町2957-1 てんとうむし東山保育園
374 静岡県 富士宮市 大宮町29-6 中野ビル (仮称）ナーサリー　おはな
375 静岡県 富士市 南町1-32 （仮称）院内保育所　すくすく　
376 愛知県 あま市 七宝町安松8丁目92番地 ちびっこ園
377 愛知県 愛西市 町方町二ツ橋101-2 デイサービスアンの家託児所
378 愛知県 安城市 高棚町中島138 FEEL でっかいどう!! 内 マミーズ保育園 FEEL でっかいどう!!
379 愛知県 安城市 三河安城東町2-2-1 リトルパインキッズルーム（仮）
380 愛知県 一宮市 中町1丁目6番5の一部、6番6 (仮)中町保育園
381 愛知県 稲沢市 大塚北9-45. 竜ちゃんルーム
382 愛知県 岡崎市 樫山町字丸峰1番地3 額田ささゆりの里保育所
383 愛知県 春日井市 松河戸町字村中1099番 松河戸モグ保育園
384 愛知県 春日井市 中央台１丁目１－６ ベティさんの家キッズルーム　高蔵寺
385 愛知県 春日井市 八田町5丁目16番5 ホンダロジコム株式会社
386 愛知県 小牧市 新小木二丁目３４ 木の保育園　こもれ陽
387 愛知県 瀬戸市 紺屋田町93-106 すくすくキッズ
388 愛知県 瀬戸市 暁町3-143 富士特殊紙業株式会社
389 愛知県 大府市 森岡町6丁目367番地の一部 （仮称）長屋心
390 愛知県 知多郡東浦町 大字緒川字雁狭間山1-21 キッズホームうのさと茜邸
391 愛知県 知多郡武豊町 梨子ノ木9-44 チャイルドケア
392 愛知県 知多市 にしの台4丁目24番地1 マリーアグランマ保育園にしのだい園（仮称）

393 愛知県 知多市 新知東町42-2 42-3 フェリーチェ チャイルドスクール 
394 愛知県 長久手市 長配2丁目802 memorytree長配保育園
395 愛知県 長久手市 長久手中央　土地区画整理事業地内5・10・11街区 イオンモール長久手1階 イオンゆめみらい保育園長久手
396 愛知県 長久手市 神門前43番 （仮称）イケア長久手ダーギス
397 愛知県 東海市 加木屋町内堀136-2 ナカミライズ保育園
398 愛知県 日進市 梅森台2-216ネイティブプレース梅森1F memorytree梅森台保育園
399 愛知県 日進市 竹の山四丁目2401番地 ポトスナーサリースクール（仮称）
400 愛知県 日進市 浅田町西前田33-3 　kids　olive
401 愛知県 半田市 協和町2-94 エンジェルこどものいえ
402 愛知県 半田市 新池町2丁目201の32 さくら保育園
403 愛知県 半田市 青山1-1-1 C-FESTA 内 マミーズ保育園 C-FESTA
404 愛知県 半田市 住吉町7丁目15.16.17 おおきなかぶ保育園
405 愛知県 半田市 新池町２丁目２０３番地１６ たいようの家
406 愛知県 半田市 星崎町二丁目201番地の10 ひよこ
407 愛知県 豊橋市 飯村北2-11-7 （仮称）べびーきっずくらぶ
408 愛知県 豊橋市 曙町字若松109-2 109-3 めいめい　あけぼの
409 愛知県 豊川市 千両町上西ノ谷75-1、80-1、81-1 特別養護老人ホーム　せんりょう万両（仮称） らら
410 愛知県 豊田市 竹元町荒子15番地 豊田タケイチ会病院
411 愛知県 豊田市 大林町十丁目1番地11 キッズルームハグくみ豊田大林店(仮称)
412 愛知県 豊田市 栄町7丁目4番地の12ファミール栄107 キッズルームハグくみ豊田
413 愛知県 豊田市 元宮町２丁目１１番地 リブレ元宮 キッズルーム ぷろん
414 愛知県 北名古屋市 石橋大日76番 (仮)石橋こども園
415 愛知県 名古屋市 守山区高島町45番地　ハイグレージュM201 ＲＥＨＡＦＩＴ　ＫＩＤＳ
416 愛知県 名古屋市 中村区牛田通1丁目30 保育所じょうさい
417 愛知県 名古屋市 緑区鳴海町向田151 ムカエダビル１階 ぴーかぶーなるみ
418 愛知県 名古屋市 中区栄1-21-10 つばめ第２栄ビル　３階 あんしんキッズ保育園
419 愛知県 名古屋市 西区庄内通一丁目40番地 ミユキモール住宅棟１階　N区画 学びメイク保育園
420 愛知県 名古屋市 中川区大平通6-8-1 キッズランド太平通店
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（別紙３）助成決定施設の所在地（３月１６日現在）

No 設置場所 番地 保育施設名

421 愛知県 名古屋市 南区三吉町82-2 eagle HOUSE
422 愛知県 名古屋市 緑区神沢三丁目114番地 健生キッズベア
423 愛知県 名古屋市 北区丸新町109 日研工業事業所内保育所
424 愛知県 名古屋市 緑区大将ヶ根1丁目2602 memorytree大将ヶ根保育園
425 愛知県 名古屋市 中村区栄生町8-1 マーベラス栄生1Ｆ （仮称）ニチイキッズ名古屋保育園
426 愛知県 名古屋市 南区堤町2-68-2 新日本ウエックス　託児所
427 愛知県 名古屋市 千種区田代本町通2丁目1番地2階 ぬくもりのおうち保育　企業主導型保育LDK園

