
※網掛けが30年4月1日の新規開設予定

１　認可保育所一覧　（平成30年４月１日予定）

保育所名 住所

1 アスク日吉本町開善保育園 日吉本町2-46-11

2 アスク日吉本町第二保育園 日吉本町2-46-24

3 ココファンナーサリー日吉本町 日吉本町3-23-15

4 みらいく　日吉本町園 日吉本町4-17-46

5 横浜りとるぱんぷきんず 日吉本町4-10-49

6 横浜市南日吉保育園　【市立】 日吉本町4-10-52

7 日吉夢保育園 日吉本町5-74-1

8 グローバルキッズ日吉園 日吉1-10-26

9 太陽の子　日吉保育園 日吉1-21-55

10 日吉みんなの保育園 日吉2-9-6

11 ベネッセ日吉保育園 日吉4-1-1慶應義塾日吉ｷｬﾝﾊﾟｽ協生館1階

12 日吉こども園 日吉5-11-24

13 ブライト保育園  横浜日吉 日吉5-21-1

14 キッズパオ日吉あおぞら園 日吉5‐29-18

15 くっくおさんぽ保育園 日吉6-1-7

16 アスク日吉東保育園 日吉7-20-44

17 下田みんなの保育園 下田町1‐3‐41

18 グローバルキッズ下田町園 下田町3-16-25

19 小学館アカデミーひよし保育園 箕輪町2-2-12

20 （仮称）アスクみのわ保育園 箕輪町2‐685（地番）　【30年4月 新規開所予定】

21 社会福祉法人春献美会みのわのぞみ保育園 箕輪町3-7-2 

22 パレット保育園・綱島 綱島西1-2-9

23 第二尚花愛児園 綱島西1‐16-27

24 尚花愛児園 綱島西2-15-8

25 にじいろ保育園　綱島 綱島西3-4-8

26 わかさと保育園 綱島西6-3-13

27 （仮称）綱島こども園 綱島西6-2554-3（地番）　【30年4月 新規開所予定】

28 ベネッセ綱島台保育園 綱島台17-23

29 コビープリスクールつなしま 綱島上町91-1

30 （仮称）はなまる保育園 綱島東1-13-2  1F　【30年4月 横浜保育室から移行予定】

31 マイ・ハート綱島東保育園 綱島東3-4-32

32 ポピンズナーサリースクール綱島 綱島東3‐2-15

33 アスクゆめみらい保育園 綱島東4-1-5

34 木下の保育園　綱島東 綱島東4‐5-35

35 テンダーラビング保育園綱島東 綱島東4-10-34

36 グローバルキッズ綱島園 綱島東4-11-38

37 大倉山保育園 大曽根1-7-1

38 大曽根保育園　【市立】 大曽根2-5-1

39 大曽根コスモス保育園 大曽根2-32-6

40 おおつな保育園 大曽根2-33-8

41 （仮称）パレット保育園・大倉山 樽町1-13-1　【30年4月 新規開所予定】

42 大倉山元気の泉保育園 樽町1-14-20
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43 小学館アカデミーつなしま保育園 樽町2-13-27

