
取りやめ施設一覧（令和元年度）

1 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社ナカガワフーズ 菊陽保育園（仮称） - 0 H31.4.8 事業計画の見直しのため

2 北海道 札幌市北区 学校法人幌北学園 (仮称）西茨戸そらいろ保育園 - 0 H31.4.12 年度内の整備が着工に至らなかったため

3 栃木県 佐野市 中山製菓株式会社 キッズランド佐野店 - 115,237 R1.5.17
完成に向けて度重なる協議、努力をしてたが、結果断念せざ
るを得ない判断をしたため

4 千葉県 香取市 社会福祉法人福祉楽団 オオバタケ保育所 H29.5 0 R1.6.3 利用児童を十分に確保できなかったため

5 東京都 江戸川区 一般社団法人アウルズ アウルズ保育園　南葛西 - 0 R1.6.3 見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため

6 大阪府 大阪市生野区 有限会社田尻興業 キッズランド巽中 - 63,140 R1.6.21
完成に向けて度重なる協議、努力をしてたが、結果断念せざ
るを得ない判断をしたため

7 福島県 郡山市 株式会社　ﾊﾟﾜｰｽﾀｯﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ 待池台あおぞら保育園 H30.5 21,893 R1.6.30 本体事業の経営不振のため

8 兵庫県 神戸市須磨区 社会福祉法人きらくえん 仮称）きらくえんキッズクラブ - 175 R1.7.1 見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため

9 東京都 板橋区 三松堂ホールディングス株式会社 キッズランド前野町店 - 184,151 R1.7.2 運営を委託する業者との取引が困難となったため

10 東京都 世田谷区 株式会社Pro-Minds
Wagoland International School 祖師谷
校

- 0 R1.8.6 見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため

11 大阪府 泉南郡岬町 医療法人　誠人会 花水木保育園 H29.8 33,974 R1.8.9 事業計画の見直しのため

12 京都府 長岡京市 一般財団法人長岡記念財団 スマイル - 0 R1.8.20 保育事業について採算が取れる見込みがないため

13 東京都 町田市 学校法人神蔵学園 （仮称）となりの保育園 - 0 R1.9.3 年度内の整備が着工に至らなかったため

14 新潟県 新潟市西区 医療法人社団D&J どんぐり保育園 - 0 R1.9.3 年度内の整備が着工に至らなかったため

15 福岡県 福岡市中央区 株式会社S・P・D あかさか保育園 - 0 R1.9.3 見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため

16 福岡県 福岡市早良区 一般社団法人大濠すくすく保育園 飯倉すくすく保育園 - 0 R1.9.3 資金不足のため

17 奈良県 橿原市 株式会社　メンテナンス　コシバ らっこ保育園 - 0 R1.9.3 事業計画の見直しのため

18 埼玉県 川口市 株式会社　百合舎 ユリシスキンダーガーデンセンター - 4,897 R1.9.27 見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため

19 山梨県 甲府市 株式会社クリネスト キッズスクエアー - 8,232 R1.10.1
工事業者との折り合いがつかず工事完了が不可能になったた
め

20 東京都 調布市 Ｃａｎｖａｓ株式会社 保育所ちびっこランド調布布田園 - 0 R1.10.23 資金不足のため

21 沖縄県 うるま市 株式会社　未来創造研究所 みらい保育園　あげな園 - 0 R1.11.11 見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため

22 岡山県 倉敷市 医療法人　福寿会 ふたば保育園 - 0 R2.1.8 事業計画の見直しのため

設置者都道府県名 市区町村名№ 保育施設名 運営開始月
要返還額
（千円）

取りやめ日 理由



設置者都道府県名 市区町村名№ 保育施設名 運営開始月
要返還額
（千円）

取りやめ日 理由

23 熊本県 合志市 泗水運輸有限会社 こりす保育園 - 0 R2.1.8 年度内の整備が着工に至らなかったため

24 兵庫県 神戸市灘区 株式会社あらたか トイロロ保育園灘区石屋川 - 0 R2.1.20 見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため

25 沖縄県 宜野湾市 社会福祉法人　明秀福祉会 さつき第2企業内保育園 - 0 R2.1.27 事業計画の見直しのため

26 東京都 中野区 医療法人財団圭友会 小原病院保育園（仮称） - 0 R2.2.5 事業計画の見直しのため

27 埼玉県 熊谷市 医療法人三方良歯 仮)ヒデ歯科クリニック - 0 R2.2.5 年度内の整備が着工に至らなかったため

28 福岡県 筑後市 有限会社内藤建設 あおぞら保育園 - 0 R2.2.5 資金不足のため

29 神奈川県 鎌倉市 学校法人大船いしい学園 （仮称）ひがしワンツー保育園 0 R2.3.11 整備費完了報告において関係書類の提出ができないため

30 千葉県 市川市 株式会社日本教育クリエイト クリエイト保育園市川 H29.3 17,617 R2.2.28 利用児童を十分に確保できなかったため

31 千葉県 浦安市 医療法人社団城東桐和会 浦安わんぱく保育園 H31.4 106,171 R2.3.6 利用児童を十分に確保できなかったため

32 神奈川県 横浜市港北区 キッズラボ株式会社 キッズラボ菊名園 H29.4 4,760 R2.3.19 小規模認可保育事業へ移行するため

33 三重県 四日市市 学校法人　慈光学園 メルシークラブ - 49,501 R2.3.19 事業計画の見直しのため