428 愛知県 名古屋市 緑区浦里5丁目252番地 Suku　Suku　Nursery　School
429 愛知県 名古屋市 天白区天白町大字平針字大根ヶ越189番地2 くるみナーサリールーム
430 愛知県 名古屋市 西区上名古屋2-1-7　コンセール浄心1F キッズルームさっか
431 愛知県 名古屋市 昭和区滝川町31-48 ぽかぽか保育園
432 愛知県 名古屋市 港区川園1丁目111番地 東京インテリアナーサリー
433 愛知県 名古屋市 港区西茶屋2丁目11 イオンモール名古屋茶屋1階 イオンゆめみらい保育園名古屋茶屋
434 愛知県 名古屋市 緑区神沢二丁目1409番地 健生ナーサリー
435 愛知県 弥冨市 神戸5-20 たんぽぽ保育所
436 三重県 伊賀市 緑ヶ丘本町1606 ハートランド保育園　ことりの丘
437 三重県 伊勢市 小俣町明野1308番地 （仮称）ケアパートナー森伸　小俣保育所
438 三重県 桑名市 長島町福吉265 キッズプラザながしま
439 三重県 四日市市 南納屋町15-9 SWSこねくとキッズ四日市
440 三重県 四日市市 下海老町字平野115-5 mimi
441 三重県 津市 豊が丘5丁目47番6号 愛の園保育園
442 三重県 津市 一身田平野726番地6 津やる気保育園
443 三重県 名張市 桜ヶ丘3110-1 伊賀やる気保育園
444 三重県 鈴鹿市 三日市南3丁目2005-1 SWSこねくとキッズ鈴鹿
445 三重県 鈴鹿市 西条6丁目40中島ビル グリーンストック保育園
446 滋賀県 湖南市 菩提寺2093-4 ロマンキッズ
447 滋賀県 草津市 山寺町笹谷529-4 ナミコス事業所内託児施設
448 滋賀県 草津市 野路町19-3 元気ひろば保育園
449 滋賀県 大津市 御幸町1-57 （仮称）ニチイキッズ大津保育園
450 滋賀県 大津市 真野4丁目1168-1 多世代交流センター　真野しょうぶ苑（仮称）
451 滋賀県 長浜市 八幡中山町393番地1 託児所　ひまわり
452 京都府 京田辺市 田辺中央6-4-4 やすらぎ保育園
453 京都府 京都市 南区東九条下殿田町70 京都テルサ 京都府民総合交流事業団保育所
454 京都府 京都市 右京区嵯峨広沢南野町60-6 保育ルームOhana
455 京都府 京都市 南区上鳥羽塔ノ本35-2 都タクシー保育園(仮称）
456 京都府 京都市 西京区山田平尾町51番28,51番32、66番1 京都社会事業財団法人内保育所（仮称）
457 京都府 京都市 上京区河原町通広小路上る梶井町465 学内保育所「くすのき」
458 京都府 京都市 中京区聚楽廻西町186-63・186-54 洛和イリオス保育園（仮称）
459 京都府 京都市 左京区岩倉幡枝町585-5 はたえだ保育園（仮称）
460 京都府 京都市 山科区西野山中鳥井町132-24 　NOAH KIDS
461 京都府 向日市 寺戸町七ノ坪139 ベアティ洛西口2F （仮称）ニチイキッズ京都保育園
462 京都府 舞鶴市 北浜町3-9 （仮称）スマイル保育ルーム
463 京都府 木津川市 梅美台二丁目1-1 フレンド保育園（仮称）
464 大阪府 茨木市 大手町10-25 アルカサールセリジェ大手町1F スマイルキッズ茨木
465 大阪府 羽曳野市 はびきの5丁目23番6号 チビッコハウスひまわり
466 大阪府 羽曳野市 南恵我之荘5-2-26 むすび
467 大阪府 河内長野市 天野市906-2 グリーンキッズクラブ
468 大阪府 貝塚市 南町4-16 貝塚保育所 あいうえお（仮）
469 大阪府 貝塚市 秬谷649-1 秬谷保育所 あいうえお（仮）
470 大阪府 交野市 私部西1-31-2 スマイルキッズ交野
471 大阪府 高槻市 城北町１丁目５−３０ アビタ細川たかつき ＲＩＣホープ高槻保育園
472 大阪府 高槻市 名神町17-6 仮称）みどりヶ丘保育園
473 大阪府 高槻市 宮野町7-1 みらい保育園
474 大阪府 高槻市 大塚町5-31-1 大塚いきいき園
475 大阪府 阪南市 下出39番地7　 尾崎保育所 あいうえお（仮）
476 大阪府 堺市 堺区竜神橋町2-3-1 ステュディオ堺フェニックス （仮称）ニチイキッズ堺東保育園
477 大阪府 堺市 堺区神南辺町1丁45番地1 大阪第一交通事業所内保育所
478 大阪府 堺市 東区丈六171-48 サニーサイド北野田園
479 大阪府 守口市 南寺方東通5丁目22番6号 本社前マンション トモエこぐま保育園
480 大阪府 守口市 本町1-7-21 ラグーナ本町 きらほし保育園
481 大阪府 守口市 八雲中町2丁目　16-1・16-2・18-1 愛泉保育園
482 大阪府 泉佐野市 泉州空港北1 ポピンズナーサリースクールＫＩＸ
483 大阪府 泉大津市 東豊中町2丁目6-37 （仮称）ローズキッズクラブ
484 大阪府 泉南郡岬町 深日1484番1 花水木保育園
485 大阪府 泉南市 樽井5-39-3 みらい☆えみふるキッズ
486 大阪府 大阪市 住吉区南住吉3丁目1-10 オハナ保育園
487 大阪府 大阪市 中央区谷町三丁目－１－１１ 大晋第二ビル１階 ふり～保育園
488 大阪府 大阪市 都島区片町１－２－１６ なないろ京橋保育園
489 大阪府 大阪市 淀川区西中島6丁目7-5　アサノビル101号 ぬくもりのおうち企業主導型保育新大阪
490 大阪府 大阪市 都島区片町2-10-6 SAKRAS城 2階 きぼう保育園
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491 大阪府 大阪市 西区靱本町二丁目5-12 靭公園プライマリーワン ロータスナーサリー靭公園
492 大阪府 大阪市 住吉区山之内一丁目25番15号 かけはし保育園
493 大阪府 大阪市 生野区巽中1-23-26 キッズランド巽中
494 大阪府 大阪市 西区靱本町1-7-17 ラシーヌ四ツ橋 1.2F （仮）くれよんきっず保育園 さくら