44 なあな保育園 樽町3-6-38

45 光の園アンティー保育園 菊名1-6-14他

46 リトルスカラー妙蓮寺保育園 菊名1-17-8

47 菊名保育園　【市立】 菊名3-10-20

48 菊名愛児園 菊名4-5-1

49 光の園第二保育園 菊名6-21-17

50 グローバルキッズ菊名園 菊名6-3-20 2F

51 うみのくに保育園きくな 菊名7-5-36

52 まめどくれしゅ保育園 大豆戸町40-3

53 パレット保育園・大豆戸 大豆戸町552‐1

54 大豆戸どろんこ保育園 大豆戸町943

55 ペガサスベビー保育園 新横浜1-19-18

56 岩崎学園新横浜保育園 新横浜2-4-10

57 （仮称）ベネッセ新横浜保育園 新横浜2-11  2F　【30年4月 横浜保育室から移行予定】

58 岩崎学園新横浜第二保育園 新横浜3-22-19

59 ペガサス新横浜保育園 新横浜3-24-14

60 ペガサス夜間保育園 新横浜3-24-14

61 （仮称）クレシュ新横浜 新横浜3‐2‐4（地番）　【30年4月 横浜保育室から移行予定】

62 ヒューマンアカデミー大倉山保育園 師岡町298

63 聖保育園第二 大倉山1-11‐8

64 （仮称）明日葉保育園大倉山園 大倉山1-15-2  【30年4月 新規開所予定】

65 森の樹保育園 大倉山1-22-5

66 おおくらやまえきまえのぞみ保育園 大倉山3-5-16

67 聖保育園 大倉山3-41-17

68 アスク大倉山保育園 大倉山4-1-1

69 太尾保育園　【市立】 大倉山4-24-7

70 わおわお大倉山保育園 大倉山5-7-2

71 くっくおさんぽ保育園大倉山 大倉山5-39-23

72 くっくおさんぽ保育園ふとお 大倉山7-40-2

73 たんぽぽ保育園 大倉山5-40-15

74 港北保育園　【市立】 仲手原2-20-19

75 光の園保育園 篠原北2-4-9

76 マーマしのはら保育園 篠原町974-25

77 第二福澤保育センター 篠原町2823

78 （仮称）キッズパートナー小机 小机町2190（地番）  【30年4月　新規開所予定】

79 ポピンズナーサリースクール小机 小机町2580-1

80 岸根保育園 岸根町685-12

- おおつな森の保育園（40おおつな保育園の分園） 新羽町1020-1　

81 オハナ新羽保育園 新羽町1685-2

82 新羽どろんこ保育園 新羽町2185-1

83 ブライト保育園　横浜綱島 新吉田東1‐6-26

84 森のエルマー保育園 新吉田東3-6-33

85 めぐみ保育園 新吉田東3-39-15

86 港北コスモス保育園 新吉田東5-78-24

87 しんよしだ保育園 新吉田東6-17-3

88 スターチャイルド《新吉田ナーサリー》 新吉田東7‐28-1

89 （仮称）みらいく高田園 高田西4-26　【30年4月 新規開所予定】

90 たかた保育園 高田西4-35-18

91 ケンパ高田 高田東4-17-17

92 パレット保育園・高田 高田東4-22-38
93 あい保育園高田東 高田東4-23-17 



２　小規模保育事業一覧　　（平成30年４月１日予定）

保育所名 住所

1 スターチス日吉保育園 日吉本町1-23-12-102
2 ジャンプ保育園 日吉本町3-33-16-101

3 ベイキッズ星の森保育園 下田町4-1　ｻﾝｳﾞｧﾘｴ日吉8号棟101

4 くじら保育園 下田町5-29-23　下田ビル1階

5 キッズパートナー日吉 箕輪町1-3-10

6 日吉チューリップルーム 箕輪町1-16-18-101

7 尚花ぞうさん保育室 綱島西2-15-14

8 キッズパートナー綱島 綱島西3-6-19-201

9 天才キッズクラブ楽遊館綱島園 綱島東1-12-2

10 保育ルームClover　綱島園 綱島東3-5-50　コリエンテ綱島

11 Ｌｕｃｅ陽だまりの家保育園綱島 綱島東4-9-28

12 （仮称）グローバルキッズ綱島SST園 綱島東4-880‐1（地番）  【30年4月 新規開所予定】

13 港北こども園 大豆戸町365-1

14 ちいさなたね保育園 師岡町824

15 キッズパートナー大倉山 大倉山113-1

16 ピッコロ・グランデ新横浜 新横浜1-2-6

17 小規模保育事業ＭＩＲＡｉｏ新横浜 新横浜3-12-4

18 エジュケアナーサリー 新横浜3‐23‐3  1F
19 Ｌｕｃｅ陽だまりの家保育園 富士塚2-28-16-102


	【説明用】一覧

