
平成２９年度企業主導型保育事業指導・監査実施要領に基づき立入調査を行った結果

（平成２９年４月～平成３０年３月分）

No 都道府県名 市町村名 施設名 職員配置や保育内容に関する文書指導項目
指導・監査

実施日
改善
報告

1 北海道 釧路市 コロポックル保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H29.8.17 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・身長、体重の測定など基本的な発育チェックを実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

2 北海道 帯広市 キッズルームすまい
る

・幼児用トイレを適切に整備すること
H29.8.17 ○

・調理室等を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

3 北海道 釧路市 まこと保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.24 ○

4 北海道 釧路市 第2の我が家　フレン
ドランド

なし
H29.8.25 ○

5 北海道 七飯町 牧場のこども園スー
ホ

・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.8 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
6 北海道 登別市 ストロークハウス ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.9.26 ○

7 北海道 石狩市 なないろ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.11 ○

8 北海道 留萌市 もえっこクラブ留萌 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.7 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

9 北海道 江別市 こひつじ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.22 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

10 北海道 札幌市 ごう在宅ほいくえん ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.12.6 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

11 北海道 札幌市 札幌モンテッソーリこ
どもの家　南２条

なし
H29.12.20 ○

12 北海道 富良野市 おひさま保育園 ・適切な献立を整備すること
H30.1.10 ○

13 北海道 札幌市 都市型保育園ポポ
ラー　札幌元町園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.8.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること

14 北海道 札幌市 きっずパーク南平岸
園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.8.8 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

15 北海道 札幌市 りとるkid'sクラブ　中
央園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.8.9 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

16 北海道 札幌市 カラフル保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H29.8.22 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

17 北海道 札幌市 むぎのこ保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.8.23 ○

18 北海道 札幌市 札幌モンテッソーリこ
どもの家円山

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.8.24 ○

19 北海道 札幌市 ドリーム保育所 なし
H29.8.29 ○

20 北海道 札幌市 さっぽろ駅前保育園 なし
H29.8.30 ○

21 北海道 札幌市 こどもカンパニー大
通園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.8.31 ○

22 北海道 札幌市 ウェルネットもりの保
育園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.9.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

1



平成２９年度企業主導型保育事業指導・監査実施要領に基づき立入調査を行った結果

（平成２９年４月～平成３０年３月分）

No 都道府県名 市町村名 施設名 職員配置や保育内容に関する文書指導項目
指導・監査

実施日
改善
報告

23 北海道 札幌市 リフレッシュ保育ハピ
ネスPLUS

・保育室等の面積を適切に確保すること
H29.9.6 ○

24 北海道 札幌市 こどもプラザ青い鳥
二十四軒園

なし
H29.9.7 ○

25 北海道 札幌市 大藤子ども園きたの なし H29.9.12 ○
26 北海道 札幌市 りこの森保育園 ・嘱託医との契約を締結すること

H29.9.13 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

27 北海道 札幌市 みーちゃん保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.14 ○

28 北海道 札幌市 めぐみナーサリース
クール

なし
H29.9.26 ○

29 北海道 札幌市 みらい保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.9.27 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること

30 北海道 札幌市 りとるkid'sクラブ　西
岡園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.9.28 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育室等の採光を適切に確保すること
・保育計画等を適切に整備すること

31 北海道 札幌市 きっずパーク南2条園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.10.3 ○

・検食簿を保管すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

32 北海道 札幌市 ヴィヴィッドキッズ豊
平4条スクール

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.10.4 ○

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・検査用保存食材を保存すること

33 北海道 札幌市 ピッコロ子ども倶楽
部 桑園保育所

なし
H29.10.5 ○

34 北海道 札幌市 ハピりす保育園 なし
H29.10.12 ○

35 北海道 札幌市 Aloha!もなみキッズ
ガーデン

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.12.12 ○

36 北海道 旭川市 うれしぱ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.10.3 ○

37 青森県 つがる市 かしわマルベリー保
育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.8.24 ○

38 青森県 弘前市 ニコニコこどもえん ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.26 ○

39 青森県 青森市 みちぎんドリームキッ
ズはうす

なし
H29.8.25 ○

40 青森県 青森市 ニチイキッズ青い森
保育園

なし
H29.9.5 ○

41 青森県 青森市 青森新都市病院かで
るきっず

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.9.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

42 青森県 青森市 青森六花保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.1.10 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

43 岩手県 金ケ崎町 ゆぅゆぅ保育園いわ
て

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.10.17 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
44 岩手県 北上市 ニチイキッズ北上本

通り保育園
なし

H29.10.18 ○

45 岩手県 盛岡市 どんぐりの森保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.10.11 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
46 岩手県 盛岡市 ニチイキッズ盛岡もと

みや保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.10.12 ○

47 宮城県 利府町 もりの保育園 ・検食簿を保管すること
H29.8.22 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

48 宮城県 名取市 イオンゆめみらい保
育園名取

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.8.22 ○

49 宮城県 角田市 あすなろの木保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.29 ○

50 宮城県 白石市 リズムキッズ ・保育室等の面積を適切に確保すること
H29.8.30 ○

51 宮城県 登米市 みんなの家　あゆむ ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

52 宮城県 岩沼市 ひよこのもり ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.9.20 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
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53 宮城県 石巻市 湊水産・結のいえ保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
54 宮城県 大崎市 ニチイキッズ古川え

きまえ保育園
なし

H29.10.11 ○

55 宮城県 多賀城市 せいがん保育園 なし
H29.10.17 ○

56 宮城県 大和町 ゆぅゆぅ保育園みや
ぎ

なし
H29.11.9 ○

57 宮城県 仙台市 カール卸町ナーサ
リー

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.23 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
58 宮城県 仙台市 チャイルドルーム　き

いろいくまさん　こす
もす館

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.23 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
59 宮城県 仙台市 もりのなかま保育園

中野栄園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.9.21 ○

60 宮城県 仙台市 りっきーぱーく保育園
長町

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

61 宮城県 仙台市 ニチイキッズニッセイ
みらい仙台しんてら
保育園

なし
H29.9.22 ○

62 宮城県 仙台市 おうち保育園　かし
わぎ

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.12 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
63 宮城県 仙台市 芽ぶき保育園 なし

H29.10.13 ○

64 宮城県 仙台市 青葉西保育所 なし
H29.10.18 ○

65 宮城県 仙台市 ビックママランド東八
番丁園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

66 宮城県 仙台市 リズム保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.12.12 ○
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

67 秋田県 大館市 ・嘱託医との契約を締結すること H29.11.2 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

68 秋田県 秋田市 笑咲（えみ）保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.28 ○

69 秋田県 秋田市 ニチイキッズ秋田は
すぬま保育園

なし
H29.9.29 ○

70 山形県 山形市 保育所ちびっこランド
北園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.8.1 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
71 山形県 山形市 ニチイキッズ山形わ

かば保育園
なし

H29.9.5 ○

72 山形県 酒田市 ニチイキッズ酒田に
いだ保育園

なし
H29.9.8 ○

73 山形県 山形市 和い和いキッズガー
デン

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.20 ○

74 山形県 米沢市 米沢こころの病院院
内保育所　にこにこ
保育所

なし
H29.9.21 ○

75 山形県 天童市 まませるふ天童園 ・嘱託医との契約を締結すること H29.9.22 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること

76 山形県 鶴岡市 やまのこ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.10.31 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

77 山形県 南陽市 みんなのみらい南陽
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.2.7 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

78 山形県 米沢市 キッズピーパル ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H30.3.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
79 福島県 伊達市 ファミーユ保育所 なし

H29.8.2 ○

80 福島県 福島市 ニチイキッズ福島い
ずみ保育園

なし
H29.8.2 ○

81 福島県 相馬市 IHI　相馬事業所託児
所

なし
H29.8.22 ○

kids terrace at seiju
（キッズ　テラス　アッ

ト　セイジュ）
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82 福島県 郡山市 FSG保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.25 ○

83 福島県 郡山市 キッズ東都学園保育
所

・保育室等の面積を適切に確保すること
H29.7.25 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
84 福島県 郡山市 南東北こども学園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること

H29.11.14 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童票を整備すること

85 福島県 郡山市 ニチイキッズ郡山と
みた保育園

なし
H29.11.14 ○

86 茨城県 牛久市 かがやき保育園うしく ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.10 ○

・嘱託医との契約を締結すること
87 茨城県 龍ケ崎市 ひなた・kids ・検査用保存食材を保存すること

H29.7.10 ○

88 茨城県 稲敷市 のんのん ・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.11 ○

89 茨城県 つくば市 かがやき保育園つく
ば

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.11 ○

90 茨城県 つくば市 カリーノバンビーニ ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.12 ○

91 茨城県 土浦市 かすみ保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.7.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

92 茨城県 土浦市 ニチイキッズ土浦さく
ら保育園

なし
H29.7.13 ○

93 茨城県 那珂市 いくり保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.7.18 ○

94 茨城県 古河市 トントンキッズ・こが なし
H29.7.18 ○

95 茨城県 水戸市 イオンゆめみらい保
育園水戸内原

なし
H29.7.18 ○

96 茨城県 水戸市 ニチイキッズニッセイ
みらい水戸保育園

なし
H29.7.19 ○

97 茨城県 茨城町 つくし保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.19 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