495 大阪府 大阪市 中央区森ノ宮中央1丁目14番12号 あそしえいと創
496 大阪府 大阪市 天王寺区船橋町6-9 キッズランド真田山舟橋店
497 大阪府 大阪市 東住吉区公園南矢田3丁目１番29 キッズランド公園南矢田店
498 大阪府 大阪市 住吉区山之内3-3-12　中川ビル2階 なでちゃん保育園
499 大阪府 大阪市 中央区瓦町3-5-7野村不動産御堂筋ビル６階 アドキッズ
500 大阪府 大阪市 西区川口2-4-2 学働館・関生1F ベルキッズ保育園
501 大阪府 大阪市 中央区今橋3-2-20 洪庵日生ビル （仮称）ニチイキッズ大阪中央保育園
502 大阪府 大阪市 天王寺区上本町8-2-1 （仮称）ニチイキッズ大阪天王寺保育園
503 大阪府 大阪市 北区紅梅町２番２号 カザリーノⅡ　２階 （仮）南森町保育園
504 大阪府 大阪市 西成区南津守3丁目1番63号 南大阪第一交通事業所内保育所
505 大阪府 大阪市 福島区福島5-6-38 ラグザ大阪レジデンス ここはぐ　ラグザ大阪保育園（仮）
506 大阪府 大阪市 住吉区住道矢田６丁目２番２４号 キッズランド・東住吉（仮称）
507 大阪府 大阪市 西淀川区柏里3-12-24 きらら　つかもと保育園
508 大阪府 大阪市 中央区石町2-5-3 エル・おおさか（大阪府立労働センター）南館2階 （仮称）ｷｯｽﾞもみの木
509 大阪府 大阪市 中央区南船場3-2-4 南船場ユーズビル1階 （仮称）テノ・サポート事業所内保育所
510 大阪府 大阪市 中央区南久宝寺3丁目1番2号 Animo Kids 本町園
511 大阪府 大阪市 西区南堀江3-13-5-102ウェリナ626 ソフィア南堀江保育園　企業内保育園
512 大阪府 大阪市 北区大淀南1丁目3 平成保育園
513 大阪府 大阪市 北区松ヶ枝町7-7 フジオひまわり保育園
514 大阪府 大阪市 西区本田2-5-23　Resiur－H　HONDEN　1階 ひまわり保育園　九条
515 大阪府 大阪市 東住吉区駒川1丁目9番7号 保育所　ピーチランド東住吉園
516 大阪府 大阪市 住吉区住道矢田6-9 照ヶ丘保育ルーム
517 大阪府 大阪市 天王寺区夕陽丘町4番２ 蓮美幼児学園夕陽丘プリメール
518 大阪府 大阪市 西区江之子島1-1-9 アリス保育園
519 大阪府 大阪市 住吉区南住吉3丁目99-2（番地） 第二聖和保育所
520 大阪府 大阪市 天王寺区小橋町2-12 上本町NEXTAGE　1F チックアンドヘン鶴橋園
521 大阪府 大阪市 平野区背戸口3丁目4番14号1F カンガルーママ保育園
522 大阪府 大阪市 平野区平野北2丁目12-12 平野北保育所　あいうえお（仮）
523 大阪府 大阪市 北区西天満5-9-3 西天満保育所 あいうえお（仮）
524 大阪府 大阪市 北区東天満1-6-8　ラシーヌ東天満101号室 ななつぼし保育園
525 大阪府 大阪市 阿倍野区阪南町2丁目19 蓮美幼児学園　阿倍野プリメール
526 大阪府 大阪市 城東区関目6丁目15番29号 （仮称）まき保育園「ふれあい」
527 大阪府 大阪市 大正区鶴町2丁目23-28 東京インテリアナーサリー大阪
528 大阪府 東大阪市 長瀬町1丁目991 （仮称）かわちのキッズルーム
529 大阪府 東大阪市 西鴻池町1-1-41 鴻池新田保育所　あいうえお（仮）
530 大阪府 東大阪市 渋川町3-93-1 株式会社万代　事業所内保育所（仮）
531 大阪府 八尾市 若林町1-87クロスティ八尾南壱番館１階 すまいる保育園八尾南
532 大阪府 八尾市 八尾木北6-43-2　ディアハイムツジ203 Ｓhalom　Ｋids保育園
533 大阪府 八尾市 春日町1丁目14番地3 たまご保育園
534 大阪府 豊中市 上新田1-6-27奥井ビル１０１号室 ほうせんかキッズクラブ桃山台
535 大阪府 豊中市 寺内2-4-1 みらい保育園
536 大阪府 豊中市 新千里南町3丁目2番地122 えいじゅ・とよなか保育園
537 大阪府 枚方市 津田山手二丁目895番43 吉泉保育園
538 兵庫県 芦屋市 呉川町5-12 茶屋呉川保育園
539 兵庫県 加古川市 野口町二屋1-1 （仮称）ニチイキッズ加古川保育園
540 兵庫県 高砂市 荒井町扇町9-3-3 わくわくキッズ　はんぎ
541 兵庫県 三田市 すずかけ台１－１２ 複合施設まんかい 保育施設まんかい
542 兵庫県 洲本市 小路谷7番地3 ホテルニューアワジ保育所
543 兵庫県 神戸市 中央区下山手通5丁目12番26号 神戸県庁前ﾋﾞﾙ2・3F 元町オリーブ保育園
544 兵庫県 神戸市 中央区山本通1丁目7番11号 北野オリーブ保育園
545 兵庫県 神戸市 兵庫区中之島2丁目1番5 外 イオンモール神戸南 1F イオンゆめみらい保育園 神戸南
546 兵庫県 神戸市 兵庫区湊川町4丁目6-8 カンサイマンションB1階 Hope Picture 保育園
547 兵庫県 神戸市 灘区岩屋北町7-3-2灘ステーションビル4F 灘ステーション保育園
548 兵庫県 神戸市 西区井吹台東町2丁目13番地 なでしこ園
549 兵庫県 神戸市 中央区下山手通4-10-2 広栄ビル 神戸エミリアプリスクール
550 兵庫県 神戸市 中央区八幡通4-2-14 （仮称）ニチイキッズ神戸保育園
551 兵庫県 神戸市 兵庫区中道通1丁目3-15 神戸ワールド保育園
552 兵庫県 神戸市 東灘区御影塚町3 保育ルーム　まんぷく御影園
553 兵庫県 神戸市 長田区浜添通1-2-6西神戸朝鮮初級学校1階 アイ神戸
554 兵庫県 神戸市 垂水区塩屋町字大谷671番291　671番224 キッズブライト・ジェームズ山保育園
555 兵庫県 神戸市 北区山田町下谷上字中一里山14 神港園保育園
556 兵庫県 神戸市 垂水区小束台868番37の一部 （仮称）キッズエクレ
557 兵庫県 神戸市 兵庫区駅前通5-3-6 仮称）神戸市立医療センター西市民病院　院内保育所

