
令和元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３１年４月～令和２年３月）

№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

1 北海道 札幌市中央
区

こどもカンパニー札幌駅西
口園

・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

R1.05.15 R1.10.04

2 北海道 札幌市中央 こどもカンパニ一大通園 なし R1.05.14 R1.10.04
3 北海道 札幌市中央 スプラッシュ南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 R1.07.23 R1.11.11

・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
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと

4 北海道 札幌市中央
区

ベビーズリング札幌円山
ルーム

なし R1.11.15 R2.03.02

5 北海道 札幌市中央 りーぶる保育園 ・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 R1.09.11 R1.12.26
・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
・保育計画等を適切に整備すること
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること

6 北海道 札幌市中央 りとるkid'sクラブ　中央園 ・嘱託医との契約を締結すること R1.05.21 R1.09.04
7 北海道 札幌市中央 りとるkid'sクラブ北3条園 ・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 R1.05.22 R1.09.04

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・嘱託医との契約を締結すること

8 北海道 札幌市北区 チャイルドケアらくら新川 なし R1.07.24 R1.11.19
9 北海道 札幌市東区 札苗北あんびしゃす保育園 なし R1.09.10 R1.12.28

10 北海道 札幌市白石 もみのき保育園南郷園 なし R1.10.30 R2.02.19
11 北海道 札幌市豊平 スター保育園　豊平園 なし R1.10.29 R2.02.19
12 北海道 札幌市豊平 りとるkid'sクラブ　西岡園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.11.13 R2.02.13
13 北海道 札幌市西区 スプラッシュ西野スクール ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと R1.07.23 R1.11.11

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
14 北海道 札幌市西区 保育園マミーすてっぷ ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること R1.07.24 R1.11.08
15 宮城県 仙台市青葉 おうち保育園かしわぎ ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.12.11 R2.03.25

・児童票を整備すること
16 宮城県 仙台市青葉 ぶれす保育園　木町通園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.12.12 R2.03.25

・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
17 宮城県 仙台市青葉

区
特別養護老人ホーム仙台
敬寿園保育室

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと R1.12.12 R2.03.25

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・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
・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

18 宮城県 仙台市宮城
野区

もりのなかま保育園　小田
原園

なし R1.05.15 R1.10.02

19 宮城県 仙台市宮城
野区

ラフールキッズ保育園　榴ヶ
岡

なし R2.03.19 R2.06.16

20 宮城県 仙台市太白
区

チャイルドルーム　きいろい
くまさん　たんぽぽ館

なし R1.07.10 R1.10.31

21 宮城県 仙台市太白
区

チャイルドルーム　きいろい
くまさん　ちゅうりっぷ館

なし R1.08.06 R1.12.13

22 宮城県 仙台市太白
区

チャイルドルームきいろいく
まさん こすもす館

なし R1.07.09 R1.10.31

23 宮城県 仙台市太白 とみざわ愛の杜保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.02.20 R2.05.22
24 宮城県 仙台市太白 もりのなかま保育園　長町 なし R1.05.14 R1.09.24
25 宮城県 仙台市太白 ラフールキッズ保育園 なし R2.02.19 R2.05.27
26 宮城県 仙台市太白

区
都市型保育園ポポラー仙台
長町八本松園

・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

R1.10.30 R2.02.25

・嘱託医との契約を締結すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の
保育士を確保すること

27 宮城県 仙台市泉区 エンジェルハウス　西中山 ・保育計画等を適切に整備すること R1.06.12 R1.11.29
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・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

28 宮城県 仙台市泉区 エンジェルハウス紫山園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.06.11 R1.11.29
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること

29 宮城県 仙台市泉区 エンジェルハウス寺岡園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.10.29 R2.02.23
30 宮城県 仙台市泉区 リズム保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.12.12 R2.03.23

・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
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

31 宮城県 石巻市 湊水産・結のいえ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.12.11 R2.03.25
32 宮城県 角田市 あすなろの木保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.12.11 R2.03.25

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・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

33 山形県 山形市 ぶれす保育園　山形園 ・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 R2.02.19 R2.05.29
34 山形県 山形市 よねき保育園 なし R2.02.19 文書指摘

なし
35 山形県 鶴岡市 やまのこ保育園  home ・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 R1.09.10 R1.12.26

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
36 山形県 天童市 まませるふ天童 なし R2.02.18 R2.05.14
37 山形県 南陽市 みんなのみらい南陽園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R2.02.20 R2.05.29
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№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
38 福島県 郡山市 FSG保育園 ・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 R1.07.02 R1.11.09
39 福島県 いわき市 いわけん保育園　BooBoo

ガーデン
・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 R2.02.27 R2.05.20

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
40 福島県 いわき市 くほんじナーサリー ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R2.02.27 R2.06.22

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・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
・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
・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

41 福島県 いわき市 マルト保育園あまこ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.26 R2.05.19
42 福島県 いわき市 マルト保育園くぼた ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.26 R2.05.19
43 福島県 いわき市 松村舞子浜幼児園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.03.19 R2.06.17
44 茨城県 水戸市 おひさまほいくえん　かさは ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R2.03.12 R2.06.20
45 茨城県 石岡市 ホープ保育園 ・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと R2.02.27 R2.05.29
46 茨城県 常総市 ルアナきぬの里保育園 ・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 R2.02.26 R2.05.12

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
47 茨城県 つくば市 カスミいいねの森保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R2.02.28 R2.05.29
48 茨城県 つくば市 カリーノバンビーニ ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.12.17 R2.03.24

・マニュアルに基づく虐待防止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
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・保育計画等を適切に整備すること

49 茨城県 つくば市 キッズユリノキ保育園 ・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 R2.02.26 R2.05.19
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

50 茨城県 ひたちなか市 心羽ルネッサンスキッズ ・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 R2.03.10 R2.06.18
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

51 茨城県 常陸大宮市 聖愛チルドレン ・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 R2.03.11 R2.06.22
52 茨城県 神栖市 みつはこどもえん　ひだまり

広場
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.03.17 R2.06.19

・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
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

53 茨城県 稲敷郡阿見 花くじら保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R2.02.27 R2.05.30
・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

54 茨城県 猿島郡境町 あお学園保育園 なし R2.03.11 R2.05.26
55 栃木県 宇都宮市 グットチャイルド保育園 ・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 R2.03.10 R2.06.20
56 栃木県 足利市 ひまわりチャイルド ・嘱託医との契約を締結すること R1.05.22 R1.09.24

・保育計画等を適切に整備すること
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・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
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・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
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること
・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

57 栃木県 下野市 トータスキッズ下野 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.05.21 R1.11.27
・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
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止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

58 群馬県 前橋市 ふるいちほいくえん ・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること R2.02.19 R2.05.26
・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
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

59 群馬県 高崎市 ミシェルインターナショナル
キンダーガーデン

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.03 R1.11.11

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・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

60 群馬県 高崎市 社会福祉法人正覚会ことり
のうた保育園

・保育計画等を適切に整備すること R2.02.20 R2.05.21

・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
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№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

61 群馬県 高崎市 都市型保育園ポポラー群馬
高崎園

・嘱託医との契約を締結すること R1.10.24 R2.02.25

62 埼玉県 さいたま市北
区

キッズ倶楽部小麦 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R1.12.04 R2.03.10

・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
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