98 茨城県 北茨城市 あかねミライ園 なし
H29.7.25 ○

99 茨城県 常総市 そらまい保育園 なし
H29.10.24 ○

100 茨城県 土浦市 あおば台保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.31 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

101 茨城県 筑西市 コモドポリチーノ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.1 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

102 茨城県 牛久市 笑福キッズ ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.2 ○

103 茨城県 行方市 玉造さくら保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.14 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
104 栃木県 上三川町 しらさぎ保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること

H29.9.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
105 栃木県 高根沢町 てくてくきっず保育園 ・嘱託医との契約を締結すること

H29.9.19 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
106 栃木県 小山市 ニチイキッズおやま

東城南保育園
・保育計画等を適切に整備すること

H29.9.20 ○

107 栃木県 下野市 トータスキッズ下野 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.29 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

108 栃木県 日光市 みらいのき ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H30.1.10 ○

109 栃木県 宇都宮市 すまいるキッズ なし
H29.9.12 ○

110 栃木県 宇都宮市 ニチイキッズ星が丘
通り保育園

なし
H29.9.13 ○
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111 栃木県 宇都宮市 すくすくがーでん ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.11.21 ○

112 栃木県 宇都宮市 りすの森保育園 なし
H30.1.10 ○

113 栃木県 宇都宮市 シグナリオキッズ なし
H30.2.1 ○

114 群馬県 安中市 たんぽぽ保育園 ・検査用保存食材を保存すること
H29.9.25 ○

115 群馬県 昭和村 ビオエナジー株式会
社　託児所

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.26 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

116 群馬県 沼田市 ひだまり保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H29.11.21 ○
117 群馬県 前橋市 コフレ ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

H29.9.20 ○

118 群馬県 前橋市 ニチイキッズ新前橋
駅前保育園

なし
H29.9.21 ○

119 群馬県 前橋市 事業所内保育所こう
ふく園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

120 群馬県 前橋市 まいにちほいくえん なし
H29.9.25 ○

121 埼玉県 上尾市 つつじが丘ナーサ ・保育計画等を適切に整備すること H29.10.3 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

122 埼玉県 春日部市 孝楽園ちろりん村保
育所

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.3 ○

123 埼玉県 狭山市 ひまわり保育園 なし
H29.10.4 ○

124 埼玉県 三郷市 ひまわり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H29.10.5 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・検査用保存食材を保存すること

125 埼玉県 ふじみ野市 上野台ナーシング保
育所

なし
H29.10.5 ○

126 埼玉県 八潮市 ツルガソネ保育所 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.10 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること

127 埼玉県 狭山市 さやま保育園ふじみ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H29.10.10 ○
128 埼玉県 春日部市 ゆかり保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

H29.10.11 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

129 埼玉県 草加市 ドンキッズ草加 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.11 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育計画等を適切に整備すること

130 埼玉県 草加市 かばさん保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.10.12 ○

131 埼玉県 川口市 りとるうぃず川口西口
保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.10.24 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

132 埼玉県 狭山市 石心会さやま第二保
育室

なし
H29.11.30 ○

133 埼玉県 戸田市 戸田駅前すくすく保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.11 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

134 埼玉県 所沢市 ちびっこランドⅡ ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.1.16 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること
・児童票を整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

135 埼玉県 さいたま市 岩槻物流センター保
育所

なし
H29.9.27 ○

136 埼玉県 さいたま市 保育所いつもいっ
しょ

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
H29.9.28 ○

137 埼玉県 さいたま市 りとるうぃず日進保育
園

なし
H29.10.3 ○

138 埼玉県 さいたま市 パピーキッズ なし
H29.11.29 ○

139 埼玉県 さいたま市 さくらナースリー ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.29 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
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140 埼玉県 さいたま市 中島保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H29.12.13 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

141 埼玉県 さいたま市 特別養護老人ホーム　
夢眠さくら附属　むう
みんさくら保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
H30.1.16 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

142 埼玉県 越谷市 医療法人桂名会すく
すく保育室

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.2 ○

143 埼玉県 越谷市 菅原病院保育所 なし
H29.10.2 ○

144 千葉県 市川市 クリエイト保育園市川 なし
H29.7.5 ○

145 千葉県 市川市 そらのこどもたち　い
ちかわ

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.10.12 ○

146 千葉県 市川市 らいおんハート保育
園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

147 千葉県 市川市 いちかわ保育所 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

148 千葉県 市原市 ごいっこ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.17 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

149 千葉県 市原市 まごころ保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.10.17 ○

150 千葉県 印西市 美容室クラフト　千葉
ニュータウン店

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.30 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検食簿を保管すること
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

151 千葉県 浦安市 順天堂大学医学部
附属浦安病院院内
保育所｢たんぽぽ｣

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.31 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
152 千葉県 佐倉市 こころキッズ　ワタ

キュー佐倉ルーム
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.11.1 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

153 千葉県 君津市 かずさみどりのもり
保育園

なし
H29.11.1 ○

154 千葉県 館山市 医療法人社団寿会 
ニコニコ保育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.6 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

155 千葉県 流山市 子育て保育園ぽっぽ
園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.11.6 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

156 千葉県 野田市 コビープリスクールさ
くらのさとテラス

なし
H29.11.7 ○

157 千葉県 野田市 新日本ウエックス㈱
野田工場託児所

・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.7 ○

158 千葉県 松戸市 千葉ウェックス託児
所

・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.8 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

159 千葉県 東金市 雙葉保育所 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H29.11.8 ○
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

160 千葉県 八千代市 スケッチこどもえん ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.9 ○

161 千葉県 茂原市 たけのこ保育園 なし
H29.11.9 ○
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162 千葉県 八千代市 どれみ保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.13 ○

163 千葉県 四街道市 下志津病院こじか保
育園

・保育所児童保育要録を整備すること
H29.11.13 ○

164 千葉県 四街道市 きわみ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H29.11.14 ○
・保育所児童保育要録を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

165 千葉県 印西市 ＲＷＩ事業所内保育
園カドル

なし
H29.11.15 ○

166 千葉県 東金市 まちの保育所　いくり
ん

・身長、体重の測定など基本的な発育チェックを実施すること
H29.11.16 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
167 千葉県 流山市 おひさま保育園 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること

H29.11.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・身長、体重の測定など基本的な発育チェックを実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

168 千葉県 八千代市 ドンキッズ八千代 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

169 千葉県 浦安市 うらやすはっぴーフラ
ワー保育所

・嘱託医との契約を締結すること
H29.12.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

170 千葉県 鎌ケ谷市 ＤＵＣＨナーサリー ・設備等の安全対策を適切に行うこと H29.12.19 ○
171 千葉県 香取市 オオバタケ保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H30.1.11 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

172 千葉県 市川市 コンパス幼保園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H30.1.11 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

173 千葉県 成田市 シタカタ保育所 ・幼児用トイレを適切に整備すること
H30.1.15 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

174 千葉県 千葉市 千葉診クローバー保
育園

なし
H29.10.18 ○

175 千葉県 千葉市 事業所内保育所ぱ
すてる

なし
H29.10.18 ○

176 千葉県 千葉市 ナーサリーホームフ
レスポ稲毛

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.10.19 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
177 千葉県 千葉市 さつき保育園 ・嘱託医との契約を締結すること

H29.10.19 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

178 千葉県 千葉市 すずらん保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.10.24 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

179 千葉県 船橋市 すこやか保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.26 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

180 千葉県 船橋市 ナーサリーホーム船
橋

なし
H29.10.26 ○

181 千葉県 柏市 柏みどり保育室みど
りの木

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.8.29 ○

182 千葉県 柏市 ふくしあ保育園　柏園 ・保育計画等を適切に整備すること H29.10.30 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

183 東京都 港区 COMO　EN　CASA　
青山キッズクラブ

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.5.30 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育計画等を適切に整備すること

184 東京都 豊島区 リトルうぃず大塚駅前
保育園

なし
H29.6.5 ○

185 東京都 杉並区 リトルうぃず阿佐ヶ谷
駅前保育園

なし
H29.6.6 ○
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186 東京都 杉並区 アロハエンジェル
ナーサリー永福町園

なし
H29.6.20 ○

187 東京都 世田谷区 Brighton Nursery 下
高井戸

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.6.27 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

188 東京都 国分寺市 キッズステーションか
がやき

なし
H29.6.27 ○

189 東京都 あきる野市 キッズガーデンあき
るの

なし
H29.7.3 ○

190 東京都 足立区 大高病院　すくすく保
育所

なし
H29.7.3 ○

191 東京都 足立区 ドンキッズ梅島 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.3 ○

192 東京都 板橋区 慈誠会上板橋エキチ
カ保育園

なし
H29.7.3 ○

193 東京都 文京区 繭の糸こども園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.7.4 ○

194 東京都 足立区 リトルうぃず千住大橋
駅前保育園

なし
H29.7.4 ○

195 東京都 大田区 平和島サニー保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H29.7.5 ○
196 東京都 江東区 チューリップ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.7.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
197 東京都 大田区 暖家きっず ・食器等を定期的に煮沸消毒すること