558 兵庫県 神戸市 中央区港島南町1丁目2ほか 株式会社　東京インテリア家具　神戸支店
559 兵庫県 神戸市 垂水区西舞子3-9-10 チャイルドハート保育サロン　舞子園
560 兵庫県 神戸市 中央区旭日通3-2-10 ミクスケア事業所内保育所
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（別紙３）助成決定施設の所在地（３月１６日現在）

No 設置場所 番地 保育施設名

561 兵庫県 神戸市 中央区花隈町21-18 こぐまえん
562 兵庫県 神戸市 東灘区本庄町1-8-13　オルテンシアKOBE1階 茶屋本庄保育園
563 兵庫県 西宮市 樋之池町２４－４ SRビル　２F　202 アイリスプライベートスクール　ルミエール
564 兵庫県 西宮市 岡田山7-54 関西学院ぽぷら保育園（仮称）
565 兵庫県 西宮市 甲子園九番町158番47 （仮称）ローズキッズ甲子園
566 兵庫県 西脇市 黒田庄町田高326-1 西脇さくら保育園
567 兵庫県 尼崎市 上坂部3-29-8 ハルム保育園
568 兵庫県 尼崎市 南武庫之荘3丁目11-2　ユニテック武庫之荘 武庫之荘キッズサポート保育園
569 兵庫県 尼崎市 杭瀬北新町1丁目13-1 くいせ　こどもの駅（仮称）
570 兵庫県 姫路市 北原３１３―１３ アイランド保育所
571 兵庫県 姫路市 西駅前町73　姫路ターミナルスクエア3階 姫路駅前保育園　ニコパらんど
572 兵庫県 姫路市 下手野1-6-21 グローリーキッズホーム
573 兵庫県 宝塚市 弥生町2-2 宝塚すみれ栄光園 宝塚すみれ保育園
574 兵庫県 明石市 大久保町茜169番 たっち２
575 兵庫県 明石市 和坂11番３号　生瀬第一ビル202号 もっちゃんくらぶ
576 兵庫県 明石市 大久保町福田2-5-3 こぐまキッズルーム
577 兵庫県 揖保郡 太子町東南61-15 太子保育園（仮称）
578 奈良県 磯城郡田原本町 大字保津55番地6、7及び56番7 （仮称）ゆかりの里苑保育園
579 奈良県 橿原市 飯高町7-1 事業所内保育所　橿原の郷
580 奈良県 香芝市 穴虫3300-3 医療法人藤井会香芝生喜病院付属すみれ保育園

