
削除・追加施設一覧 平成30年5月15日(平成30年6月5日訂正)

＜追加＞
種別 区 施設又は事業所の名称

民間認可保育所 鶴見 オハナ鶴見保育園
民間認可保育所 鶴見 駒岡げんきっず保育園
民間認可保育所 鶴見 花月園前ここわ保育園
民間認可保育所 神奈川 スターチャイルド≪白楽ナーサリー≫

民間認可保育所 神奈川 キッズパートナー六角橋
民間認可保育所 神奈川 スターチャイルド≪三ツ沢上町ナーサリー≫

民間認可保育所 神奈川 グローバルキッズ子安駅前保育園
民間認可保育所 中 にじいろ保育園関内
民間認可保育所 旭 太陽の子　二俣川駅保育園
民間認可保育所 磯子 キッズガーデン横浜磯子

民間認可保育所 磯子 横浜おひさま保育園

民間認可保育所 港北 綱島こども園
民間認可保育所 港北 パレット保育園・大倉山
民間認可保育所 緑 シャルール保育園
民間認可保育所 青葉 たまプラーザ小桜愛児園
民間認可保育所 鶴見 あゆみ保育園　鶴見
民間認可保育所 泉 泉の郷保育園なかだ
民間認可保育所 鶴見 鶴見中央はなかご保育園
民間認可保育所 神奈川 ブライト保育園横浜松見町
民間認可保育所 神奈川 きゃんばす子安台保育園
民間認可保育所 神奈川 ココファン・ナーサリー反町
民間認可保育所 西 横浜岡野すきっぷ保育園

民間認可保育所 港北 アスクみのわ保育園
民間認可保育所 港北 明日葉保育園大倉山園
民間認可保育所 青葉 明日葉保育園青葉台園
民間認可保育所 西 おはよう保育園花咲町
民間認可保育所 港北 みらいく高田園
民間認可保育所 港北 キッズパートナー小机
民間認可保育所 戸塚 キッズパートナー東戸塚
民間認可保育所 南 キッズパートナー弘明寺
民間認可保育所 神奈川 ＧＥＮＫＩＤＳ新子安保育園
民間認可保育所 戸塚 みんなともだち保育園
民間認可保育所 保土ケ谷 梅の木保育園
民間認可保育所 神奈川 あおぞら菅田保育園
民間認可保育所 金沢 並木第二保育園
民間認可保育所 瀬谷 下瀬谷保育園
民間認可保育所 西 みなとみらいくばがさ保育園
民間認可保育所 南 上大岡ラビット保育園
民間認可保育所 南 プチ・ナーサリー弘明寺
民間認可保育所 旭 三ツ境たんぽぽ保育園
民間認可保育所 港北 クレシュ新横浜
民間認可保育所 都筑 ベビーステーションセンター南
民間認可保育所 都筑 キッズフォレセンター北
民間認可保育所 都筑 エンジェルプラネット
民間認可保育所 戸塚 あけぼの保育園
民間認可保育所 瀬谷 ネスト瀬谷
民間認可保育所 港北 はなまる保育園
民間認可保育所 港北 ベネッセ 新横浜保育園
認定こども園 泉 幼保連携型認定こども園　泉ヶ丘幼稚園
認定こども園 戸塚 幼保連携型認定こども園　ひまわり幼稚園
認定こども園 旭 幼保連携型認定こども園　希望ヶ丘幼稚園　希望ヶ丘保育園
認定こども園 泉 認定こども園いづみ幼稚園
認定こども園 泉 認定こども園明成幼稚園
認定こども園 泉 なかよしこども園
認定こども園 旭 認定こども園　オーセル若葉幼稚園
小規模保育事業 旭 ハニービー保育園
小規模保育事業 磯子 ベイキッズ　なのはな保育園