H29.7.5 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
198 東京都 江戸川区 stellar education 

garden瑞江保育園
なし

H29.7.5 ○

199 東京都 世田谷区 えすこーと保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.7.6 ○

200 東京都 豊島区 ぬくもりのおうちママ
サポート保育大塚園

なし
H29.7.6 ○

201 東京都 世田谷区 楽天ゴールデンキッ
ズ

なし
H29.7.6 ○

202 東京都 立川市 みらいのたね保育園 なし
H29.7.6 ○

203 東京都 立川市 はぁと＆ぽけっと保
育園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.6 ○

204 東京都 豊島区 リトルうぃず巣鴨駅前
保育園

なし
H29.7.10 ○

205 東京都 町田市 グランハートヤクルト
保育ルーム

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.7.11 ○

・検食簿を保管すること
206 東京都 西東京市 武蔵野大学附属慈

光保育園
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

H29.7.11 ○

207 東京都 武蔵野市 fujimuraナーサリー ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
H29.7.12 ○

208 東京都 江戸川区 おれんじオハナ西葛
西保育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.13 ○

・食器等を定期的に煮沸消毒すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

209 東京都 江戸川区 KIDS ONE小岩保育 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H29.7.13 ○
210 東京都 港区 WithKids なし

H29.7.18 ○

211 東京都 昭島市 わくわく宝船保育園
昭島店

なし
H29.7.19 ○

212 東京都 新宿区 LINE社内保育園 なし H29.7.19 ○
213 東京都 杉並区 ツクイ杉並保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

H29.7.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

214 東京都 杉並区 すぎこっこ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.20 ○

215 東京都 杉並区 高円寺ミレーネ保育
園

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.7.24 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
216 東京都 世田谷区 カメリアキッズ経堂園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H29.7.24 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
217 東京都 足立区 スマイル　オンパミー

ド
・嘱託医との契約を締結すること

H29.7.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

218 東京都 台東区 わくわく宝船保育園
御徒町店

・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.25 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
219 東京都 中央区 スプリング保育所 なし

H29.7.26 ○

220 東京都 中野区 あかつき保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.27 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
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221 東京都 町田市 ポエモ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.7.31 ○

222 東京都 日野市 トントンキッズ・ひの なし
H29.7.31 ○

223 東京都 目黒区 緑が丘エキナカ保育
園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.1 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
224 東京都 北区 リトルうぃず赤羽志茂

保育園
なし

H29.8.29 ○

225 東京都 江東区 ケイ・インターナショ
ナルプリスクール

・検査用保存食材を保存すること
H29.9.14 ○

226 東京都 目黒区 アロハエンジェル
ナーサリー中目黒園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.20 ○

227 東京都 三鷹市 めばえ保育ルーム三
鷹台

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.9.26 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
228 東京都 足立区 くすのき保育園 ・保育計画等を適切に整備すること

H29.11.20 ○

・検査用保存食材を保存すること
229 東京都 足立区 Suginoko Nursery ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

H29.11.20 ○

230 東京都 千代田区 ポピンズナーサリー
スクール大手町

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.11.21 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
231 東京都 江東区 わくわくbase亀戸 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.11.21 ○

232 東京都 瑞穂町 I-kids みずほ なし H29.11.22 ○
233 東京都 渋谷区 キッズランド神宮前

アマテラス保育園
・保育計画等を適切に整備すること

H29.11.28 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

234 東京都 板橋区 キッズランド常盤台 ・幼児用トイレを適切に整備すること
H29.11.28 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検食簿を保管すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

235 東京都 江戸川区 モリモリキッズ（森山
医会院内保育所）

・乳児室と保育室を明確に区分すること
H29.11.30 ○

236 東京都 江東区 チューリップ保育園　
千石

・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
H29.12.5 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

237 東京都 板橋区 タイケンインターナ
ショナルこども園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.12.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

238 東京都 豊島区 ビックキッズ なし
H29.12.6 ○

239 東京都 練馬区 キッズランド石神井
台

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
H29.12.19 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

240 東京都 板橋区 こもねん保育園 ・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
H30.1.16 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

241 東京都 港区 東京キッズランド西
麻布店

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.30 ○

・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
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242 東京都 渋谷区 ポピンズナーサリー
スクール恵比寿　
ホップキッズ

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H30.2.20 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

243 東京都 江東区 SGH　kids　Garden ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
H30.2.20 ○

244 東京都 品川区 けめともの家・キッズ
西大井

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.2.20 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

245 東京都 世田谷区 まなびばインターナ
ショナルスクール

・保育計画等を適切に整備すること
H30.2.20 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
246 東京都 江東区 福山みどり保育園 なし

H30.2.22 ○

247 東京都 三鷹市 ふぁみりあ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H30.3.20 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
248 東京都 千代田区 パソナファミリー保育

園
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

H30.3.20 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

249 東京都 八王子市 ことのは保育園～ユ
ギムラ～

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.3 ○

250 東京都 八王子市 キンダー・ベル幼保 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H29.11.7 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

251 神奈川県 海老名市 ハートフル保育所 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.29 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

252 神奈川県 座間市 どんぐり保育園 なし
H29.8.30 ○

253 神奈川県 小田原市 ダイナシティ保育園 なし H29.8.30 ○
254 神奈川県 茅ヶ崎市 マザーグース

BRANCH茅ヶ崎2
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.8.31 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

255 神奈川県 藤沢市 ステップ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H29.9.4 ○
256 神奈川県 藤沢市 ちびっこ保育園　ステ

ラコート園
・幼児用トイレを適切に整備すること

H29.9.4 ○

257 神奈川県 大和市 ポピー保育室 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.5 ○

258 神奈川県 大和市 なないろ保育園 なし
H29.9.6 ○

259 神奈川県 綾瀬市 ドンキッズ綾瀬 ・嘱託医との契約を締結すること H29.9.6 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

260 神奈川県 大和市 BABY MAHALO ・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.7 ○

261 神奈川県 綾瀬市 不二保育園 なし
H29.9.7 ○

262 神奈川県 藤沢市 ふらっとひろばキャン
ズ

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.9.11 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・食器等を定期的に煮沸消毒すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

263 神奈川県 平塚市 らふ・くるーBaby平塚 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.9.11 ○

264 神奈川県 平塚市 ニチイキッズ平塚ラ
スカ保育園

なし
H29.9.12 ○

265 神奈川県 藤沢市 よつば保育園Ours なし
H29.10.25 ○

266 神奈川県 川崎市 ドンキッズ川崎 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H30.1.10 ○

・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
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267 神奈川県 大和市 子育てルーム　さと
いも園

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保すること
H30.1.15 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・適切な献立を整備すること
・検食簿を保管すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること

268 神奈川県 藤沢市 キディ湘南台2番館 なし
H30.1.16 ○

269 神奈川県 横浜市 医療生協かながわ事
業所内保育室ぴーす

・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

270 神奈川県 横浜市 マフィス横濱元町 なし H29.8.7 ○
271 神奈川県 横浜市 フェアリー横浜ナー

サリー
なし

H29.8.7 ○

272 神奈川県 横浜市 スマイルキッズ二俣
川

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.8.8 ○

273 神奈川県 横浜市 Harborkids保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H29.8.8 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

274 神奈川県 横浜市 ゆめみなと保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.8.9 ○

275 神奈川県 横浜市 Maple Nursery なし
H29.8.17 ○

276 神奈川県 横浜市 リトルツリーキャンプ ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.17 ○

277 神奈川県 横浜市 愛嬰幼保学園　横浜
園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.21 ○

278 神奈川県 横浜市 すくすく保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.8.21 ○

279 神奈川県 横浜市 キッズラボ　第一横
浜楠町園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.22 ○

・調理室等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

280 神奈川県 横浜市 キッズラボ　第二横
浜楠町園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.22 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

281 神奈川県 横浜市 キッズラボ　菊名園 なし H29.8.23 ○
282 神奈川県 横浜市 おはよう保育園三ッ

沢下町園
なし

H29.8.23 ○

283 神奈川県 横浜市 も、の保育園 なし
H29.11.27 ○

284 神奈川県 横浜市 ソフィア保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.11.27 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
285 神奈川県 川崎市 すくすくナーサリー

ルーム
・嘱託医との契約を締結すること

H29.8.1 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

286 神奈川県 川崎市 アロハパレール保育
園

なし
H29.8.2 ○

287 神奈川県 川崎市 あいみーBelle新梶ヶ
谷保育園

・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
H29.8.24 ○

288 神奈川県 川崎市 かわさき　どんぐりの
丘保育園

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.8.28 ○

289 神奈川県 川崎市 保育園ばんびはうす ・保育計画等を適切に整備すること H29.9.27 ○

290 神奈川県 川崎市 マリアンナさくら保育
園

なし
H29.11.28 ○

291 神奈川県 相模原市 ラーニングセンター　
オハナ

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.8.2 ○

292 神奈川県 相模原市 保育園　幸せふくろう
さがみはら

・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

293 神奈川県 相模原市 きゃんばすmini淵野
辺保育園

なし
H29.8.28 ○

294 神奈川県 横須賀市 リーベリー保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.8.29 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

295 新潟県 長岡市 長岡中央綜合病院た
んぽぽ保育園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
H29.8.4 ○

296 新潟県 長岡市 ニチイキッズ長岡か
わさき保育園

なし
H29.8.4 ○
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297 新潟県 三条市 月岡わくわくちびっこ
園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.8 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