581 奈良県 生駒郡三郷町 勢野北4-3-5 ハートランド保育園　こうさぎの森
582 奈良県 生駒市 上町1082-1,1083,5657 いこいの家26NRS
583 奈良県 大和郡山市 田中町728 あゆみ保育園
584 奈良県 奈良市 高天市町22-3 （仮称）たかまいち保育園
585 奈良県 奈良市 三条本町4-32 （仮称）ニチイキッズ奈良保育園
586 奈良県 奈良市 大和田町1166 のぞみ保育園
587 奈良県 奈良市 二条町3-90-64 西大寺こども園
588 和歌山県 紀の川市 大字名手市場字黒代298-3 （仮）光栄会保育園
589 和歌山県 西牟婁郡上富田町 岡1406-1 あやとり保育園
590 和歌山県 和歌山市 三木町中ノ丁15和歌山フコク生命ビル2Ｆ （仮称）ニチイキッズ和歌山保育園
591 和歌山県 和歌山市 築港3丁目20番4号 和歌山ナーサリースクール
592 和歌山県 和歌山市 船所39-1 （仮称）エスポワール保育所
593 和歌山県 和歌山市 布引字東畑13番3,13番7 紀三福祉会保育園(仮称）
594 和歌山県 和歌山市 神前508-1、515-1 （仮称）島精機製作所企業内保育園
595 和歌山県 和歌山市 鳴神129-5 奏保育園
596 鳥取県 鳥取市 末広温泉町203 鳥取生協病院院内保育所
597 鳥取県 米子市 八幡714-1 南クローバー保育園
598 鳥取県 米子市 皆生温泉3-2-5 北クローバー保育園
599 鳥取県 米子市 祇園町1丁目26番 よなごキッズガーデン(予定）
600 鳥取県 米子市 二本木977番1　977番4　977番5　976番2 二本木クローバー保育園（仮）
601 鳥取県 米子市 新開6丁目11-16 企業・地域型保育園　きら☆きら
602 島根県 益田市 乙吉町イ109 未決定
603 島根県 松江市 上乃木4-30-34 （仮称）ニチイキッズ松江保育園
604 岡山県 岡山市 北区駅元町1-5 ポストメイト保育園・ホテルグランヴィア岡山
605 岡山県 岡山市 南区築港元町14-1 ちるりら保育園
606 岡山県 岡山市 北区津島新野1-5-26 （仮称）ニチイキッズ岡山保育園
607 岡山県 岡山市 北区大元上町14-25 スタックⅢビル スマイル
608 岡山県 岡山市 中区高屋17-2　旧MR棟 いちご保育園
609 岡山県 岡山市 東区瀬戸町瀬戸12-1 ハートフル多聞　キッズルーム
610 岡山県 岡山市 北区表町一丁目4番33号　表町1丁目ビル1F (仮称)都市型保育園ポポラー　岡山表町園
611 岡山県 新見市 高尾2322-1 さくらんぼ保育園（仮称）
612 岡山県 赤磐市 大苅田１１０４－１ のびのびぞうさん保育園
613 岡山県 倉敷市 新倉敷駅前三丁目130番 ドルフィン・メイトこども園
614 岡山県 倉敷市 笹沖125番6 （仮）そうしんかい　ぽっ歩保育園笹沖園
615 岡山県 倉敷市 白楽町字下ノ瀬292-3の一部他 （仮称）倉敷成人病センター保育園
616 岡山県 備前市 木谷220-4 くまのこ保育園
617 広島県 安芸郡海田町 寺迫2-5393-3 わいわい保育園
618 広島県 呉市 中通２丁目8-18 にいたにゆめのおか保育園
619 広島県 広島市 安佐南区西原４丁目35-21 VIVRE西原101 おうち保育　ももの家
620 広島県 広島市 西区三篠町2-9-23 日野商会ビル 成和キッズアカデミー
621 広島県 広島市 中区榎町2-15 榎町ビューロー1F （仮称）ニチイキッズ広島保育園
622 広島県 広島市 西区中広町3-23-1　23-2 セブンイレブン・ジャパン事業所内保育所（仮称）

623 広島県 広島市 西区庚午北2-6-18タカスハイツ1階 アラキッズルーム
624 広島県 広島市 安佐南区八木1-20-12 peekabooせせらぎ保育園
625 広島県 広島市 東区牛田本町五丁目1505番66 レインボー光明
626 広島県 広島市 安芸区矢野新町1丁目2番15号 石﨑本店内保育園（仮称）
627 広島県 広島市 中区中町1-29　ラ・テール袋町公園前2F ｐeekaboo保育園
628 広島県 広島市 安芸区中野6丁目8-2 すくすく保育園
629 広島県 広島市 西区山田町34-22、34-23 ふたばすくすく保育園
630 広島県 広島市 安佐南区東原3丁目11-16　ボヌール2 ふれあい保育園東原（仮称）
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（別紙３）助成決定施設の所在地（３月１６日現在）

No 設置場所 番地 保育施設名

631 広島県 廿日市 市宮内工業団地1-9 ひだまり保育園
632 広島県 廿日市 市串戸3-1-6 にこにこキッズ
633 広島県 府中市 高木町20番地1 きらめき保育園
634 広島県 福山市 春日町浦上1201-1 ありがとう保育園
635 広島県 福山市 入船町2丁目2-3穴吹ビューティ専門学校 学校法人穴吹学園　穴カレ保育園　福山中央園