63 埼玉県 所沢市 社会医療法人至仁会　企業
託児所みどり

・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 R1.10.01 R2.02.15

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
64 埼玉県 東松山市 ラフキッズ保育園 なし R2.02.26 R2.05.25
65 埼玉県 春日部市 ゆかり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.12.03 R2.03.11

・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
66 埼玉県 春日部市 孝楽園ちろりん村保育所 なし R1.05.28 R1.09.21
67 埼玉県 狭山市 きずな保育園　狭山 ・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 R1.10.23 R2.02.17

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・事業計画に沿って一時預かり保育事業の実施に努めること
・事業計画に沿って夜間保育事業の実施に努めること
・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
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童票を整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

68 埼玉県 草加市 草加クローバー保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R1.09.18 R1.12.26
69 埼玉県 戸田市 戸田駅前すくすく保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.05.27 R1.09.24

・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・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
・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
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・調理室等を適切に整備すること

70 埼玉県 八潮市 ツルガソネ保育所 なし R1.10.08 R2.03.02
71 埼玉県 富士見市 ニチイキッズみずほ台駅前

保育園
なし R2.02.26 文書指摘

なし
72 埼玉県 富士見市 都市型保育園ポポラー埼玉

ふじみ野園
・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

R1.09.04 R2.01.09

・嘱託医との契約を締結すること
73 埼玉県 ふじみ野市 保育所ちびっこランド　ふじ

み野園
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R2.02.28 R2.05.15

74 埼玉県 三郷市 ふぇありぃ保育園三郷中央 ・保育計画等を適切に整備すること R2.03.17 R2.06.19
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食器等を定期的に煮沸消毒すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

75 埼玉県 蓮田市 蓮田われもこう保育園 なし R2.03.18 R2.06.08
76 埼玉県 鶴ヶ島市 わかばかなやま保育園 ・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 R2.02.27 R2.05.24

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

77 千葉県 千葉市中央 みらいのまち保育園　鶴沢 なし R2.02.27 R2.05.29
78 千葉県 千葉市稲毛

区
ナーサリーホームフレスポ
稲毛

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと R2.01.22 R2.06.09

・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
・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
・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
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと

79 千葉県 千葉市稲毛 みらいのまち保育園　作草 なし R2.02.27 R2.05.29
80 千葉県 千葉市緑区 学校法人宇野学園みなみ

ちゃん タック
・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 R2.02.27 R2.05.29

81 千葉県 千葉市美浜
区

SOLTILO GSA International
School 幕張ベイパーク校

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.02.26 R2.05.29

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・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
・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
・保育計画等を適切に整備すること

82 千葉県 市川市 いちかわ保育所 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R1.12.10 R2.06.02
・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）

83 千葉県 市川市 オルカキッズ保育園 なし R2.02.26 R2.05.20
84 千葉県 市川市 ことり保育園本八幡園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.02.26 R2.05.26

・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

85 千葉県 船橋市 すこやか保育園 なし R1.12.04 R2.03.11
86 千葉県 野田市 新日本ウエックス野田託児 ・定期的なブレスチェックを適切に行うこと R1.12.18 R2.03.25

・保育計画等を適切に整備すること
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87 千葉県 成田市 シタカタ保育所 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること R1.12.05 R2.03.24
88 千葉県 東金市 まちの保育所　いくりん ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.10.02 R2.02.21
89 千葉県 東金市 白ゆり保育園 なし R2.01.28 R2.04.21
90 千葉県 習志野市 ジェイビー ナーサリー 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 R2.01.29 R2.04.21

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・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
・マニュアルに基づく虐待防止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
・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
・保育計画等を適切に整備すること
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと

91 千葉県 習志野市 ニチイキッズ津田沼ふじさき
保育園

なし R2.02.27 文書指摘
なし

92 千葉県 市原市 保育園めろでぃ ・児童票を整備すること R1.10.01 R2.02.06
・検査用保存食材を保存すること

93 千葉県 流山市 子育て保育園ぽっぽ園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.12.11 R2.03.19
94 千葉県 八千代市 さんさんこどもえん ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.02.28 R2.05.22
95 千葉県 八千代市 フェニックスキッズ勝田台 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.10.24 R2.03.04
96 千葉県 浦安市 うらやすはっぴーフラワー保

育所
・保育計画等を適切に整備すること R1.12.11 R2.03.25

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・嘱託医との契約を締結すること

97 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

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.12.24 R2.03.12

98 千葉県 四街道市 きわみ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.01.21 R2.04.28
・嘱託医との契約を締結すること

99 千葉県 四街道市 下志津病院こじか保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.10.23 R2.02.18
・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
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

100 東京都 中央区 こどもの王国保育園 東日
本橋園

・保育計画等を適切に整備すること R2.03.19 R2.06.16

101 東京都 港区 COMO　EN　CASA　青山
キッズクラブ

・保育計画等を適切に整備すること R1.06.18 R1.09.27

102 東京都 港区 Hayama International
School Shirokane

・保育計画等を適切に整備すること R2.02.27 R2.05.30

・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
・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

103 東京都 港区 MOEGI　HOUSE なし R2.02.27 R2.05.27
104 東京都 港区 ディア・キッズたまち なし R2.02.27 R2.06.02
105 東京都 港区 フェニックスキッズ西麻布 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R1.05.28 R1.11.29

・保育計画等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

106 東京都 新宿区 ブルジョン　キッズスペース ・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 R2.02.27 R2.05.15
107 東京都 新宿区 フロンティアキッズ市ヶ谷 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R1.06.19 R1.09.30
108 東京都 文京区 めばえ保育ルーム春日 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.16 R1.11.11
109 東京都 台東区 わんわん保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.11.07 R2.02.20

・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
・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

110 東京都 墨田区 フェニックスキッズ本所 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.10.02 R2.03.04

111 東京都 江東区 aiueo だいいち保育園豊洲 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.18 R2.07.01

112 東京都 江東区 チューリップ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R1.05.27 R1.09.24

113 東京都 江東区 チューリップ保育園 千石 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.05.28 R1.09.24

114 東京都 江東区 チューリップ保育園亀戸 なし R1.09.18 R1.12.03

115 東京都 江東区 めばえ保育ルーム亀戸 なし R1.07.17 R1.11.11

116 東京都 江東区 もりのなかま保育園　東砂
ひよこ園

なし R1.09.03 R1.12.26

117 東京都 江東区 らいおんハート保育園東陽 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること R2.02.19 R2.05.28
118 東京都 江東区 リリアネラ　ナーサリー ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.02.19 R2.07.16

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・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

119 東京都 品川区 けめともの家・キッズ 西大 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R1.12.04 R2.03.25
・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

120 東京都 品川区 はぐみっく保育園　五反田 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.16 R2.02.06
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・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
・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
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・嘱託医との契約を締結すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

121 東京都 目黒区 ＢＵＮＢＵＮ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること R2.02.26 R2.05.20
・マニュアルに基づく事故防止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
・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

122 東京都 目黒区 グローバルキッズ都立大学 ・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 R2.02.26 R2.05.29
123 東京都 目黒区 フェアリーテイル中目黒園 ・嘱託医との契約を締結すること R1.11.07 R2.02.27