298 新潟県 長岡市 ゆにおんの杜南陽保
育園

なし
H29.8.9 ○

299 新潟県 新発田市 あけぼの保育園 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
H29.8.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

300 新潟県 新潟市 ニチイキッズはくさん
うら保育園

なし
H29.8.1 ○

301 新潟県 新潟市 巻潟東わくわくちびっ
こ園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.10.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

302 富山県 高岡市 高岡オフィスパーク
なのはな保育園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.5 ○

303 富山県 南砺市 あすなろ保育園 なし
H29.10.6 ○

304 富山県 富山市 おやとこ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.14 ○

・検査用保存食材を保存すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

305 富山県 富山市 ニチイキッズとやま
光陽保育園

なし
H29.9.15 ○

306 石川県 白山市 小陽羽里こども園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.7.11 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
307 石川県 小松市 イオンゆめみらい保

育園新小松
なし

H29.8.31 ○

308 石川県 金沢市 かなう保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.4 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

309 石川県 金沢市 にじいろてんし　県庁
前

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.1 ○

310 石川県 金沢市 ニチイキッズかなざ
わ保育園

なし
H29.9.12 ○

311 石川県 金沢市 にじいろてんし　弥生 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.13 ○

312 石川県 金沢市 のびのびこども園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
H30.2.14 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

313 福井県 若狭町 保育ルームあすいく ・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.17 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

314 福井県 福井市 Ｓmiley Ｋid’s ・保育計画等を適切に整備すること H29.8.18 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと

315 福井県 越前市 まちや保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.15 ○

・保育計画等を適切に整備すること
316 山梨県 笛吹市 OLive保育園　窪中

島園
なし

H29.7.21 ○

317 山梨県 富士吉田市 フジＱキッズガーデン なし
H29.9.29 ○

318 山梨県 中央市 ふれんどぱーく ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.6 ○

319 長野県 松本市 まるのうち保育所 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.24 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

320 長野県 塩尻市 ハートフルキッズ広
丘保育園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
H29.10.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
321 長野県 松本市 イオンゆめみらい保

育園 松本
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.11.7 ○

322 長野県 長野市 きらりほいくえん ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.4 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

323 長野県 長野市 わたぴーランド ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.10.26 ○

324 岐阜県 大垣市 キートスガーデン保
育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.1 ○

・嘱託医との契約を締結すること

12



平成２９年度企業主導型保育事業指導・監査実施要領に基づき立入調査を行った結果
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325 岐阜県 多治見市 かえで保育所 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
H29.8.1 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育計画等を適切に整備すること

326 岐阜県 大垣市 ルンルン ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.1 ○

327 岐阜県 各務原市 ひまわり ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.17 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
328 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

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.18 ○

329 岐阜県 瑞穂市 （みずほ野田）いな穂
すくすく保育園

なし
H29.9.12 ○

330 岐阜県 可児市 にののこ保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.9.12 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

331 岐阜県 高山市 きりん保育園 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H29.10.6 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育室等の面積を適切に確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

332 岐阜県 可児市 スマイルネストバ
ロー広見保育園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.10.24 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

333 岐阜県 岐阜市 おひさまのゆりかご ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.28 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
334 岐阜県 岐阜市 スマイリーらんど ・保育計画等を適切に整備すること

H29.7.28 ○

335 岐阜県 岐阜市 和光会保育園バンビ なし
H29.7.28 ○

336 岐阜県 岐阜市 ニチイキッズ岐阜カ
ラフルタウン保育園

なし
H29.7.28 ○

337 岐阜県 岐阜市 託児施設サン・キッ
ズ

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.8.1 ○

・保育計画等を適切に整備すること
338 岐阜県 岐阜市 梅田クリニック附属

保育園
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

H29.11.28 ○

339 静岡県 裾野市 矢崎グループ裾野保
育園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.21 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
340 静岡県 三島市 ぷてぃふる ・保育計画等を適切に整備すること

H29.7.21 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
341 静岡県 富士宮市 ナーサリーOHANA ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H29.7.26 ○
342 静岡県 富士市 保育室　ひなた ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.7.26 ○

・検査用保存食材を保存すること
343 静岡県 伊東市 夢きらら保育所 なし

H29.7.28 ○

344 静岡県 掛川市 QTPメロンハウス保
育園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.9.1 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
345 静岡県 焼津市 ＪＡおおいがわ茶果

菜保育園とよだ
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

H29.9.6 ○

346 静岡県 下田市 みくら保育園 ・調理室等を適切に整備すること
H29.9.12 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
347 静岡県 袋井市 ふくろうのもり保育所 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

H29.9.15 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

348 静岡県 磐田市 あいきゅーぶ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H29.10.19 ○
・保育計画等を適切に整備すること

349 静岡県 焼津市 ネイチャーキッズ ・嘱託医との契約を締結すること H29.10.20 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

350 静岡県 焼津市 にしやいづ保育所 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.10.24 ○
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351 静岡県 袋井市 愛ノ宮保育園 ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保すること H29.10.26 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

352 静岡県 御殿場市 御殿場プレミアム・ア
ウトレット保育園

なし
H29.10.26 ○

353 静岡県 富士市 すくすく保育園 なし
H29.10.27 ○

354 静岡県 掛川市 カンガルーム掛川 ・設備等の安全対策を適切に行うこと
H29.12.1 ○

355 静岡県 浜松市 保育所きこりのおうち ・保育計画等を適切に整備すること
H30.1.17 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

356 静岡県 静岡市 なかよしだ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.28 ○

357 静岡県 浜松市 ひだまり保育園 なし
H29.8.8 ○

358 静岡県 浜松市 てんとうむし東山保
育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.8.8 ○

359 静岡県 浜松市 キッズハウスおおか
ば

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.8.9 ○

360 静岡県 浜松市 遠鉄グループ　保育
園かみじま

なし
H29.9.26 ○

361 静岡県 浜松市 都市型保育園ポポ
ラー　浜松プラザフレ

・検査用保存食材を保存すること
H29.9.26 ○

362 静岡県 浜松市 遠鉄グループ　保育
園かんざんじ

なし
H29.9.27 ○

363 静岡県 浜松市 ぬくもりのおうちママ
サポート保育浜松園

なし
H29.9.27 ○

364 静岡県 浜松市 さんくすキッズ なし
H29.11.14 ○

365 愛知県 あま市 ちびっこ園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H29.8.2 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

366 愛知県 愛西市 デイサービスアンの
家託児所

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.2 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

367 愛知県 春日井市 松河戸モグ保育園 なし
H29.8.3 ○

368 愛知県 春日井市 ロジキッズ朝宮 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.3 ○

369 愛知県 瀬戸市 あかつきキッズランド ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.17 ○

370 愛知県 瀬戸市 すくすくキッズ なし
H29.8.18 ○

371 愛知県 武豊町 チャイルドハウス武
豊

なし
H29.9.8 ○

372 愛知県 長久手市 イオンゆめみらい保
育園長久手

・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.8 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

373 愛知県 弥冨市 たんぽぽ保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
H29.10.17 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること

374 愛知県 安城市 マミーズ保育園 
FEEL でっかいどう!!

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
H29.10.20 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・検査用保存食材を保存すること

375 愛知県 一宮市 のびのび広場なかま
ち

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.24 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

376 愛知県 長久手市 memorytree長配保
育園

なし
H29.10.31 ○

377 愛知県 長久手市 IKEA長久手ダーギス ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.11.1 ○
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378 愛知県 北名古屋市 あおぞら保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.7 ○

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

379 愛知県 半田市 さくら保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.7 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

380 愛知県 半田市 ひよこ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.8 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

381 愛知県 東浦町 キッズホームうのさと
茜邸

・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.8 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

382 愛知県 日進市 memorytree梅森台
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.9 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

383 愛知県 半田市 おおきなかぶ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.9 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

384 愛知県 日進市 Kids　Olive ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.11.10 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

385 愛知県 半田市 エンジェルこどものい
え

・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
H29.11.14 ○

・検査用保存食材を保存すること
386 愛知県 半田市 たんぽぽ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること H29.11.15 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

387 愛知県 半田市 マミーズ保育園 C-
FESTA

なし
H29.11.16 ○

388 愛知県 知多市 マリーアグランマ保
育園にしのだい園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.28 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育室等の面積を適切に確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・検査用保存食材を保存すること

389 愛知県 知多市 フェリーチェ チャイル
ドスクール

・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.29 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・適切な献立を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

390 愛知県 東海市 ベティさんの家キッズ
ルーム　太田川

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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391 愛知県 春日井市 あさひキッズ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.12.19 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること

392 愛知県 新城市 保育ルーム　ほうせ
い

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H30.1.10 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

393 愛知県 長久手市 もりのくまさん託児所 ・嘱託医との契約を締結すること
H30.1.11 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

394 愛知県 春日井市 ベティさんの家キッズ
ルーム　高蔵寺

・保育計画等を適切に整備すること
H30.2.1 ○

395 愛知県 名古屋市 キッズルームさっか ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.7.18 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育室等の採光を適切に確保すること

396 愛知県 名古屋市 東京インテリア名古
屋本店

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.7.19 ○

397 愛知県 名古屋市 ぽかぽか保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.7.19 ○

・適切な献立を整備すること
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること

398 愛知県 名古屋市 保育所じょうさい なし
H29.7.20 ○

399 愛知県 名古屋市 ＳｕｋｕＳｕｋｕ　Ｎｕｒｓｅ
ｒｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　浦里