636 広島県 福山市 手城町三丁目10番13号 みつば保育園（仮称）
637 広島県 福山市 神辺町大字下御領上手樋町672-1,672-4 （仮称）亀川保育所
638 広島県 福山市 東町一丁目43番2、43番4 グッドライフ東町保育園
639 山口県 宇部市 大字中宇部字西岩田1570-1 ＹＩＣキッズ
640 山口県 下関市 長府侍町1-10-1 りすさんの保育室
641 山口県 山口市 小郡黄金町6-22 Ｕ　ＮＵＲＳＥＲＹ　新山口
642 山口県 周南市 久米327-228 （仮称）ニチイキッズ徳山保育園
643 山口県 防府市 駅南町6-8　他 防府駅南保育園（仮称）
644 徳島県 阿南市 富岡町第住町414-1 Ｓｔａｒｒｙ保育園
645 徳島県 徳島市 八万町（橋本）85番1 協立病院事業所内保育所
646 徳島県 徳島市 徳島町２丁目２０番地専門学校穴吹デザインビューティカレッジ 穴吹チャイルド（仮称）
647 徳島県 徳島市 北田宮3-663-1 （仮称）ニチイキッズ徳島保育園
648 徳島県 徳島市 一番町3-8　日新ビル ネクストD保育園
649 徳島県 徳島市 川内町平石夷野224-16 ビーンスターク保育園とくしま
650 香川県 観音寺市 村黒町597-1 （仮称）新みどり園
651 香川県 高松市 庵治町4151-7 あじの里保育園
652 香川県 高松市 松縄町２８－１１ 保育園アルペジオ高松松縄町園
653 香川県 高松市 福岡町３丁目３－２５ １F アドミック福岡保育園
654 香川県 高松市 西の丸町１４－１０専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ （仮称）穴吹チャイルド
655 香川県 高松市 天神前11-27カサール三石庵ビル1Ｆ （仮称）ニチイキッズ高松保育園
656 香川県 高松市 郷東町116番地1 さくらの杜保育園
657 香川県 高松市 松縄町34-4 勝田テナント 松縄なちゅれ保育園
658 香川県 高松市 一宮町880-1 エンジェル
659 香川県 高松市 屋島西町2484-11 スマイル保育園
660 香川県 坂出市 谷町１丁目4-13 バンビーノ保育園
661 香川県 坂出市 大屋冨町3100-13 にじいろ保育園
662 香川県 三豊市 山本町辻585番地 愛幸こども園
663 香川県 木田郡 三木町池戸2362番地 託児所　くすの木
664 愛媛県 松山市 南吉田町371-2 アロハエンジェルスクール空港園
665 愛媛県 松山市 東野６丁目甲911-56 ひがしの保育園
666 愛媛県 松山市 北立花町2-11 あすは保育園
667 愛媛県 松山市 大手町二丁目1番地3 松山リエール保育園　（仮称）
668 愛媛県 松山市 中野町800番地 君子園
669 愛媛県 松山市 朝生田町5丁目3番28号福仙ビル1F ジャックと豆の木園　あそうだ園
670 愛媛県 松山市 祝谷6丁目1229 松山ベテル病院保育園
671 愛媛県 松山市 北土居町3丁目2-25 エルパティオ保育園
672 愛媛県 松山市 古三津4丁目619番地 めぐみ保育園
673 愛媛県 松山市 三番町5-10-2、10-14 検討中
674 愛媛県 松山市 和泉北２丁目3－22 三福5ｓｔａｒインターナショナル　和泉北保育園

675 高知県 高知市 城見町８－６ 夢工房　しろみ
676 高知県 高知市 南御座7-36 （仮称）ニチイキッズ高知保育園
677 高知県 高知市 駅前町１－２４野並会ビル キッズルーム　あいあい
678 高知県 高知市 西塚ノ原29-1 旭福の種保育園
679 福岡県 遠賀郡遠賀町 大字鬼津字西谷3524-4 ひびき
680 福岡県 古賀市 薬王寺1348-1 大富保育園
681 福岡県 宗像市 石丸1丁目3-1 なかよし保育園
682 福岡県 小郡市 大坂井1143-1 こぐま子どもの家
683 福岡県 小郡市 三沢字北立石5432-1（一部5394-1） すずみ保育園（仮称）
684 福岡県 糟屋郡 長者原西三丁目3番1号 クレイン保育園（仮称）
685 福岡県 糟屋郡志免町 別府北２丁目１４番１号 イオン福岡東店 イオンゆめみらい保育園福岡東
686 福岡県 糟屋郡志免町 志免2-1-20-2 ラズリ保育園
687 福岡県 糟屋郡志免町 別府１丁目２２－２７ みなみの風ファミリー保育園
688 福岡県 糟屋郡粕屋町 長者原東6丁目11-10 （仮称）あいらんど保育園　福岡園
689 福岡県 太宰府市 通り古賀3-100 まどか保育園
690 福岡県 太宰府市 大佐野1-6-30 ルミエール保育施設
691 福岡県 大牟田市 上白川町1-246 すこやか保育園
692 福岡県 大牟田市 東新町1-3-9 ありじゅくきっず
693 福岡県 大牟田市 歴木729 マリアゆめのもり保育園
694 福岡県 大牟田市 小川町30番地1 （仮称）てとてのたまご
695 福岡県 大野城市 中央1-13-8 おおりん保育園
696 福岡県 大野城市 大池二丁目1番12 未定
697 福岡県 大野城市 大字牛頸1034-5 （仮称）筑紫南ヶ丘病院事業所内託児所
698 福岡県 筑後市 久富667-3 ぶどうの樹げんき塾
699 福岡県 筑後市 鶴田606 そおう保育園（仮称）
700 福岡県 筑紫野市 美しが丘南1-12-1 キッズ・キッズ保育園　筑紫野（仮称）
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（別紙３）助成決定施設の所在地（３月１６日現在）