種別 区 施設又は事業所の名称
小規模保育事業 磯子 岩原保育室
小規模保育事業 港北 グローバルキッズ綱島SST保育園
小規模保育事業 戸塚 正光寺保育園吉田町園
小規模保育事業 鶴見 尻手スマイル保育園
小規模保育事業 青葉 といろきっず田奈保育園
小規模保育事業 鶴見 北寺尾４丁目むつみ小規模保育施設
小規模保育事業 緑 マームゆりかご　かもい保育園
小規模保育事業 青葉 あざみ野ひだまり保育園
小規模保育事業 青葉 といろきっずたまプラーザ保育園
小規模保育事業 保土ケ谷 ベイキッズおりーぶ保育園
小規模保育事業 神奈川 横浜ノーベル保育園
小規模保育事業 中 ル・ボワ保育園
小規模保育事業 戸塚 シェ・ママン保育室
小規模保育事業 保土ヶ谷 天王町駅前もえぎ保育園
小規模保育事業 青葉 保育所まぁむあざみ野園
小規模保育事業 都筑 エンジェルプラネット仲町台
家庭的保育事業 西 すぎやま家庭保育室
届出済認可外保育施設 神奈川 保育室　ぽぴん 
届出済認可外保育施設 神奈川 くれよん保育園 
届出済認可外保育施設 港北 キッズラボ菊名園 
届出済認可外保育施設 港北 ばにらびぃんず横浜 
届出済認可外保育施設 港北 luana保育園 

＜削除＞
種別 区 施設又は事業所の名称

公立認可保育所 神奈川 横浜市菅田保育園
公立認可保育所 金沢 横浜市並木第二保育園
公立認可保育所 瀬谷 横浜市下瀬谷保育園
家庭的保育事業 西 内山保育室
家庭的保育事業 磯子 岩原保育室
家庭的保育事業 磯子 池田保育室
家庭的保育事業 瀬谷 徳永保育室
横浜保育室 神奈川 特定非営利活動法人横浜ノーベル保育園 
横浜保育室 西 みなとみらい　くばがさ保育園 
横浜保育室 中 平松キッズステーション 
横浜保育室 南 プチ・ナーサリー蒔田 
横浜保育室 南 上大岡ラビット保育園 
横浜保育室 保土ケ谷 天王町駅前　もえぎ保育園 
横浜保育室 旭 たんぽぽ共同保育園 
横浜保育室 港北 ベネッセチャイルドケアセンター新横浜 
横浜保育室 港北 はなまる保育園 
横浜保育室 港北 クレシュ新横浜 
横浜保育室 青葉 保育所まあむ　あざみ野園 
横浜保育室 都筑 エンジェルプラネット仲町台園 
横浜保育室 都筑 あひる保育園エンジェルプラネットＢａｂｙ 
横浜保育室 都筑 ベビーステーション中川 
横浜保育室 都筑 キッズフォレアカデミー
横浜保育室 戸塚 あけぼの保育園 
横浜保育室 戸塚 シェ・ママン保育室 
横浜保育室 瀬谷 ネスト  瀬谷 
届出済認可外保育施設 金沢 ルンビニー・わらべ園 

＜施設名変更＞
種別 区 施設又は事業所の名称

民間認可保育所 鶴見 新鶴見はなかご保育園（旧：新鶴見にこにこ保育園） 
小規模保育事業 港北 フェアリーそら（旧：エジュケアナーサリー）
横浜保育室 鶴見 ぶれすと元宮ほいくえん（旧：レッツゴー保育園　鶴見市場 ）
横浜保育室 都筑 キッズフォレアカデミー（旧：キッズフォレ都筑）
届出済認可外保育施設 神奈川 パナマリア保育園西口園（旧：保育ルームパナマリア）
届出済認可外保育施設 都筑 フェアリーランド横浜仲町台（旧：育みの家　フェアリーランド）



平成30年5月15日に掲載した削除・追加施設一覧に誤りがありましたので以下の点を訂正しています。
なお、CSVデータは訂正ありません。

変更点
①＜削除＞の「キッズフォレ都筑」を「キッズフォレアカデミー」に変更
②＜施設名変更＞にキッズフォレアカデミー（旧：キッズフォレ都筑）を追加
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