なし
H29.7.20 ○

400 愛知県 名古屋市 memorytree大将ヶ根
保育園

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.7.21 ○

401 愛知県 名古屋市 ぬくもりのおうち保育
ママサポートLDK園

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.7.21 ○

・検査用保存食材を保存すること
402 愛知県 名古屋市 健生ナーサリー なし

H29.7.21 ○

403 愛知県 名古屋市 くるみナーサリー
ルーム

なし
H29.7.21 ○

404 愛知県 名古屋市 ウエックス託児所 なし
H29.7.21 ○

405 愛知県 名古屋市 ニチイキッズニッセイ
みらい栄生保育園

なし
H29.7.25 ○

406 愛知県 名古屋市 あんしんキッズ保育
園

なし
H29.7.25 ○

407 愛知県 名古屋市 学びメイク保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.7.25 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること

408 愛知県 名古屋市 イオンゆめみらい保
育園名古屋茶屋

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.7.25 ○

409 愛知県 名古屋市 ぴーかぶーなるみ ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.26 ○

410 愛知県 名古屋市 ＲＥＨＡＦＩＴ　ＫＩＤＳ ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.9.20 ○

411 愛知県 名古屋市 ナーサリースクール
かがやき

・乳児室と保育室を明確に区分すること
H30.1.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

412 愛知県 名古屋市 健生キッズベア なし
H30.1.10 ○

413 愛知県 豊田市 ビスケッツ　梅坪 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.26 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・検査用保存食材を保存すること

414 愛知県 豊田市 キッズルーム ぷろん なし
H29.7.27 ○

415 愛知県 豊田市 キッズルームハグく
み豊田

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.28 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
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416 愛知県 岡崎市 額田ささゆりの里保
育所

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.7.27 ○

・調理室等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

417 愛知県 岡崎市 ディア・キッズおかざ
き

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.11 ○

418 愛知県 豊橋市 めいめい　あけぼの ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H29.7.26 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

419 三重県 四日市市 四日市消化器病セン
ター内保育所mimi

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.25 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

420 三重県 伊賀市 ハートランド保育園　
ことりの丘

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
H29.9.1 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
421 三重県 桑名市 キッズプラザながしま なし

H29.9.1 ○

422 三重県 鈴鹿市 こねくとキッズ鈴鹿 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H29.9.5 ○
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

423 三重県 明和町 かりん明和企業主導
型保育所

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.15 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること

424 三重県 鈴鹿市 グリーンストック保育
園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.9.26 ○

・保育計画等を適切に整備すること
425 三重県 四日市市 こねくとキッズ四日市 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.10.3 ○
426 三重県 名張市 名張やる気保育園 ・嘱託医との契約を締結すること

H29.12.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検食簿を保管すること
・調理室等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・身長、体重の測定など基本的な発育チェックを実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

427 三重県 津市 津やる気保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.12.12 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

428 三重県 松阪市 めぐみの園保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.2.13 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

429 三重県 伊勢市 もりの実保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.2.27 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

430 滋賀県 草津市 元気ひろば保育園 なし
H29.10.2 ○

431 滋賀県 長浜市 託児所　ひまわり ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.10.3 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・保育室等の面積を適切に確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

432 滋賀県 草津市 どんぐりルーム草津
園

・設備等の安全対策を適切に行うこと
H29.10.4 ○

433 滋賀県 湖南市 ロマンキッズ ・保育室等の面積を適切に確保すること
H29.11.1 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

434 滋賀県 大津市 ニチイキッズ大津駅
前保育園

なし
H29.11.9 ○
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435 京都府 京田辺市 やすらぎ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.16 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

436 京都府 向日市 ニチイキッズ洛西口
第二保育園

なし
H29.10.16 ○

437 京都府 舞鶴市 星の桜保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.10.17 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

438 京都府 京都市 燈影ホームガーデン ・保育室等の面積を適切に確保すること H30.1.18 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

439 京都府 京都市 学内保育所「くすの
き」

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.10.5 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
440 京都府 京都市 NOAH KIDS ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H29.10.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
441 京都府 京都市 きっずハウスみやこ ・嘱託医との契約を締結すること H29.10.10 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

442 京都府 京都市 保育ルームOhana ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保すること
H29.10.10 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

443 京都府 京都市 洛和イリオス保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.11 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

444 京都府 京都市 桂駅西口こども園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
445 京都府 京都市 ひだまり保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.10.24 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
446 京都府 京都市 めりぃ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.12.6 ○

・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

447 京都府 京都市 京都テルサ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H30.3.14 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

448 大阪府 岬町 花水木保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H29.7.24 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

449 大阪府 大阪市 ベルキッズ都島保育 ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.1.16 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・保育所児童保育要録を整備すること

450 大阪府 大阪市 ほまれ保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H30.1.29 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

451 大阪府 大阪市 アドキッズ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.3 ○

452 大阪府 大阪市 ぬくもりのおうち企業
主導型保育新大阪

なし
H29.7.3 ○
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453 大阪府 大阪市 オハナ保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H29.7.3 ○
454 大阪府 大阪市 Animo Kids 本町園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

H29.7.3 ○

455 大阪府 大阪市 かけはし保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・身長、体重の測定など基本的な発育チェックを実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

456 大阪府 大阪市 フジオひまわり保育
園

・幼児用トイレを適切に整備すること
H29.7.3 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・乳児と幼児の午睡場所を明確に区分すること

457 大阪府 大阪市 保育所　ピーチランド
東住吉園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.4 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

458 大阪府 大阪市 蓮美幼児学園　阿倍
野プリメール

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.5 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

459 大阪府 大阪市 アリス保育園 なし
H29.7.5 ○

460 大阪府 大阪市 ソフィア南堀江保育
園　企業内保育園

なし
H29.7.5 ○

461 大阪府 大阪市 南森町ぴーす保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.5 ○

462 大阪府 大阪市 ふり～保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.6 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

463 大阪府 大阪市 平成保育園 なし
H29.7.6 ○

464 大阪府 大阪市 ロータスナーサリー
靭公園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.7.6 ○

465 大阪府 大阪市 くれよんきっず保育
園うつぼ東園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.6 ○

・嘱託医との契約を締結すること
466 大阪府 大阪市 きぼう保育園 なし

H29.7.6 ○

467 大阪府 大阪市 ニチイキッズニッセイ
みらい淀屋橋保育園

なし
H29.7.11 ○

468 大阪府 大阪市 ニチイキッズ上本町
保育園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.7.11 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
469 大阪府 大阪市 ここはぐ　つぼみ保

育園
なし

H29.7.12 ○

470 大阪府 大阪市 保育ルーム　キッズ
もみの木

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.7.13 ○

471 大阪府 大阪市 ひまわり保育園くじょ
う

・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.14 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
472 大阪府 大阪市 あいうえお保育園な

んば園
・保育計画等を適切に整備すること

H29.7.20 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

473 大阪府 大阪市 蓮美幼児学園夕陽
丘プリメール

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.20 ○

474 大阪府 大阪市 東京インテリアナー
サリー大阪

なし
H29.7.25 ○

475 大阪府 大阪市 なないろ京橋保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.23 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

476 大阪府 大阪市 和音　西天満園 なし
H29.10.3 ○

477 大阪府 大阪市 カンガルーママ保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.10.3 ○

478 大阪府 大阪市 平野北　乳児室あい
うえお

・設備等の安全対策を適切に行うこと
H29.10.17 ○

479 大阪府 大阪市 ヤドリギの森保育園
（あいうえお保育園
島之内園）

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
H29.10.18 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検食簿を保管すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
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480 大阪府 大阪市 きらら　つかもと保育
園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.18 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

481 大阪府 大阪市 Bell kids保育園西区 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること H29.10.19 ○
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

482 大阪府 大阪市 ななつぼし保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.10.31 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること

483 大阪府 大阪市 たんぽぽ保育園（あ
いうえお保育園天王
寺園）

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.1 ○

・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること

484 大阪府 大阪市 なでちゃん保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.11.8 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

485 大阪府 大阪市 ピュアうりわり保育
ルーム

・保育計画等を適切に整備すること
H29.12.5 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

486 大阪府 大阪市 はばたき保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.12.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
487 大阪府 大阪市 テノ・キッズルーム心

斎橋
なし

H29.12.12 ○

488 大阪府 大阪市 チックアンドヘン鶴橋
園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.12.13 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

489 大阪府 大阪市 第二聖和保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.15 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること

490 大阪府 大阪市 だいいちキッズルー
ム南津守園

なし
H30.1.24 ○

491 大阪府 大阪市 キッズランド・東住吉 ・児童票を整備すること
H30.2.6 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
492 大阪府 堺市 サニーサイド北野田

園
なし

H29.7.5 ○

493 大阪府 堺市 だいいちキッズルー
ム神南辺園

なし
H29.7.6 ○

494 大阪府 堺市 ニチイキッズ堺駅前
保育園

なし
H29.7.19 ○

495 大阪府 東大阪市 鴻池うさぎ園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H29.10.11 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

496 大阪府 東大阪市 鴻池ぱんだ園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
H29.10.11 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