・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

124 東京都 目黒区 保育ルームすまいる　目黒
自由が丘園

なし R1.08.20 R2.01.14

125 東京都 大田区 Pearl Nursery School ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること R2.02.26 R2.05.18
126 東京都 大田区 りぶほ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.02.26 R2.06.22

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・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
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

127 東京都 世田谷区 Brighton Nursery school 下
高井戸園

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.06.18 R1.09.30

・保育計画等を適切に整備すること
128 東京都 世田谷区 YOGA International School ・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 R2.02.26 R2.05.02

・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を配置すること
・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
・自園調理に必要な調理員を配置すること
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

129 東京都 世田谷区 カメリアキッズ　経堂園 なし R1.07.16 R1.11.08
130 東京都 世田谷区 カメリアキッズ　豪徳寺園 なし R1.11.27 R2.02.21
131 東京都 世田谷区 グローバルキッズ上野毛一

丁目園
なし R2.02.26 R2.05.29

132 東京都 世田谷区 こもれび保育園　赤堤園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R1.07.30 R1.11.12
・検査用保存食材を保存すること

133 東京都 世田谷区 ベビーズリング　世田谷経
堂ルーム

・保育計画等を適切に整備すること R1.09.20 R1.12.10

134 東京都 世田谷区 みやさか保育園 なし R1.07.31 R1.11.08
135 東京都 世田谷区 めばえ保育ルーム芦花公 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.31 R1.11.11
136 東京都 世田谷区 めばえ保育ルーム千歳船 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.08.20 R2.06.18

・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
137 東京都 世田谷区 めばえ保育ルーム用賀 なし R1.07.16 R1.11.11
138 東京都 世田谷区 奥沢エキチカ保育園 ・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること R2.02.27 R2.05.28
139 東京都 世田谷区 空と虹の家保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.09.18 R2.02.03
140 東京都 世田谷区 保育ルームすまいる世田谷

奥沢園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.27 R2.05.22

141 東京都 渋谷区 きっともっと保育園千駄ヶ谷 なし R1.12.04 R2.04.02
142 東京都 渋谷区 ダンデライオン保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R2.02.27 R2.06.16

・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
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

143 東京都 渋谷区 神宮前アマテラス保育園 ・嘱託医との契約を締結すること R1.10.24 R2.02.20
・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）

144 東京都 渋谷区 未来のピース保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R2.02.27 R2.05.22
145 東京都 中野区 TMPHピーポ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.26 R2.05.28
146 東京都 中野区 もしもしのほし中野保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること R2.02.26 R2.05.29
147 東京都 中野区 フェアリーテイル鷺宮駅前 ・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 R1.06.18 R1.11.28
148 東京都 中野区 フェアリーテイル中野坂上 ・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと R1.06.19 R1.09.27

・嘱託医との契約を締結すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

149 東京都 杉並区 カメリアキッズ　高円寺園 なし R1.10.23 R2.02.21
150 東京都 杉並区 カメリアキッズ中野富士見

町園
なし R2.02.26 文書指摘

なし
151 東京都 杉並区 フェアリーテイル永福町園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.06.19 R1.10.02

・嘱託医との契約を締結すること
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・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
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

152 東京都 杉並区 もしもしのほし高円寺保育 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.09.04 R2.01.06
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153 東京都 豊島区 たいよう第三保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.09.03 R2.01.04
・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
・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

154 東京都 豊島区 フェニックスキッズ雑司ヶ谷 ・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 R1.11.07 R2.03.04
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

155 東京都 豊島区 ほほえみキッズ園駒込 なし R2.03.17 文書指摘
なし

156 東京都 北区 カメリアキッズ　田端園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.10.02 R2.02.21
157 東京都 北区 たいよう保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R1.10.01 R2.02.21

・検査用保存食材を保存すること
・自園調理に必要な調理員を配置すること

158 東京都 北区 正光寺保育園　赤羽岩淵園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R2.02.28 R2.06.08
159 東京都 北区 都市型保育園ポポラー東京

赤羽園
・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

R1.07.17 R1.11.19

・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
・嘱託医との契約を締結すること

160 東京都 荒川区 ＡＵＢＥ町屋保育園 ・嘱託医との契約を締結すること R2.02.28 R2.05.29
・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

161 東京都 板橋区 きずな保育園　常盤台 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.07.17 R2.02.19
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の
保育士を確保すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上の
保育士を確保すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること

162 東京都 板橋区 キッズドリーム園　板橋本町 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R2.02.28 R2.05.29
・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
・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

163 東京都 板橋区 キッズドリーム園中板橋 ・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 R1.09.10 R1.12.27
164 東京都 板橋区 こもねん保育園 ・自園調理に必要な調理員を配置すること R1.12.03 R2.03.25

・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
・調理室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
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・嘱託医との契約を締結すること

165 東京都 板橋区 さかしたのき保育園 ・嘱託医との契約を締結すること R2.03.24 R2.06.30
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと

166 東京都 板橋区 たいよう第二保育園 ・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 R1.09.04 R2.01.04
・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

167 東京都 板橋区 フェニックスキッズ向原 ・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 R1.07.17 R1.12.24
・マニュアルに基づく事故防止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）
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

168 東京都 板橋区 フェニックスキッズ要町 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.08.20 R2.01.31
169 東京都 板橋区 保育ルームすまいる　板橋

ときわ台園
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること R1.06.18 R1.09.25

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
170 東京都 板橋区 保育ルームすまいる板橋高

島平園
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること R1.10.02 R2.02.19

171 東京都 練馬区 きずな保育園　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 R1.07.30 R2.02.18
・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
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

172 東京都 練馬区 練馬あけみ保育園 なし R2.02.26 R2.05.27
173 東京都 足立区 English　School　わくわく ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.06.25 R1.09.27
174 東京都 足立区 こころとうたう保育園 ・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 R2.02.28 R2.05.26
175 東京都 足立区 わくわくキッズ ・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 R1.06.24 R1.09.12
176 東京都 足立区 昭栄キッズステーション ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.09.11 R2.01.30
177 東京都 足立区 保育所ちびっこランド　六町 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R2.03.17 R2.06.25

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・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

178 東京都 江戸川区 stellar education garden瑞
江第二保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.18 R2.06.02

・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
179 東京都 江戸川区 いせやナーサリー ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R2.02.27 R2.06.10

・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）

180 東京都 江戸川区 プチリック船堀園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.02.27 R2.05.21
181 東京都 江戸川区 プレイキッズ保育園一之江 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.02.18 R2.05.14

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
182 東京都 江戸川区 ベビーランドひよこ ・保育計画等を適切に整備すること R1.07.31 R1.11.08
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183 東京都 江戸川区 輝きベビー保育園篠崎 なし R1.05.27 R1.09.25
184 東京都 江戸川区 輝きベビー保育園瑞江 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.05.28 R1.09.25
185 東京都 江戸川区 西葛西きらきら保育園

ANNEX
・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 R1.12.17 R2.03.09

186 東京都 八王子市 いとほし保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること R2.02.27 R2.05.21
187 東京都 八王子市 キンダー・ベル幼保園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.19 R2.05.26
188 東京都 八王子市 シュタイナー保育園おひさ

