
削除・追加施設一覧 2020年7月

＜追加＞
種別 区 施設又は事業所の名称

認可保育所 鶴見区 ＳＡＮＤＡＫＩＤ保育園
認可保育所 鶴見区 きくなハート保育園
認可保育所 鶴見区 横浜山手モンテッソーリ保育園
認可保育所 鶴見区 ベネッセ　菊名保育園
認可保育所 鶴見区 生麦ポケット保育園
認可保育所 神奈川区 とうよう片倉町保育園
認可保育所 西区 京急キッズランド新高島保育園
認可保育所 中区 スターチャイルド≪桜木町ステーションナーサリー≫
認可保育所 南区 ララランド井土ケ谷
認可保育所 南区 清水ケ丘保育園(R02.4民間移管)
認可保育所 南区 大岡はるかぜ保育園
認可保育所 港南区 笹下南つくしんぼ保育園(R02.4民間移管)
認可保育所 保土ケ谷区 あーす保育園保土ケ谷
認可保育所 保土ケ谷区 にじいろ保育園天王町
認可保育所 保土ケ谷区 若葉保育園(R02.4移行)
認可保育所 旭区 横浜あさひ中央保育園(R02.4移行)
認可保育所 旭区 保育園夢未来二俣川園(R02.4移行)
認可保育所 旭区 川井宿保育園(R02.4民間移管)
認可保育所 港北区 ぶれすと綱島ほいくえん
認可保育所 港北区 みらいく矢上園
認可保育所 港北区 ちいさなたね保育園(R02.4移行)
認可保育所 港北区 にじいろ保育園日吉
認可保育所 港北区 菊名こども園
認可保育所 港北区 ララランド大倉山
認可保育所 港北区 グローバルキッズ大倉山園
認可保育所 緑区 にじいろ保育園中山
認可保育所 青葉区 ポピンズナーサリースクールあざみ野
認可保育所 青葉区 市ヶ尾保育園(R02.4移行)
認可保育所 青葉区 京進のほいくえんＨＯＰＰＡたまプラーザ(R02.4移行)
認可保育所 都筑区 めーぷる保育園(R02.4移行)
認可保育所 都筑区 シープ保育所(R02.4移行)
認可保育所 戸塚区 ちゃいれっく戸塚保育園
認可保育所 戸塚区 ヴィラ東戸塚こども園(R02.4移行)
認可保育所 瀬谷区 わらべ細谷戸保育園(R02.4民間移管)
小規模保育事業 鶴見区 ひだまりの保育園
小規模保育事業 鶴見区 つるみ共育保育園
小規模保育事業 鶴見区 鶴見なのはな保育園
小規模保育事業 神奈川区 スターチャイルド≪横浜ステーションナーサリー≫
小規模保育事業 中区 キッズパートナー横浜市役所
小規模保育事業 港南区 保育室アーモ(R02.4月移行)
小規模保育事業 旭区 保育園スマイルキッズ二俣川駅前
小規模保育事業 磯子区 ピノキオ幼児舎　新杉田園
小規模保育事業 港北区 きゅーぴーるーむ大倉山園
小規模保育事業 港北区 ルリ保育園日吉
小規模保育事業 港北区 キッズラボ菊名園
小規模保育事業 緑区 マームゆりかご　ながつた保育園
小規模保育事業 青葉区 こどもの国ほしぞら保育園
小規模保育事業 戸塚区 あーす保育園　戸塚Ａｎｎｅｘ
小規模保育事業 戸塚区 東戸塚かもめ第2保育園
小規模保育事業 戸塚区 おんぷ保育園
小規模保育事業 戸塚区 東戸塚らびっと保育園
小規模保育事業 戸塚区 東戸塚かもめ第3保育園
小規模保育事業 泉区 鳩の森愛の詩とことこ保育園
認定こども園 神奈川区 うちゅうこども園たんまち(R02.4移行)
認定こども園 港南区 認定こども園　大谷幼稚園
認定こども園 港北区 しんよしだこども園(R02.4移行)
認定こども園 港北区 幼保連携型認定こども園岸根こども園(R02.4移行)
認定こども園 青葉区 認定こども園　あざみ野白ゆり幼稚園



認定こども園 青葉区 認定こども園　大場白ゆり幼稚園
認可外保育施設 中区 六一保育園
認可外保育施設 緑区 横浜シュタイナーどんぐりのおうち
認可外保育施設 戸塚区 戸塚子育て支援ワーカーズコレクティブ　こどものおしろ
認可外保育施設 戸塚区 ズー・フォニックスアカデミー　戸塚校
認可外保育施設 泉区 泉の郷保育園　かみいいだ

＜削除＞
種別 区 施設又は事業所の名称

認可保育所 南区 横浜市清水ケ丘保育園
認可保育所 港南区 横浜市笹下南保育園
認可保育所 旭区 横浜市川井宿保育園
認可保育所 瀬谷区 横浜市細谷戸保育園
認可保育所 鶴見区 杉山神社保育園
認可保育所 神奈川区 うちゅう保育園たんまち
認可保育所 旭区 ヨコハマ旭チャイルドステーション
認可保育所 港北区 しんよしだ保育園
認可保育所 港北区 岸根保育園
認可保育所 青葉区 もみじ第五保育園
認可保育所 瀬谷区 第二瀬谷愛児園
小規模保育事業 港北区 ちいさなたね保育園
家庭的保育事業 港南区 柴田保育室
家庭的保育事業 青葉区 中静家庭保育室
家庭的保育事業 中区 福田保育室
家庭的保育事業 栄区 田中保育室
横浜保育室 鶴見区 保育室ポケットハウス生麦
横浜保育室 中区 わらべうた　日ノ出町保育園
横浜保育室 港南区 保育室　　アーモ
横浜保育室 保土ケ谷区 若葉保育園
横浜保育室 旭区 保育園夢未来二俣川園
横浜保育室 青葉区 市ヶ尾保育園
横浜保育室 青葉区 HOPPAたまプラーザベビールーム
横浜保育室 都筑区 第一シープ保育所
横浜保育室 都筑区 めーぷる保育園
横浜保育室 戸塚区 東戸塚わんぱく園
横浜保育室 栄区 くでんあすなろ保育園
認可外保育施設 鶴見区 保育所ちびっこランド横浜・鶴見寺尾園
認可外保育施設 西区 キッズスクウェア横浜ベイホテル東急
認可外保育施設 西区 CHILD　CARE ぶどうの木
認可外保育施設 中区 リトルブラウン
認可外保育施設 港南区 病児保育室　東海キッズケア
認可外保育施設 港北区 ばにらびぃんず横浜
認可外保育施設 都筑区 第2シープ保育所
認可外保育施設 都筑区 プライベートルーム　エクレスフィア
認可外保育施設 都筑区 エンジェルプラネットキッズ中川
認可外保育施設 都筑区 エンジェルプラネットキッズ仲町台
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