497 大阪府 東大阪市 かわちのキッズルー
ム

・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

498 大阪府 東大阪市 ゆうあいMキッズラン ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H29.11.28 ○
499 大阪府 東大阪市 あいうえお保育園　

鴻池かるがも園
なし

H30.2.7 ○

500 大阪府 東大阪市 あいうえお保育園　
鴻池こあら園

なし
H30.2.7 ○

501 大阪府 高槻市 みらい保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.6 ○
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502 大阪府 高槻市 ＲＩＣホープ高槻保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.21 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・食器等を定期的に煮沸消毒すること

503 大阪府 高槻市 大塚わくわく園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.7.25 ○

504 大阪府 高槻市 みどりわかば保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H30.1.23 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

505 大阪府 豊中市 えいじゅ・とよなか保
育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.20 ○

506 大阪府 豊中市 みらい保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.17 ○

507 大阪府 豊中市 ほうせんかキッズク
ラブ桃山台

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

508 大阪府 豊中市 てしま保育園　あひ
るクラブ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.2.20 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

509 大阪府 泉大津市 ほいくRoomベビー
ローズ泉大津

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.24 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
510 大阪府 貝塚市 あいうえお保育園貝

塚園
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

H29.7.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

511 大阪府 河内長野市 グリーンキッズクラブ ・嘱託医との契約を締結すること
H29.7.26 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

512 大阪府 泉佐野市 ポピンズナーサリー
スクール関西空港

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H30.1.23 ○

513 大阪府 泉南市 みらい☆えみふる
キッズ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.14 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

514 大阪府 阪南市 あいうえお保育園　
尾崎園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.11.1 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
515 大阪府 守口市 愛泉保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

H29.7.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること

516 大阪府 守口市 きらぼし保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H29.8.2 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

517 大阪府 守口市 トモエこぐま保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと
H29.8.3 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

518 大阪府 茨木市 スマイルキッズ茨木 ・保育計画等を適切に整備すること H29.8.1 ○
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

519 大阪府 八尾市 すまいる保育園八尾
南

なし
H29.7.18 ○

520 大阪府 八尾市 Ｓhalom　Ｋids保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.7.31 ○

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・保育計画等を適切に整備すること

521 大阪府 八尾市 バンビ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.7 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
522 大阪府 八尾市 たまご保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.11.2 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・保育所児童保育要録を整備すること
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523 大阪府 羽曳野市 企業主導型保育園リ
リット

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.7.27 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

524 大阪府 四條畷市 梛の木保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H29.10.2 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

525 大阪府 交野市 スマイルキッズ交野 なし
H29.11.9 ○

526 兵庫県 芦屋市 ぼくのアトリエ ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.9.6 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

527 兵庫県 明石市 こぐまキッズルーム ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.9.12 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

528 兵庫県 加古川市 ニチイキッズ加古川
野口保育園

なし
H29.9.13 ○

529 兵庫県 芦屋市 茶屋呉川保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.14 ○

530 兵庫県 洲本市 ホテルニューアワジ
保育所

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.14 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・食器等を定期的に煮沸消毒すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・調理室等を適切に整備すること

531 兵庫県 高砂市 わくわくキッズ　はん なし H29.9.19 ○
532 兵庫県 西脇市 西脇さくら保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.9.19 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

533 兵庫県 猪名川町 光の子どもプレス
クール

・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.20 ○

・検査用保存食材を保存すること
534 兵庫県 宝塚市 宝塚すみれ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.9.20 ○

・身長、体重の測定など基本的な発育チェックを実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

535 兵庫県 明石市 たっち２ ・嘱託医との契約を締結すること
H29.9.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・適切な献立を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

536 兵庫県 明石市 もっちゃんくらぶ ・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.30 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

537 兵庫県 三田市 保育所　ちびっこラン
ド　さんだ南が丘園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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538 兵庫県 明石市 ノーリツキッズパーク　
わくわくすまいる保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.30 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

539 兵庫県 明石市 かたつむりランド西
明石園

・嘱託医との契約を締結すること
H30.1.31 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

540 兵庫県 太子町 あすかの保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H30.2.8 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

541 兵庫県 神戸市 茶屋本庄保育園 なし
H29.7.14 ○

542 兵庫県 神戸市 保育ルーム　まんぷ
く御影園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.7 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
543 兵庫県 神戸市 ほいくしょSprout ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

H29.8.8 ○

544 兵庫県 神戸市 センコー西神戸保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.8 ○

・適切な献立を整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

545 兵庫県 神戸市 灘ステーション保育
園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.9 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

546 兵庫県 神戸市 北野オリーブ保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H29.8.9 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

547 兵庫県 神戸市 しあわせの村保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること
H29.8.21 ○

・保育計画等を適切に整備すること
548 兵庫県 神戸市 ひまわり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること

H29.8.24 ○

549 兵庫県 神戸市 チャイルドハート保育
サロン　舞子園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.8.24 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

550 兵庫県 神戸市 こぐまえん ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.28 ○

551 兵庫県 神戸市 HOPE PICTURE保育
園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.8.28 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
552 兵庫県 神戸市 元町オリーブ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H29.8.29 ○
553 兵庫県 神戸市 なでしこ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.8.30 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

554 兵庫県 神戸市 ニチイキッズニッセイ
みらい神戸三宮保育

なし
H29.9.11 ○

555 兵庫県 神戸市 東京インテリアナー
サリー神戸

なし
H29.10.18 ○

556 兵庫県 神戸市 イオンゆめみらい保
育園 神戸南

・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.26 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

557 兵庫県 神戸市 キッズエクレ ・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること

558 兵庫県 神戸市 エミリアプリスクール
神戸元町

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.11.13 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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559 兵庫県 神戸市 あい神戸 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること

560 兵庫県 神戸市 キティ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.1.23 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

561 兵庫県 西宮市 ほいくRoom　ベビー
ローズ甲子園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.9.4 ○

・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること

562 兵庫県 西宮市 すくすく保育わたな
べ

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.10.30 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
563 兵庫県 西宮市 アイリスプライベート

スクール　ルミエール
・幼児用トイレを適切に整備すること

H29.10.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

564 兵庫県 姫路市 姫路駅前保育園　ニ
コパらんど

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.4 ○

565 兵庫県 姫路市 グローリーキッズ
ホーム

なし
H29.9.5 ○

566 兵庫県 姫路市 アイランド保育所 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.10.31 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・嘱託医との契約を締結すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること

567 兵庫県 尼崎市 くいせ　こどもの駅 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.8.31 ○
・嘱託医との契約を締結すること

568 兵庫県 尼崎市 ハルム保育園 ・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること
H29.9.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
569 兵庫県 尼崎市 武庫之荘キッズサ

ポート保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.9.7 ○

570 奈良県 橿原市 橿原の郷　わくわく保
育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.3 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

571 奈良県 三郷町 ハートランド保育園　
こうさぎの森

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
H29.9.25 ○

572 奈良県 香芝市 香芝生喜病院付属
すみれ保育園

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
H29.9.27 ○

573 奈良県 大和郡山市 あゆみ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.11.6 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・検査用保存食材を保存すること

574 奈良県 奈良市 リールキッズ奈良保
育園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.9.21 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・嘱託医との契約を締結すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

575 奈良県 奈良市 ニチイキッズ奈良三
条保育園

なし
H29.9.25 ○

576 和歌山県 紀の川市 ひかり保育園 なし
H29.7.18 ○

577 和歌山県 上富田町 あやとり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.30 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

578 和歌山県 和歌山市 ニチイキッズみきまち
保育園

・検査用保存食材を保存すること
H29.7.13 ○
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579 和歌山県 和歌山市 しまキッズランド なし
H29.7.13 ○

580 和歌山県 和歌山市 かもめ保育園 なし
H29.7.13 ○

581 和歌山県 和歌山市 エスポベイビー ・保育室等の面積を適切に確保すること H29.7.13 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・食器等を定期的に煮沸消毒すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

582 和歌山県 和歌山市 奏保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.7.18 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育室等の採光を適切に確保すること

583 和歌山県 和歌山市 楽ナーサリースクー
ル

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.12.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育所児童保育要録を整備すること

584 鳥取県 鳥取市 くまのこ保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
585 鳥取県 米子市 南クローバー保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと

H29.8.22 ○

586 鳥取県 米子市 北クローバー保育園 ・児童票を整備すること
H30.3.14 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

587 鳥取県 米子市 企業・地域型保育園　
きら☆きら

・保育計画等を適切に整備すること
H30.3.15 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

588 島根県 松江市 ニチイキッズまつえ
上乃木保育園

なし
H29.8.23 ○

589 島根県 益田市 益田赤十字病院院
内保育所

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

590 岡山県 新見市 さくらんぼ保育園 なし
H29.7.12 ○

591 岡山県 備前市 くまのこ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.12 ○

592 岡山県 赤磐市 のびのびぞうさん保
育園

なし
H29.7.13 ○

593 岡山県 岡山市 聖さくら学院　よつば
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.2.19 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

594 岡山県 岡山市 ハートフル多聞　キッ
ズルーム

・保育計画等を適切に整備すること
H29.7.10 ○

595 岡山県 岡山市 スマイル ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.7.10 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