ま子どもの家
なし R2.02.27 文書指摘

なし
189 東京都 立川市 フェアリーランド東京立川

ベネチアンベイビー
・食器等を定期的に煮沸消毒すること R2.02.26 R2.05.22

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
190 東京都 立川市 プラスキッズみらい保育園

立川園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.26 R2.05.23

・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
191 東京都 立川市 東京賢治シュタイナー学校

つめくさ保育園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.17 R2.06.22

・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

192 東京都 武蔵野市 fujimuraナーサリー ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.11.07 R2.02.26
193 東京都 武蔵野市 すまいーだ保育園 なし R2.02.26 R2.05.29
194 東京都 三鷹市 オハナレア吉祥寺園 ・嘱託医との契約を締結すること R2.02.28 R2.06.03
195 東京都 三鷹市 さくら保育園 なし R2.02.28 R2.05.12
196 東京都 三鷹市 ぴかぴか保育園みたか駅 なし R2.02.26 R2.05.18
197 東京都 三鷹市 保育ルームすまいる　三鷹 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること R2.02.27 R2.05.08

・嘱託医との契約を締結すること
198 東京都 三鷹市 ひばりの保育　仙川のいえ なし R1.12.18 R2.03.24
199 東京都 三鷹市 めばえ保育ルーム三鷹台 なし R1.06.19 R1.11.25
200 東京都 府中市 カメリアキッズ清水が丘園 なし R1.07.31 R1.11.08
201 東京都 府中市 東府中ベル保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.30 R1.11.06

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
202 東京都 調布市 icon 調布駅前園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.08.20 R1.12.17

・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
203 東京都 調布市 icon調布仙川園 なし R1.10.23 R2.02.18
204 東京都 町田市 キッズアプローチ南町田 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.31 R2.01.06
205 東京都 町田市 ことりの森保育園 なし R2.02.26 R2.05.01
206 東京都 町田市 ジョイキッズ保育園 なし R2.02.26 R2.05.27
207 東京都 町田市 セブンなないろ保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R2.02.28 R2.05.19
208 東京都 町田市 ふれあい町田保育園 なし R1.10.01 R2.02.21
209 東京都 町田市 成瀬駅前保育園だんでらい

おん
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.28 R2.05.14

210 東京都 小平市 こだきしゅコスモ保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.12.05 R2.03.25
211 東京都 日野市 たまだいら 1.2 Tomorrow

House
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.03.17 R2.06.18

・嘱託医との契約を締結すること
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと

212 東京都 日野市 多摩平たから保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.28 R2.05.24
・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
・調理室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

213 東京都 国分寺市 さかのうえ　ふれあいえん なし R2.02.27 R2.05.28
214 東京都 国立市 保育所ちびっこランド富士

見台園
・保育計画等を適切に整備すること R2.02.27 R2.05.31

・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）

215 神奈川県 横浜市神奈
川区

パナマリア保育園　東白楽
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） R1.08.20 R1.12.18

216 神奈川県 横浜市西区 キッズラボ第一横浜楠町園 なし R1.06.24 R1.11.28
217 神奈川県 横浜市西区 キッズラボ第二横浜楠町園 なし R1.06.25 R1.11.28
218 神奈川県 横浜市中区 チューリップ保育園　日ノ出

町
なし R2.02.20 文書指摘

なし
219 神奈川県 横浜市中区 愛嬰幼保学園　横浜園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.06.24 R1.10.31
220 神奈川県 横浜市港北 luana保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.06.25 R1.09.30

・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事故防止対策を適切に行うこと

221 神奈川県 横浜市港北 キッズラボ菊名園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.09.03 R1.12.25
222 神奈川県 横浜市港北 トモキッズナーサリー綱島 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.11.27 R2.03.03
223 神奈川県 横浜市戸塚 ブリヂストン横浜保育園 なし R1.12.05 R2.03.19
224 神奈川県 横浜市青葉 キッズアプローチあざみ野 ・保育計画等を適切に整備すること R1.07.17 R1.11.11

・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）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

225 神奈川県 横浜市都筑 チャイルドランド仲町台園 ・定期的なブレスチェックを適切に行うこと R1.11.27 R2.02.27
・マニュアルに基づく虐待防止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
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・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
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№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
226 神奈川県 横浜市都筑 プリム保育園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること R1.10.24 R2.02.21
227 神奈川県 横浜市都筑

区
都市型保育園ポポラー横浜
センター南園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.09.03 R2.01.09

・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
・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
・嘱託医との契約を締結すること

228 神奈川県 川崎市川崎 フェアリーテイル川崎小田 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.06.24 R1.09.30
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・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
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること
・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）
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

229 神奈川県 川崎市川崎 川崎大師わんぱく保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R1.06.18 R1.09.30
・保育計画等を適切に整備すること

230 神奈川県 川崎市多摩 えみのき保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.10.24 R2.02.06
231 神奈川県 川崎市麻生

区
天才キッズクラブ陽だまりの
家百合丘園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.12.25 R2.03.16

232 神奈川県 相模原市緑 ウィズルースト保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.03.17 R2.06.19
233 神奈川県 横須賀市 リーベリー保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.30 R1.11.07
234 神奈川県 平塚市 キッズきゃらばん ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R2.03.17 R2.06.22

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
235 神奈川県 平塚市 ベストキッズ平塚大神保育 ・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること R2.03.10 R2.06.22
236 神奈川県 藤沢市 CHILD-CARE湘南 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.18 R2.05.25
237 神奈川県 藤沢市 Halelea なし R2.02.18 文書指摘

なし
238 神奈川県 藤沢市 キッズアプローチ　辻堂 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.30 R1.11.11
239 神奈川県 藤沢市 ちびっこ保育園藤沢園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.06.25 R1.09.27

・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

240 神奈川県 藤沢市 ベストキッズ藤沢大庭保育 なし R2.03.10 R2.06.22
241 神奈川県 藤沢市 保育所きっずらんど フェア ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.03.17 R2.06.25

・マニュアルに基づく事故防止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
・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
・保育計画等を適切に整備すること
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること
・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

242 神奈川県 茅ヶ崎市 ベストキッズ茅ヶ崎保育園 なし R2.03.11 R2.06.18
243 神奈川県 厚木市 でんえん保育ルームぽかぽ

か
なし R2.03.19 R2.05.26

244 神奈川県 大和市 ベストキッズ中央林間保育 なし R1.06.24 R1.09.30
245 神奈川県 大和市 ベストキッズ南林間保育園 なし R1.06.25 R1.09.30
246 神奈川県 海老名市 ベストキッズ海老名保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.11.13 R2.02.13

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
247 神奈川県 座間市 にじのはし保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R2.03.18 R2.06.17

・保育計画等を適切に整備すること
248 神奈川県 座間市 ベストキッズ相武台保育園 なし R1.10.23 R2.03.05
249 神奈川県 南足柄市 桃とひよこ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.18 R2.06.19

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
250 神奈川県 綾瀬市 ベストキッズ綾瀬保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.18 R2.06.22
251 神奈川県 足柄上郡開

成町
保育所モナミこども園 ・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 R2.03.18 R2.06.19

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
252 神奈川県 愛甲郡愛川 ベストキッズ愛川保育園 ・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること R2.03.11 R2.06.22
253 石川県 金沢市 にじいろてんし県庁前 ・保育計画等を適切に整備すること R2.01.23 R2.04.30