No 設置場所 番地 保育施設名

701 福岡県 筑紫野市 石崎1丁目3-1 小西第一病院院内保育所(仮称)
702 福岡県 中間市 通谷1丁目36-2 ウエルキッズ
703 福岡県 朝倉郡筑前町 大久保133番3号 大久保保育所 大久保保育所
704 福岡県 朝倉市 一ツ木11153-1 アップル保育園（仮）
705 福岡県 直方市 下境字渡2586番地4 未定
706 福岡県 八女郡 広川町新代2339-12339-2.2342-2.2343 はなまる保育園
707 福岡県 飯塚市 花瀬 検討中
708 福岡県 飯塚市 庄司1924-1、1924-2 いずみ保育園（仮称）
709 福岡県 福岡市 早良区百道浜3-3-1　シーサイド百道浜南1F イクモ保育園
710 福岡県 福岡市 博多区冷泉町4-12-2F マミーハウス
711 福岡県 福岡市 東区青葉6丁目899-65、899-66 バンビ保育園
712 福岡県 福岡市 博多区博多駅南4丁目4-17 第5博多ＩＲ ＢＬＤ リトルワールド博多駅南保育園
713 福岡県 福岡市 中央区六本松4丁目6-15 キッズランド六本松店
714 福岡県 福岡市 博多区東光寺2-6-40 キッズランド東光寺
715 福岡県 福岡市 博多区那珂6丁目24-17 キッズランド那珂店
716 福岡県 福岡市 博多区博多駅前2-17-23 九勧清興ビル別館／ホテル日航福岡別館 (仮称)ホテル日航福岡事業所内保育所
717 福岡県 福岡市 博多区博多駅前3-30-15 キッズランド博多ライオンズ店
718 福岡県 福岡市 中央区渡辺通1-8-17 第一広隆ビル1F （仮称）ニチイキッズ福岡中央保育園
719 福岡県 福岡市 中央区平尾1丁目110-2 ひじり保育園
720 福岡県 福岡市 西区今宿町583 輝き保育園
721 福岡県 福岡市 早良区田隈二丁目1179-1他 ぺんぎん保育園
722 福岡県 福岡市 博多区堅粕5-8-15 リアリティ博多Ⅱ （仮称）ニチイキッズ博多保育園
723 福岡県 福岡市 中央区港2丁目11-23 かもめヒルズ１階 Kids Creative Room からふる
724 福岡県 福岡市 中央区高砂2丁目8-12 （仮称）高砂保育園
725 福岡県 福岡市 中央区薬院1-1-1 メディアファイブ保育園　薬院
726 福岡県 福岡市 城南区別府5丁目6番2号 中村学園あけぼの保育園
727 福岡県 福岡市 博多区上牟田1-19-21 ほっと　おひさまテラス
728 福岡県 福岡市 西区飯盛510-9 サンサン保育園
729 福岡県 福岡市 早良区百道浜2丁目1-22　福岡ＳＲＰセンタービル　1階112号室 ニチイキッズ福岡保育園
730 福岡県 福岡市 早良区四箇6丁目5番20号 ふきのとう
731 福岡県 福岡市 南区中尾1丁目10-7 グリーンケア子どもの家
732 福岡県 福岡市 博多区中呉服町4-26 kuukids 福岡
733 福岡県 福岡市 南区日佐5丁目332番1 光川会保育園
734 福岡県 福岡市 中央区今川2丁目1番17号 ゆかり保育園
735 福岡県 福岡市 中央区平尾1-110-2 四季のいろ保育園
736 福岡県 福津市 西福間2-1-16-2 すわ保育園
737 福岡県 豊前市 大字赤熊867-4 福の樹保育園
738 福岡県 北九州市 小倉北区大畠1－７－２５ 未定
739 福岡県 北九州市 小倉南区石田南二丁目179番地1 株式会社タカギ事業所内保育所(仮称）
740 福岡県 北九州市 若松区柳崎町4番 Hibikinada　Green　Farm　トマトの森保育園
741 福岡県 北九州市 戸畑区銀座二丁目 みどりの里
742 福岡県 北九州市 戸畑区西鞘󠄀ヶ谷町10番 検討中
743 佐賀県 佐賀市 久保泉町大字川久保赤井出2225-1 保育所ぴっころ
744 佐賀県 佐賀市 久保田町久富3459番地2 平成会かもめ保育園
745 佐賀県 佐賀市 鍋島3-5-15 （仮称）ニチイキッズ佐賀保育園
746 佐賀県 佐賀市 神園3丁目1646番1 子育て応援団ココロ
747 佐賀県 鳥栖市 本鳥栖町537-1フレスポ鳥栖2F SBI KIDS
748 長崎県 佐世保市 小佐々町葛籠278-1 長崎工場保育園
749 長崎県 大村市 東三城町44番地 みなみの保育園
750 長崎県 長崎市 恵美須町７番１２号 オックス．STAY　BLD 恵美須町保育園（仮）
751 長崎県 長崎市 新地町8-16ミナトパークビル2F （仮称）ニチイキッズ長崎保育園
752 長崎県 長崎市 文教町1番14号 文教保育園（仮称）
753 熊本県 宇城市 松橋町松橋1618-1 キッズランドこころ
754 熊本県 嘉島町 鯰1873-1 熊本回生会病院にじいろ保育園
755 熊本県 菊池郡菊陽町 武蔵ヶ丘２丁目９－１２ （仮称）　あいわ保育園
756 熊本県 菊池郡菊陽町 原水2970 あおぞら保育園
757 熊本県 玉名市 上小田1157-1番地 IQキッズゆうき園
758 熊本県 熊本市 東区小山町2493 白川の里保育園
759 熊本県 熊本市 東区保田窪1-5-36 サンウイングス1Ｆ （仮称）ニチイキッズ熊本保育園
760 熊本県 熊本市 中央区出水5丁目11-43 託児所スキップキッズ
761 熊本県 熊本市 西区谷尾崎町４３９－１ （仮称）　あいわ保育園
762 熊本県 熊本市 中央区新町2丁目4番1 コアラ保育園
763 熊本県 熊本市 東区長嶺南1丁目2255番56の一部 熊本赤十字病院院内保育所　オリーブ
764 熊本県 熊本市 東区小山2-27-5 ニコ保育園
765 熊本県 熊本市 東区長嶺南6丁目1886番6、1888番 （仮称）赤とんぼ保育園
766 熊本県 熊本市 中央区花畑町13-10　セカンドサイト5F ぷにっと保育園
767 熊本県 熊本市 南区出仲間9丁目7番30号 第二ムジカ保育園
768 熊本県 合志市 豊岡字二丁五反2354-1 豊岡保育園
769 熊本県 天草市 亀場町亀川榎木丸1701-2、1703-1 美野里保育園
770 熊本県 八代市 田中西町14-1-2 あすなろ保育園
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771 大分県 宇佐市 大字下拝田1403-1 九州工場保育園
772 大分県 速見郡日出町 藤原5707-28 キッズステーションようこくえん
773 大分県 大分市 皆春1606番地1 こーず保育園
774 大分県 大分市 都町3-1-5 あいむ保育園おおいた園
775 大分県 大分市 宮崎937番地1 シティタウン久永 みつよしひだまり保育園
776 大分県 大分市 大字玉沢1027-1 はなはなこどもルーム
777 大分県 大分市 羽屋188-1 マスビル1Ｆ （仮称）ニチイキッズ大分保育園
778 大分県 大分市 中島西1丁目5365番1 Magical Garden
779 大分県 大分市 大字竹中1403 パイナップル保育園
780 大分県 大分市 大字下群字山崎176-1 なかよしバンビーノ保育園
781 大分県 大分市 大字千歳1768番1他4筆 メグポン（仮称）
782 大分県 大分市 大字皆春字江添266-5 （仮称）みなはる保育園
783 大分県 別府市 石垣東10-2-33 あいむ保育園いしがき園
784 大分県 別府市 石垣東3丁目3-3 ひまわり保育園
785 宮崎県 宮崎市 錦町1-10 宮崎グリーンスフィア壱番館2F （仮称）ニチイキッズ宮崎保育園
786 宮崎県 宮崎市 大塚台東1丁目32番7 SUN KID'S保育園
787 宮崎県 宮崎市 高岡町高浜1495-72・1495-73の一部 さんこうこどもえん
788 宮崎県 日向市 大字財光寺字中ノ原1164番1 はらぺこあおむし
789 宮崎県 日南市 北郷町郷之原甲3598番地1 キッズルーム　はなたて
790 鹿児島県 姶良市 東餅󠄀田336 イオンゆめみらい保育園あいら
791 鹿児島県 肝属郡肝付町 富山1777-5 南の太陽保育園
792 鹿児島県 薩摩川内市 原田町2番46号 なでしこ保育所（仮称）
793 鹿児島県 指宿市 西方447番地1 ひまわりこども園（仮称）
794 鹿児島県 鹿児島市 吉野町2162-2 仮称）むぎっこ保育園
795 鹿児島県 鹿児島市 荒田2-76-11 リッチバー壱番館 （仮称）ニチイキッズ鹿児島保育園
796 鹿児島県 鹿児島市 吉野町2826-1,2,3 明輝会保育所（仮称）
797 鹿児島県 鹿児島市 与次郎1丁目13番1号 鹿児島厚生連病院　院内託児所（仮称）
798 鹿児島県 鹿児島市 吉野町10791-16、17、18 パピー保育園（仮称）
799 鹿児島県 南さつま市 加世田本町37-2 キッズ　野の花
800 鹿児島県 霧島市 国分中央1016-1他 鹿児島医療生活協同組合 国分生協病院　院内保育所