596 岡山県 岡山市 ニチイキッズつしま新
野保育園

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
H29.7.10 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
597 岡山県 岡山市 つしまひまわり保育

園
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること

H29.7.10 ○

598 岡山県 岡山市 はぐはぐ第二保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.11 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

599 岡山県 岡山市 ぽっぽ保育園 ・検査用保存食材を保存すること
H29.7.11 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

600 岡山県 岡山市 いちご保育園 なし
H29.8.25 ○
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601 岡山県 岡山市 ポストメイト保育園・
ホテルグランヴィア

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.17 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

602 岡山県 岡山市 都市型保育園ポポ
ラー　岡山表町園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.10.18 ○

603 岡山県 倉敷市 KMCすまいる保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.7.11 ○

604 岡山県 倉敷市 ドルフィン・メイトこど
も園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.10.17 ○

・保育計画等を適切に整備すること
605 広島県 海田町 わいわい保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H29.8.29 ○

・保育計画等を適切に整備すること
606 広島県 廿日市市 ひだまり保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

H29.8.29 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・お散歩マップに危険個所の記述や職員等の役割分担等を明記すること

607 広島県 廿日市市 にこにこキッズくしど
保育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.29 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
608 広島県 廿日市市 にこにこキッズ　みや

じま保育園
・保育計画等を適切に整備すること

H29.8.30 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
609 広島県 府中市 きらめき保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.12.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検食簿を保管すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

610 広島県 広島市 アラキッズルーム なし H29.8.4 ○
611 広島県 広島市 ピーカブー袋町保育

園
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること

H29.8.4 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

612 広島県 広島市 すくすく保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.8.4 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
613 広島県 広島市 おうち保育　ももの家 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.8.8 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

614 広島県 広島市 ふれあい保育園東原 なし
H29.8.8 ○

615 広島県 広島市 レインボー光明 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.8.8 ○

・保育計画等を適切に整備すること
616 広島県 広島市 こどな保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H29.8.9 ○
617 広島県 広島市 ニチイキッズ十日市

保育園
なし

H29.8.9 ○

618 広島県 広島市 peekabooせせらぎ保
育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.8.9 ○

・身長、体重の測定など基本的な発育チェックを実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

619 広島県 広島市 ふたばすくすく保育
園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.8.9 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
620 広島県 広島市 石﨑本店　ペンストン

キッズガーデン
なし

H29.8.9 ○

621 広島県 広島市 セブンなないろ保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.17 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること

622 広島県 福山市 グッドライフ東町保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.7.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・嘱託医との契約を締結すること

623 広島県 福山市 タートルナーサリー ・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.22 ○

624 広島県 福山市 ありがとう保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.22 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

625 広島県 福山市 みつば保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.25 ○

626 広島県 福山市 あなかれ保育園（福
山）

・保育計画等を適切に整備すること
H29.12.12 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
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627 広島県 呉市 にいたにゆめのおか
保育園

・幼児用トイレを適切に整備すること
H29.8.30 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること

628 山口県 山口市 U NURSERY（ユー・
ナーサリー）新山口

・嘱託医との契約を締結すること
H29.8.22 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

629 山口県 山陽小野田
市

ピーチ・ツリー ・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること
H29.10.11 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

630 山口県 宇部市 プティット宇部西ルー
ム

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.10.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

631 山口県 宇部市 ＹＩＣキッズ ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H29.10.13 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

632 山口県 防府市 キッズステーション
（駅南ルーム）

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.11.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

633 山口県 周南市 ニチイキッズひばりヶ
丘保育園

なし
H29.11.22 ○

634 山口県 下関市 りすさんの保育室 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.8.29 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

635 徳島県 徳島市 ネクストD保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H29.8.24 ○
・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること

636 徳島県 徳島市 ニチイキッズ北たみ
や保育園

なし
H29.8.25 ○

637 徳島県 徳島市 きょうりつさくらほいく
しょ

・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.5 ○

638 徳島県 阿南市 Ｓｔａｒｒｙ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.9.6 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

639 徳島県 徳島市 イオンゆめみらい保
育園徳島

・検査用保存食材を保存すること
H29.11.21 ○

・適切な献立を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

640 徳島県 徳島市 あなかれほいくえん
徳島

・保育室等の面積を適切に確保すること
H29.11.22 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

641 香川県 三豊市 愛幸こども園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.20 ○

642 香川県 坂出市 にじいろ保育園 なし
H29.9.21 ○

643 香川県 坂出市 バンビーノ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.11 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

644 香川県 三木町 託児所　くすの木 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.17 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること

645 香川県 高松市 アドミック福岡保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H29.9.22 ○
646 香川県 高松市 さくらの杜保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること

H29.9.26 ○
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647 香川県 高松市 わくわく保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.10.13 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

648 香川県 高松市 ニチイキッズ高松天
神前保育園

なし
H29.10.18 ○

649 香川県 高松市 あなかれほいくえん
高松

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.18 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
650 香川県 高松市 松縄なちゅれ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること

H29.10.19 ○

・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・調理室等を適切に整備すること

651 香川県 高松市 スマはぴ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.12.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

652 香川県 高松市 アドミック花園保育園 なし H30.2.20 ○
653 愛媛県 西条市 さくら保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

H29.9.20 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

654 愛媛県 松山市 三福5starプリスクー
ル中村

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
H29.9.21 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

655 愛媛県 松山市 ひがしの保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.9.22 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること

656 愛媛県 松山市 君子園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.3 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
657 愛媛県 松山市 松山ベテル病院保育

園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.10.4 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

658 愛媛県 松山市 三福5starプリスクー
ル和泉北

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.10.24 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

659 愛媛県 松山市 めぐみ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.25 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

660 愛媛県 松山市 エルパティオ保育園 ・幼児用トイレを適切に整備すること
H29.10.26 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

661 愛媛県 松山市 ジャックと豆の木園　
あそうだ園

なし
H29.10.31 ○

662 愛媛県 松山市 いよぎんきっずらん
ど

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.11.2 ○

663 愛媛県 松山市 松山リエール保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.28 ○

664 愛媛県 松山市 アロハエンジェルス
クール空港園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H30.1.17 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
665 高知県 高知市 キッズルーム　あい

あい
・保育計画等を適切に整備すること

H29.9.20 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

666 高知県 高知市 夢工房　しろみ ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
H29.9.21 ○

・調理室等を適切に整備すること
667 高知県 高知市 ニチイキッズニッセイ

みらい南御座保育園
なし

H29.9.22 ○

668 高知県 高知市 ふくのたね保育園旭 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.10.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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669 福岡県 大野城市 おおりん保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.6.13 ○

670 福岡県 大牟田市 すこやか保育園 なし
H29.6.13 ○

671 福岡県 粕屋町 クレイン保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H29.8.17 ○
672 福岡県 宗像市 なかよし保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.8.29 ○

673 福岡県 大牟田市 マリアゆめのもり保
育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.8.31 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
674 福岡県 志免町 イオンゆめみらい保

育園福岡東
なし

H29.9.8 ○

675 福岡県 大牟田市 ありじゅくきっず なし
H29.9.12 ○

676 福岡県 福津市 ひまきのの森 ・幼児用トイレを適切に整備すること
H29.9.12 ○

677 福岡県 粕屋町 あいらんど保育園　
福岡園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.9.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
678 福岡県 福津市 すわ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること

H29.9.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

679 福岡県 大牟田市 てとてのたまご ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.9.14 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

680 福岡県 志免町 みなみの風ファミリー
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.28 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

681 福岡県 志免町 第二みなみざと保育
園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.9.29 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

682 福岡県 豊前市 福の樹保育園 なし
H29.10.5 ○

683 福岡県 朝倉市 ドラモリ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
684 福岡県 大野城市 筑紫南ヶ丘病院事業

所内託児所
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.10.6 ○

・お散歩マップに危険個所の記述や職員等の役割分担等を明記すること
685 福岡県 直方市 もち吉企業内保育所

もちだんご村保育園
・保育計画等を適切に整備すること

H29.10.12 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

686 福岡県 中間市 ウエルキッズ なし
H29.10.13 ○

687 福岡県 小郡市 こぐま子どもの家 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.17 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

688 福岡県 小郡市 おごうりみすずの森
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.18 ○

・保育計画等を適切に整備すること
689 福岡県 筑紫野市 にこにこ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること

H29.10.26 ○

690 福岡県 遠賀町 キッズステーションひ
びき

・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.16 ○

691 福岡県 志免町 ラズリ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.11.17 ○
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・適切な献立を整備すること
・検食簿を保管すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

692 福岡県 筑紫野市 キッズ・キッズ保育園　
筑紫野

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

693 福岡県 筑後市 そおう保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.28 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
694 福岡県 筑後市 ぶどうの樹げんき塾 なし

H29.11.29 ○
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695 福岡県 飯塚市 花梨保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.12.14 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

696 福岡県 志免町 にじいろ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと
H30.1.31 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
697 福岡県 粕屋町 ポケット保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H30.2.1 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

698 福岡県 福岡市 かえで保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.2.20 ○

・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

699 福岡県 福岡市 あじや保育園　
OHANA

・嘱託医との契約を締結すること
H30.2.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

700 福岡県 大野城市 月の浦保育園 なし
H30.2.22 ○

701 福岡県 広川町 はなまる保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.3.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
702 福岡県 福岡市 グリーンケア子ども