・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

254 石川県 金沢市 にじいろてんし弥生 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.01.22 R2.04.30
・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

255 山梨県 甲府市 アソビスイッチ市場保育園 なし R1.10.09 R2.02.04
256 長野県 長野市 企業主導型保育 みらいく高

田
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.09.11 R1.12.24

257 長野県 上高井郡小
布施町

企業主導型保育みらいく小
布施

・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

R1.09.10 R1.12.24

258 岐阜県 大垣市 タッチテラス保育所 ・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 R1.11.15 R2.03.11
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・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
・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

259 岐阜県 高山市 企業主導型保育所　きりん
保育園

なし R2.03.04 文書指摘
なし
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№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

260 岐阜県 可児市 スマイルネストバロー広見
保育園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.02.04 R2.05.18

・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事故防止対策を適切に行うこと

261 静岡県 静岡市葵区 あいぐらん保育園瀬名 なし R2.03.12 R2.06.22
262 静岡県 静岡市葵区 いちぼし保育園 なし R2.03.11 文書指摘

なし
263 静岡県 静岡市葵区 おにぎり保育園 ・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること R2.03.11 R2.06.02
264 静岡県 静岡市駿河 ぺんぎん保育園　豊田 なし R2.03.10 R2.06.05
265 静岡県 浜松市中区 いろにこ保育園 ・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 R2.03.11 R2.06.20

・嘱託医との契約を締結すること
266 静岡県 浜松市中区 ぬくもりのおうちママサポー

ト保育　砂山町園
なし R2.03.11 R2.07.02

267 静岡県 浜松市中区 遠鉄グループ保育園えきま ・自園調理に必要な調理員を配置すること R1.06.04 R1.09.30
268 静岡県 浜松市中区 保育所ぴゅあきっず なし R1.08.06 R1.11.20
269 静岡県 浜松市東区 都市型保育園ポポラー浜松

プラザフレスポ園
・嘱託医との契約を締結すること R1.06.05 R1.12.02

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・自園調理に必要な調理員を配置すること

270 静岡県 浜松市西区 てんとうむし東山保育園 なし R2.01.22 文書指摘
なし

271 静岡県 浜松市南区 こどものおうち　すぃーと なし R2.03.12 R2.06.02
272 静岡県 浜松市浜北

区
医療法人社団誠心会浜北
さくら台病院保育施設

・嘱託医との契約を締結すること R2.03.10 R2.06.22

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること

273 静岡県 浜松市浜北
区

学校法人北浜学園　企業主
導型保育園　ふわふわ

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.10 R2.05.27

274 静岡県 三島市 ぷてぃふる ・嘱託医との契約を締結すること R2.01.23 R2.04.28
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

275 静岡県 富士市 ひなた保育園 ・食器等を定期的に煮沸消毒すること R2.01.22 R2.06.02
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・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

276 静岡県 磐田市 あいきゅーぶ保育園 なし R2.01.23 R2.06.12
277 静岡県 焼津市 にしやいづ保育所 なし R1.12.25 R1.09.26
278 静岡県 袋井市 愛ノ宮保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R1.06.11 R1.09.25
279 愛知県 名古屋市北 ナーサリースクールかがや ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.01.16 R2.04.23
280 愛知県 名古屋市西

区
キッズルームさっか なし R2.01.16 文書指摘

なし
281 愛知県 名古屋市西

区
めいてつ保育ステーション
栄生ぽっぽ園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること R1.07.02 R1.12.13

・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
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

282 愛知県 名古屋市緑
区

SukuSuku Nursery School
Anju

なし R1.07.03 R1.11.14

283 愛知県 名古屋市緑 おひさま保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.07.10 R1.11.09
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・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
・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）

284 愛知県 名古屋市天
白区

BLESS  International
School 焼山園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.09.26 R1.12.27

・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
・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
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・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
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと

285 愛知県 岡崎市 額田ささゆりの里保育所 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.01.23 R2.06.01
286 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 R2.01.22 R2.05.12
287 愛知県 半田市 どりーむハウス　企業主導

型保育　ひよこ
・調理室等を適切に整備すること R2.01.23 R2.04.30

288 愛知県 春日井市 あさひキッズ ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること R2.01.22 R2.05.29
・保育計画等を適切に整備すること

289 愛知県 春日井市 ベティさんの家キッズルー
ム　高蔵寺

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.02.05 R2.05.27

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・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

290 愛知県 豊田市 キッズルームハグくみ豊田 なし R2.01.15 R2.04.30
291 愛知県 豊田市 ビスケッツ　梅坪 なし R1.08.06 R1.12.15
292 愛知県 安城市 マミーズ保育園FEELでっか

いどう‼
なし R2.01.15 指摘なし

293 愛知県 新城市 保育ルーム　ほうせい ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.01.15 R2.04.17
・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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№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

294 愛知県 知多市 マリーアグランマ保育園 に
しのだい園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと R2.01.22 R2.04.30

・嘱託医との契約を締結すること
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること
・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

295 愛知県 知立市 イーグル保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.03.19 R2.05.26
296 愛知県 日進市 たすけあい名古屋　みずの

まち保育園
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること R1.07.09 R1.10.28

・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

297 愛知県 清須市 みらい保育園古城 なし R2.03.05 R2.06.17
298 愛知県 長久手市 もりのくまさん託児所 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R2.01.23 R2.07.01

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・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
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく事故防止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
・保育計画等を適切に整備すること
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

299 愛知県 長久手市 長久手くるみ保育園 ・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること R2.03.26 R2.06.16
300 三重県 津市 津やる気保育園 ・自園調理に必要な調理員を配置すること R2.02.14 R2.05.29

・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

301 三重県 四日市市 mimi ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R2.01.16 R2.04.27
・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

302 三重県 名張市 名張やる気保育園 ・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 R2.01.15 R2.04.30
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

303 三重県 多気郡明和 企業主導型保育かりん明和 ・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 R2.02.13 R2.05.25
・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

304 滋賀県 長浜市 託児所　ひまわり ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.03.24
・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

305 京都府 京都市右京 保育ルームOhana ・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 R2.01.23 R2.04.30
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

306 京都府 京都市山科 燈影ホームガーデン ・幼児用トイレを適切に整備すること R2.02.06 R2.06.18
・マニュアルに基づく事故防止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
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

307 京都府 京田辺市 やすらぎ保育園 ・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 R2.02.05 R2.05.29
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

308 大阪府 大阪市都島
区

ヤシの木保育園 なし R1.09.26 文書指摘
なし

309 大阪府 大阪市西区 BellKids保育園西区 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R1.12.18 R2.02.28
310 大阪府 大阪市西区 くれよんきっず保育園うつぼ

東園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.01.16 R2.05.15

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
311 大阪府 大阪市天王

寺区
チックアンドヘン鶴橋園 ・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 R1.07.03 R1.11.07

312 大阪府 大阪市天王
寺区

もりのなかま保育園天王寺
ひよこ園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.07.02 R1.11.08

313 大阪府 大阪市天王
寺区

寺田町保育園ナーサリー
ぽっぽ

・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

R1.11.20 R2.02.28

・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

314 大阪府 大阪市浪速 あいうえお保育園　なんば ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.09.26 R2.12.27
315 大阪府 大阪市西淀