801 鹿児島県 霧島市 国分新町2丁目15-5 ひより保育園
802 沖縄県 うるま市 安慶名1032-1　2F 城の森保育園
803 沖縄県 浦添市 沢岻 お山保育園
804 沖縄県 沖縄市 古謝1-5-22 もりのなかま事業所内保育園沖縄古謝園
805 沖縄県 沖縄市 東1-31-1 (仮称)スマイルキッズ保育園
806 沖縄県 沖縄市 海邦2-12-3 （仮称）あいらんど保育園　沖縄園
807 沖縄県 宜野湾市 真志喜3-15-24 もりのなかま事業所内保育園宜野湾真志喜園

808 沖縄県 西原町 字上原2丁目32-2 西原町小規模保育事業うえはら保育園
809 沖縄県 石垣市 美崎町8-1ホテルククル内 （仮称）石垣島ホテルククル内保育園
810 沖縄県 中頭郡中城村 字伊集下原159番 社会医療法人かりゆし会保育園（仮称）
811 沖縄県 那覇市 首里石嶺町4-230-6 オレンジキッズランド
812 沖縄県 那覇市 古島字久増原70-3,72-3,94-6,95-4,96-3  銘苅1丁目69,70-1,70-3,70-4,70-5,73,94-5,95-2 アクロスプラザ古島駅前　2F なないろキッズ保育園（仮）
813 沖縄県 那覇市 田原4-9-15 （仮称）ニチイキッズ那覇保育園
814 沖縄県 南城市 大里字大城1392番地 しののめnursery　school
815 沖縄県 豊見市 豊崎3-89 （仮称）ベルシステム24豊崎保育園
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