の家
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

H29.6.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

703 福岡県 福岡市 輝き保育園 なし H29.6.14 ○
704 福岡県 福岡市 Kids Creative Room 

からふる
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること

H29.8.24 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
705 福岡県 福岡市 あいずスポーツ保育

園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.8.25 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
706 福岡県 福岡市 福岡脳神経外科病

院　院内保育園
なし

H29.8.31 ○

707 福岡県 福岡市 リトルワールド博多
駅南園

なし
H29.9.1 ○

708 福岡県 福岡市 ぺんぎん保育園 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
H29.9.7 ○

709 福岡県 福岡市 kuukids 福岡 ・設備等の安全対策を適切に行うこと
H29.9.15 ○

710 福岡県 福岡市 イクモ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.10.31 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

711 福岡県 福岡市 託児所ふきのとう ・保育計画等を適切に整備すること H29.11.1 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

712 福岡県 福岡市 サンサン保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.11.2 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること

713 福岡県 福岡市 中村学園あけぼの保
育園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
H29.11.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
714 福岡県 福岡市 ニチイキッズ福岡百

道浜保育園
なし

H29.11.8 ○

715 福岡県 福岡市 メディアファイブ保育
園　薬院

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食器等を定期的に煮沸消毒すること

716 福岡県 福岡市 ニチイキッズニッセイ
みらい博多保育園

なし
H29.11.14 ○

717 福岡県 福岡市 ニチイキッズ渡辺通
保育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.15 ○

718 福岡県 福岡市 ほっとおひさまてらす なし H29.11.15 ○
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719 福岡県 福岡市 四季のいろ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
720 福岡県 福岡市 ピノッキオ名島 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H29.11.21 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

721 福岡県 福岡市 とみよ保育園　
HAKOZAKI

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.22 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

722 福岡県 福岡市 キッズランドコマー
シャルモール博多園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H30.3.6 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の保育士を配置すること

723 福岡県 北九州市 Hibikinada　Green　
Farm　トマトの森保
育園

なし
H29.8.30 ○

724 福岡県 北九州市 鞘ケ谷ほたるの里保
育園

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
H29.9.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

725 福岡県 北九州市 ぷあぷあ保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること
H29.9.6 ○

・保育計画等を適切に整備すること
726 福岡県 北九州市 創造館くりくり保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H29.9.7 ○

・保育計画等を適切に整備すること
727 福岡県 久留米市 天神キッズ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること

H30.2.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

728 佐賀県 佐賀市 平成会かもめ保育園 なし
H29.9.1 ○

729 佐賀県 佐賀市 ココロ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.9.26 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること

730 佐賀県 佐賀市 ニチイキッズ佐賀医
大通り保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.27 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
731 佐賀県 佐賀市 保育所ぴっころ なし H29.9.28 ○
732 佐賀県 鳥栖市 SBIキッズガーデン ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.10.27 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
733 佐賀県 唐津市 は～とふるほいくえ

ん
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H30.1.25 ○

・保育計画等を適切に整備すること
734 長崎県 大村市 みなみの保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.9.28 ○

735 長崎県 長崎市 ごとうまち保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

736 長崎県 長崎市 ニチイキッズ長崎新
地保育園

なし
H29.9.26 ○

737 長崎県 長崎市 文教おもやい保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.9.27 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
738 長崎県 佐世保市 長崎工場わかば保

育園
・嘱託医との契約を締結すること

H29.9.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

739 長崎県 佐世保市 ハウステンボス保育
園

・嘱託医との契約を締結すること
H29.12.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
740 熊本県 玉名市 IQキッズゆうき園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

H29.9.15 ○

741 熊本県 天草市 美野里保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
H29.10.3 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること
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742 熊本県 宇城市 キッズランドこころ ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H29.10.4 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

743 熊本県 嘉島町 熊本回生会病院にじ
いろ保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.5 ○

744 熊本県 菊陽町 あおぞら保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H29.12.8 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

745 熊本県 熊本市 託児所MoMo ・検査用保存食材を保存すること H30.2.14 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

746 熊本県 熊本市 大江の森保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.2.15 ○
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること

747 熊本県 菊陽町 ちゃれんじ保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
H30.3.8 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

748 熊本県 熊本市 白川の里保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.28 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

749 熊本県 熊本市 熊本赤十字病院院
内保育所　オリーブ

・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.11 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

750 熊本県 熊本市 nico保育園 ・保育室等の面積を適切に確保すること
H29.10.24 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

751 熊本県 熊本市 託児所スキップキッ ・保育室等の面積を適切に確保すること H29.10.25 ○
・調理室等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・保育計画等を適切に整備すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

752 熊本県 熊本市 赤とんぼ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.11.1 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

753 熊本県 熊本市 ニチイキッズほたくぼ
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.2 ○

・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

754 熊本県 熊本市 コアラ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.12.5 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

755 熊本県 熊本市 第二ムジカ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること
H30.1.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

756 大分県 別府市 ひまわり保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.9.6 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
757 大分県 宇佐市 わかば保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H29.9.14 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
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758 大分県 日出町 キッズステーションよ
うこくえん

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
H29.10.3 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

759 大分県 中津市 とみよ保育園
NAKATSU

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.4 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

760 大分県 別府市 あいむ保育園いしが
き園

・調理室等を適切に整備すること
H29.10.27 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

761 大分県 大分市 なかよしバンビーノ保
育園

・調理室等を適切に整備すること
H29.9.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

762 大分県 大分市 ニチイキッズ羽屋保
育園

なし
H29.9.15 ○

763 大分県 大分市 あいむ保育園おおい
た園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.20 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

764 大分県 大分市 マジカルガーデン ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.26 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

765 大分県 大分市 パイナップル保育園 なし
H29.10.31 ○

766 大分県 大分市 ひだまりのおか保育 ・保育計画等を適切に整備すること H29.11.1 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

767 大分県 大分市 こーず保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.2 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

768 大分県 大分市 あおぞら保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.21 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

769 大分県 大分市 みなはる保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.22 ○

・調理室等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

770 宮崎県 日向市 はらぺこあおむし保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.6 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

771 宮崎県 宮崎市 ニチイキッズ宮崎駅
前保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.8.17 ○

772 宮崎県 宮崎市 さんこうこどもえん ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.9.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

773 宮崎県 宮崎市 SUN KID'S保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H29.9.7 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

774 鹿児島県 南さつま市 キッズ　野の花 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
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775 鹿児島県 肝付町 みなみのたいよう保
育園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.9.28 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
776 鹿児島県 霧島市 ひより保育園 ・保育計画等を適切に整備すること

H29.9.29 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

777 鹿児島県 指宿市 ひまわりこども園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.11.10 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・嘱託医との契約を締結すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

778 鹿児島県 霧島市 国分生協病院院内
保育所

なし
H29.12.5 ○

779 鹿児島県 姶良市 イオンゆめみらい保
育園あいら

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
H30.1.10 ○

780 鹿児島県 鹿児島市 ほいくえん　よしよし ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H29.9.21 ○
781 鹿児島県 鹿児島市 むぎっこ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

H29.10.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

782 鹿児島県 鹿児島市 ニチイキッズあらた
保育園

なし
H29.10.11 ○

783 鹿児島県 鹿児島市 なないろ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること
H29.10.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

784 鹿児島県 鹿児島市 パピー保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
H29.12.6 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

785 鹿児島県 鹿児島市 すこやか保育園 なし
H29.12.6 ○

786 沖縄県 石垣市 ひばりの保育いしが
きの家

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.17 ○

・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

787 沖縄県 うるま市 城の森保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H29.10.24 ○
・幼児用トイレを適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

788 沖縄県 中城村 はーとらいふ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.10.25 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

789 沖縄県 糸満市 めぶき園 ・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.7 ○

790 沖縄県 南城市 しののめnursery　
school

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.8 ○

・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

791 沖縄県 宜野湾市 もりのなかま保育園
真志喜園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H29.11.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
792 沖縄県 豊見城市 ベルキッズとよさき保

育園
・乳児室と保育室を明確に区分すること

H29.11.28 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること

793 沖縄県 浦添市 ライオンの子保育園 ・幼児用トイレを適切に整備すること
H29.11.29 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

794 沖縄県 沖縄市 もりのなかま事業所
内保育園沖縄古謝

・保育室等の面積を適切に確保すること
H29.11.30 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・適切な献立を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

795 沖縄県 浦添市 お山保育園 ・保育室等の面積を適切に確保すること
H30.2.14 ○
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796 沖縄県 沖縄市 あいあい保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
H30.2.15 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

797 沖縄県 那覇市 ハイブリッドマム　オ
キナワインターナショ
ナルスクール

・保育計画等を適切に整備すること
H29.10.19 ○

・検査用保存食材を保存すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

798 沖縄県 那覇市 ニチイキッズニッセイ
みらい小禄保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
H29.11.9 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

799 沖縄県 那覇市 なないろキッズ保育
園

・保育計画等を適切に整備すること
H29.11.16 ○

・食器等を定期的に煮沸消毒すること
・検査用保存食材を保存すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

800 沖縄県 那覇市 オレンジキッズランド ・保育計画等を適切に整備すること H30.1.10 ○
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
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