川区
西大阪保育園 なし R1.10.17 R2.02.22

316 大阪府 大阪市旭区 茶屋大宮保育園 なし R1.07.09 R1.11.18
317 大阪府 大阪市城東 クローバー保育園　城東 なし R1.10.16 R2.01.22
318 大阪府 大阪市阿倍

野区
たんぽぽ保育園 ・検査用保存食材を保存すること R1.05.15 R1.09.09

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
319 大阪府 大阪市阿倍

野区
なわしろ保育園 なし R1.11.20 R2.02.28

320 大阪府 大阪市住吉 かけはし保育園 ・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 R1.12.19 R2.03.24
321 大阪府 大阪市東住

吉区
保育所ピーチランド東住吉
園

・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること R1.09.25 R1.12.23

322 大阪府 大阪市淀川 5starプリスクール木川東 なし R1.07.10 R2.01.23
323 大阪府 大阪市平野 オリーブ保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.05.14 R1.09.22

・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）
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・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

324 大阪府 大阪市平野 カンガルーママ保育園 なし R1.07.09 R1.11.08
325 大阪府 大阪市北区 ななつぼし保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.07.24 R1.11.11
326 大阪府 大阪市北区 和音　西天満園 なし R1.07.23 R1.11.11
327 大阪府 大阪市中央 サンクサンス保育園 ・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 R1.12.19 R2.03.19

・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）

328 大阪府 大阪市中央 はばたき保育園森之宮 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R2.02.04 R2.06.01
329 大阪府 大阪市中央 ふり～保育園 ・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 R1.07.10 R1.11.11
330 大阪府 大阪市中央 ヤドリギの森保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.06.05 R1.09.11
331 大阪府 豊中市 保育所ちびっこランド西緑

丘園
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R1.08.06 R2.02.07

332 大阪府 吹田市 企業主導型保育所　ohana ・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 R1.09.26 R1.12.26
333 大阪府 泉大津市 ほいくRoomベビーローズ泉

大津
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.05 R2.05.16

334 大阪府 高槻市 みどりわかば保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.01.22 R2.04.30
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

335 大阪府 貝塚市 こうのとり保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.10.16 R2.02.21
・保育計画等を適切に整備すること

336 大阪府 守口市 きらぼし保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.10.16 R2.03.08
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

337 大阪府 守口市 トモエこぐま保育園 なし R2.01.16 R2.04.30
338 大阪府 枚方市 かえで保育園 ・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 R2.03.17 R2.06.07

・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること

339 大阪府 枚方市 がじゅまる木第二保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.06.05 R1.09.30
・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
・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

340 大阪府 茨木市 保育所ちびっこランド東茨
木園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.09 R2.02.07

341 大阪府 寝屋川市 茶屋寝屋川大利保育園 なし R1.10.17 R2.02.17
342 大阪府 河内長野市 グリーンキッズクラブ ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.01.15 R2.04.15

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること

343 大阪府 羽曳野市 企業主導型保育園リリット なし R2.02.06 R2.05.28
344 大阪府 東大阪市 かわちのキッズルーム ・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 R1.12.18 R2.03.23

・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

345 大阪府 東大阪市 企業主導型保育所　いけし
ま あやめ保育園

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R1.08.27 R2.01.04

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・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
・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
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと

346 大阪府 東大阪市 鴻池うさぎ保育園 なし R1.06.12 R1.09.30
347 大阪府 東大阪市 鴻池かるがも保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R1.06.11 R1.09.12

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
348 大阪府 東大阪市 鴻池こあら保育園 なし R1.07.10 R1.10.25
349 大阪府 東大阪市 鴻池ぱんだ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R1.08.27 R1.11.27
350 大阪府 四條畷市 梛の木保育園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること R2.01.15

・乳児と幼児の午睡場所を区分すること
351 大阪府 阪南市 あいうえお保育園　尾崎園 なし R1.09.25 R1.12.26
352 兵庫県 神戸市東灘 ひよっこ保育園 ・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 R1.09.25 R1.12.23

・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
353 兵庫県 神戸市東灘

区
都市型保育園ポポラー神戸
魚崎園

・嘱託医との契約を締結すること R1.07.24 R1.11.18

・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
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

354 兵庫県 神戸市須磨 キティ保育園 なし R2.01.16 R2.04.24
355 兵庫県 神戸市須磨 ドキドキキッズ☆きらきら園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.08.27 R1.12.09

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
356 兵庫県 神戸市垂水

区
チャイルドハート保育サロン
舞子園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.01.15 R2.04.24

357 兵庫県 神戸市中央 ABCほいくえん三宮 なし R1.08.27 R1.12.13
358 兵庫県 神戸市中央

区
豊和すまいる保育園神戸三
宮校

・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 R1.10.17 R2.02.13

359 兵庫県 神戸市西区 保育所　かたつむりランド
明石伊川谷園

・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

R1.10.16 R2.02.20

・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
360 兵庫県 姫路市 KURASU-ONE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 R2.02.13 R2.05.27
361 兵庫県 姫路市 アイランド保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.14 R2.05.15

・保育計画等を適切に整備すること
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362 兵庫県 姫路市 アルバあがほ保育園 なし R2.02.13 文書指摘
なし

363 兵庫県 姫路市 かしの木保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.13 R2.05.29
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・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
・自園調理に必要な調理員を配置すること
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること

364 兵庫県 姫路市 ひよこのおうち　あおやま園 ・検査用保存食材を保存すること R2.02.13 R2.05.11
・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
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく事故防止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
・食器等を定期的に煮沸消毒すること

365 兵庫県 姫路市 もく保育園プラス ・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 R2.02.13 R2.05.26
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

366 兵庫県 姫路市 わたまちキラット保育園 ・定期的なブレスチェックを適切に行うこと R2.02.13 R2.05.28
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・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

367 兵庫県 姫路市 広畑あおぞら保育園 なし R2.02.13 文書指摘
なし

368 兵庫県 姫路市 城北しらさぎ保育園 なし R2.02.13 R2.05.14
369 兵庫県 姫路市 姫路フレッサ保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R1.07.23 R1.11.11
370 兵庫県 姫路市 姫路中央保育園 なし R1.06.04 R1.09.25
371 兵庫県 尼崎市 くいせ こどもの駅 ・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
R2.02.14 R2.05.14

372 兵庫県 明石市 あいの葉保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.14 R2.05.08
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・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
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

373 兵庫県 明石市 クレッシェンド明石保育園 ・検査用保存食材を保存すること R2.02.14 R2.06.01
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと

374 兵庫県 明石市 こぐまキッズルーム ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.12.18 R2.03.23
375 兵庫県 明石市 こぐまほいくえん大蔵谷園 ・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること R2.02.14 R2.05.25
376 兵庫県 明石市 はなまる保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること R2.02.14 R2.05.29

・保育計画等を適切に整備すること
377 兵庫県 明石市 ぷれいずの保育園 ・児童票を整備すること R2.02.14 R2.05.25

・マニュアルに基づく事故防止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

378 兵庫県 明石市 ペーパームーン保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.02.14 R2.05.25
・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
・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
・嘱託医との契約を締結すること

379 兵庫県 明石市 りぼんｉ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

R2.02.14 R2.05.26

・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）
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

380 兵庫県 明石市 保育所　かたつむりランド
西明石園

なし R1.12.19 R2.03.22

381 兵庫県 明石市 保育所　かたつむりランド
西明石第２駅前園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと R2.02.13 R2.05.25

382 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

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと R2.01.16 R2.04.28

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・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
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・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

383 兵庫県 西宮市 西宮どれみ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R1.06.04 R1.10.01
・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
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

384 兵庫県 洲本市 ﾎﾃﾙﾆｭｰｱﾜｼﾞ保育所 ・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること R2.02.13 R2.05.25
・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
・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
・マニュアルに基づく事故防止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）
・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
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること

385 兵庫県 芦屋市 茶屋呉川保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.10.16 R2.02.17
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

386 兵庫県 宝塚市 宝塚すみれ保育園 なし R2.01.15 R2.04.27

12



№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

387 兵庫県 高砂市 保育所ちびっこランド高砂
北園

・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 R1.10.17 R2.02.20

・保育計画等を適切に整備すること
388 和歌山 県和歌山 エスポBABY ・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 R2.02.04 R2.05.25
389 和歌山県 和歌山市 ニチイキッズ土佐町公園保

育園
なし R2.03.11 文書指摘

なし
390 和歌山県 西牟婁郡上

富田町
あやとり保育園 ・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
R2.02.05 R2.05.25

391 鳥取県 鳥取市 くまのこ保育所 なし R2.03.26 R2.06.22
392 鳥取県 米子市 たいそう　さん☆さん保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.05.21 R1.09.24

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
393 鳥取県 米子市 皆生第２クローバー保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R1.05.14 R1.09.24

・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事故防止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）

394 鳥取県 米子市 企業・地域型　きら☆きら保
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 R1.05.22 R1.09.24

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
395 鳥取県 米子市 東クローバー保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R1.05.15 R1.09.24

・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
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

396 岡山県 岡山市北区 はぐはぐ第二保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.06 R2.06.08
・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
・定員20名以上に必要な医務室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）

397 岡山県 岡山市北区 ポストメイト保育園・ホテル
グランヴィア岡山

・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 R2.02.18 R2.05.12

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・幼児用トイレを適切に整備すること

398 岡山県 岡山市北区 聖さくら学院　よつ葉保育園 ・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 R1.06.05 R1.09.30
・保育室等の面積を適切に確保すること

399 岡山県 岡山市中区 ぽっぽ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.05 R2.05.21
・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）

400 広島県 広島市中区 MIE なし R1.07.02 R1.11.11
401 広島県 広島市中区 チアキッズ保育園　白島 ・保育計画等を適切に整備すること R1.07.03 R1.11.07
402 広島県 広島市安佐

南区
おうち保育ももの家 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.02.19 R2.05.12

403 広島県 広島市安芸 すくすく保育園 ・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 R2.02.20 R2.05.12
・嘱託医との契約を締結すること

404 広島県 呉市 にいたにゆめのおか保育園 ・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 R2.02.18 R2.05.29
405 広島県 呉市 にじいろ園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.10 R2.05.27

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
406 広島県 福山市 あなかれほいくえん福山 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.20
407 広島県 福山市 グッドライフ東町保育園 ・定期的なブレスチェックを適切に行うこと R2.02.28 R2.05.29
408 広島県 福山市 タートルナーサリー ・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 R2.03.11 R2.06.19
409 広島県 福山市 ちいきのいえ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.11 R2.07.01

・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

410 山口県 下関市 りすさんの保育室 なし R2.02.04 文書指摘
なし

411 山口県 山口市 U NURSERY（ユー・ナーサ
リー）新山口

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.06.04 R2.01.06

・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
412 山口県 防府市 キッズステーション（駅南

ルーム）
なし R2.02.06 文書指摘

なし
413 山口県 山陽小野田

市
医療法人永孝会オレンジ歯
科 企業保育園ピーチツリー

なし R2.02.05 R2.05.29

414 徳島県 徳島市 ヨコミネ式保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.01.29 R2.06.03
415 香川県 高松市 スマはぴ保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.01.30 R2.04.28

・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虐待防止対策を適切に行うこと

416 香川県 坂出市 宗教法人カトリック聖ドミニ
コ宣教修道女会坂出聖マル
チン病院バンビーノ保育園

なし R2.02.04 R2.05.28

417 愛媛県 松山市 アロハエンジェルスクール
つばき園

・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 R1.07.03 R1.11.11

・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
418 愛媛県 松山市 チアキッズ保育園　保免 なし R1.07.02 R1.11.07
419 愛媛県 松山市 めぐみ保育園 ・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 R2.01.30 R2.04.22
420 愛媛県 松山市 三福5starプリスクール中村 なし R2.01.29 R2.04.22
421 福岡県 福岡市博多 Baby Love ・保育計画等を適切に整備すること R1.09.11 R2.02.26

・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）

422 福岡県 福岡市博多 ぱぴよん保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.06.12 R1.09.30
・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

423 福岡県 福岡市博多 マミーハウス ・事業計画に沿って夜間保育事業の実施に努めること R1.05.21 R1.09.24
・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
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№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

・保育計画等を適切に整備すること
・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
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・児童票を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・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

424 福岡県 福岡市博多 マリン保育園 なし R1.10.29 R2.02.21
425 福岡県 福岡市中央 ぴっころ保育園六本松園 ・調理従事者等衛生管理点検表を作成し衛生管理を徹底すること R1.10.30 R2.02.18

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・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
・嘱託医との契約を締結すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・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

426 福岡県 福岡市南区 あいぐらん保育園福岡南 なし R1.12.19 文書指摘
なし

427 福岡県 福岡市南区 グりーンケア子どもの家 ・保育計画等を適切に整備すること R2.01.30 R2.04.13
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

428 福岡県 福岡市西区 クオーレ リッコ　すせんじ保
育園

なし R1.10.09 文書指摘
なし

429 福岡県 福岡市早良 西新ぶんか保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R1.05.22 R1.09.24
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・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

430 福岡県 直方市 株式会社もち吉企業内保育
所もちだんご村保育園

なし R2.01.30 R2.04.07

431 福岡県 飯塚市 花梨保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.01.29 R2.04.24
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと

432 福岡県 春日市 風の谷保育園乳児部 ・保育計画等を適切に整備すること R1.06.11 R1.11.29
・保育事業者は派遣ではなく自らの保育士等を雇用すること
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと

433 福岡県 宗像市 なかよし保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.12.18 R2.06.05
434 福岡県 古賀市 森のぽかぽか保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.10.08 R2.02.25

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
435 福岡県 糟屋郡志免 シティーラインにじいろ保育 ・幼児用トイレを適切に整備すること R2.01.29 R2.04.27

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
436 福岡県 糟屋郡粕屋 長者原げんき保育園 なし R1.06.05 R1.09.30
437 佐賀県 佐賀市 ココロ保育園 ・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
R2.02.13 R2.06.16

・幼児用トイレを適切に整備すること
438 長崎県 長崎市 ごとうまち保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.05 R2.05.28

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
439 長崎県 佐世保市 ハウステンボス保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.02.07 R2.05.29
440 長崎県 島原市 いろは保育園 なし R2.03.12 文書指摘

なし
441 熊本県 熊本市中央 コアラ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと R2.01.30 R2.04.30
442 熊本県 熊本市中央 託児所MoMo ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R2.01.30 R2.04.22
443 熊本県 熊本市東区 ニコ保育園 ・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと R2.01.29 R2.04.30

・マニュアルに基づく事故防止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

444 熊本県 熊本市東区 赤とんぼ保育園 なし R2.01.29 R2.04.30
445 熊本県 熊本市東区 長嶺あい保育園シャローム ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.06.04 R1.09.27
446 熊本県 天草市 美野里保育園 ・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 R2.03.04 R2.07.02

・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

447 熊本県 上益城郡嘉
島町

にじいろ保育園 なし R2.03.12 R2.05.27

448 大分県 大分市 なかよしバンビーノ保育園 なし R2.01.29 R2.04.27
449 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 R2.01.30 R2.04.30

・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
450 大分県 中津市 あおぞら保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること R1.08.27 R1.12.18
451 宮崎県 宮崎市 さんこうこどもえん ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.04 R2.05.27
452 宮崎県 宮崎市 医療法人育成会　サンキッ

ズ保育園
・保育計画等を適切に整備すること R2.02.06 R2.05.29

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
453 宮崎県 都城市 さわやか保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R2.03.06 R2.06.10

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
454 宮崎県 小林市 マザーヒルズ保育園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.03.05 R2.06.22

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・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
・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

455 宮崎県 日向市 おくらがはまこども園 ・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと R2.02.05 R2.05.28
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること
・保育計画等を適切に整備すること

14



№ 都道府県 市区町村 保育施設名 文書指摘内容のうち職員配置や保育内容に関する事項
指導・監査

実施日
改善報
告書

456 宮崎県 日向市 すくすくひなた保育園 なし R2.03.04 文書指摘
なし

457 宮崎県 日向市 まんまる保育園 ・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 R2.03.24 R2.06.22
・児童票を整備すること
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症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
・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
・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
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・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
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

458 鹿児島県 鹿児島市 えきデイナーサリー ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R1.10.09 R2.02.27
・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
・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

459 鹿児島県 鹿児島市 おしろ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R1.10.08 R2.02.27
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

460 鹿児島県 鹿児島市 パピー保育園 なし R2.02.04 R2.05.12
461 鹿児島県 鹿児島市 ほいくえんよしよし ・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 R2.02.06 R2.05.26
462 鹿児島県 鹿屋市 池田保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.03.11 R2.06.12

・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
463 鹿児島県 出水市 マルイぴよぴよ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること R2.03.11 R2.06.19
464 鹿児島県 指宿市 いずみ保育園 ・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 R2.02.20 R2.05.26
465 鹿児島県 指宿市 ひまわりこども園 なし R2.02.18 R2.05.27
466 鹿児島県 薩摩川内市 保育ルームゆう ・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 R2.03.10 R2.06.22

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
467 鹿児島県 日置市 朝日ヶ丘サンライズ保育園 ・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 R2.02.05 R2.05.23

・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

468 鹿児島県 いちき串木野
市

串木野KURA保育園 なし R2.03.12 文書指摘
なし

469 鹿児島県 志布志市 あかちゃんはうす　ぱんだ
ちゃん

・保育計画等を適切に整備すること R2.03.10 R2.05.27

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
470 鹿児島県 伊佐市 おおくちたからばこ保育園 ・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 R2.02.19 R2.05.01
471 鹿児島県 肝属郡肝付 みなみのたいよう保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R2.02.20 R2.05.25

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
472 沖縄県 那覇市 アスクあけぼの海宝保育園 ・保育事業者は派遣ではなく自らの保育士等を雇用すること R1.07.24 R1.11.11
473 沖縄県 那覇市 こころ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.06 R2.05.28

・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
・自園調理に必要な調理員を配置すること

474 沖縄県 那覇市 たからばこ保育園 ・保育室等の面積を適切に確保すること R2.02.06 R2.05.01
475 沖縄県 那覇市 ちゅらランド　長田保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R2.02.19 R2.05.14

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・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

476 沖縄県 那覇市 なないろキッズ保育園 なし R2.02.05 R2.05.29
477 沖縄県 那覇市 にじいろたまご保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること R2.02.19 R2.05.29

・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
・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

478 沖縄県 那覇市 みらいっこ保育園 ・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 R2.02.20 R2.05.27
・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

479 沖縄県 宜野湾市 シシィ保育園　我如古園 なし R2.02.14 R2.06.08
480 沖縄県 宜野湾市 ぱすてる保育園ましき園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.20 R2.05.08
481 沖縄県 宜野湾市 ママサポート ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.04 R2.06.22

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
482 沖縄県 宜野湾市 もりのなかま保育園　佐真

下園
なし R1.06.12 R1.09.30

483 沖縄県 石垣市 石垣島　うみそら保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること R2.02.18 R2.06.09
・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

484 沖縄県 浦添市 エルキッズ　うらそえ保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること R2.03.12 R2.05.28
・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
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと

485 沖縄県 沖縄市 あいあい保育園美原園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.05 R2.06.01
486 沖縄県 沖縄市 あいぐらん保育園泡瀬 なし R2.02.19 文書指摘

なし
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487 沖縄県 沖縄市 アスクのぼりかわ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R1.07.23 R1.11.11
488 沖縄県 沖縄市 ニチイキッズコザ高通り保

育園
なし R2.02.19 R2.05.18

489 沖縄県 沖縄市 パーチェ山里保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.03.05 R2.06.21
490 沖縄県 沖縄市 もりのなかま保育園　宮里 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること R1.06.11 R1.09.30

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
491 沖縄県 うるま市 アイビス赤崎保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.18 R2.04.24

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
492 沖縄県 宮古島市 アットホームこころ保育園 ・定期的なブレスチェックを適切に行うこと R2.02.14 R2.05.26

・ヒヤリハット報告書を作成し改善策等を職員間で共有すること
・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・保育計画等を適切に整備すること
・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
・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

493 沖縄県 宮古島市 うららか保育園 ・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 R2.02.13 R2.05.29
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

494 沖縄県 うるま市 もりのなかま保育園安慶名 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） R2.02.20 R2.05.16
495 沖縄県 うるま市 城の森保育園 なし R2.02.04 R2.05.11
496 沖縄県 南城市 あいあい保育園　南城園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.13 R2.06.01

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
・不審者対応訓練を適切に実施し実施後は記録を残すこと
・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
・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

497 沖縄県 南城市 しののめnursery school ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.02.04 R2.05.27
498 沖縄県 中頭郡北谷 コーラル保育園 なし R2.02.13 R2.06.08
499 沖縄県 中頭郡北中

城村
もりのなかま保育園喜舎場
ひよこ園

なし R2.02.18 R2.05.16

500 沖縄県 中頭郡中城
村

もりのなかま保育園中城屋
宜園

なし R2.02.19 R2.05.21

501 沖縄県 島尻郡南風
原町

いろいろ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること R2.03.11 R2.06.18

502 沖縄県 島尻郡南風
原町

キラキラすまいる保育園
つかざん園

・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 R2.02.14 R2.05.19

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

16


