
令和3年（2021年）6月
追加・削除施設一覧（認可外保育施設を除く）

＜追加＞
種別 所在区 施設又は事業の名称

1 保育所 鶴見区 スターチャイルド≪生麦ナーサリー≫

2 保育所 鶴見区 あーす保育園鶴見中央

3 保育所 鶴見区 フェアリーテイルみらい

4 保育所 鶴見区 にじいろ保育園駒岡

5 保育所 神奈川区 ウィズブック保育園青木町

6 保育所 神奈川区 こころキッズ

7 保育所 神奈川区 ポピンズナーサリースクール片倉町駅前

8 保育所 神奈川区 マフィス白楽ナーサリー

9 保育所 保土ケ谷区 スターチャイルド≪和田町ステーションナーサリー≫

10 保育所 中区 ララランド横浜伊勢佐木

11 保育所 旭区 旭あじさい保育園

12 保育所 港北区 ココファン・ナーサリー綱島

13 保育所 港北区 ぶれすと綱島二階ほいくえん

14 保育所 港北区 木下の保育園日吉

15 保育所 港北区 ぶれすと新横浜ほいくえん

16 保育所 戸塚区 キッズパートナー東戸塚第２

17 保育所 栄区 ニチイキッズさくら本郷台保育園

18 保育所 旭区 あゆみ保育園第二

19 保育所 鶴見区 保育園スカイ・ウイング

20 保育所 港北区 キッズラディ

21 保育所 瀬谷区 保育室「ネスト」

22 保育所 磯子区 あっぷる滝頭保育園

23 保育所 青葉区 荏田北保育園

24 保育所 都筑区 横浜茅ケ崎保育園

25 保育所 戸塚区 俣野保育園

26 保育所 金沢区 ひかりとたねの保育園

27 保育所 神奈川区 かながわ保育園

28 保育所 港北区 グローバルキッズ日吉５丁目園

29 保育所 瀬谷区 グローバルキッズ三ツ境園

30 保育所 緑区 ポピンズナーサリースクール十日市場駅前

31 保育所 青葉区 ポピンズナーサリースクールたまプラーザ

32 認定こども園 泉区 幼保連携型認定こども園  ＹＭＣＡいずみ保育園

33 認定こども園 青葉区 もみの木台こども園

34 認定こども園 港南区 認定こども園　森が丘幼稚園

35 認定こども園 泉区 認定こども園　宮の台幼稚園

36 認定こども園 中区 横濱中華學院　認定こども園

37 認定こども園 瀬谷区 認定こども園　二ツ橋あいりん幼稚園



令和3年（2021年）6月
追加・削除施設一覧（認可外保育施設を除く）

＜追加＞
種別 所在区 施設又は事業の名称

38 認定こども園 港北区 新羽幼稚園

39 認定こども園 青葉区 幼保連携型認定こども園  青葉台幼稚園

40 幼稚園 中区 熊猫幼稚園

41 幼稚園 旭区 あたご幼稚園

42 幼稚園 旭区 鶴ケ峯幼稚園

43 幼稚園 磯子区 かおり幼稚園

44 幼稚園 磯子区 汐見台中央幼稚園

45 幼稚園 磯子区 汐見台東幼稚園

46 幼稚園 金沢区 カナリヤ幼稚園

47 幼稚園 緑区 竹山幼稚園

48 幼稚園 緑区 竹山南幼稚園

49 幼稚園 青葉区 田園都市幼稚園

50 幼稚園 青葉区 もえぎ野幼稚園

51 幼稚園 瀬谷区 関東幼稚園

52 小規模保育事業 鶴見区 鶴見ぬくもり保育園

53 小規模保育事業 鶴見区 鶴見サンフラワー保育室

54 小規模保育事業 鶴見区 ひまわりニコニコ保育園

55 小規模保育事業 鶴見区 矢向つぼみ保育園

56 小規模保育事業 鶴見区 フラッフィ―小規模保育園

57 小規模保育事業 旭区 横濱あんじゅ小規模保育園

58 小規模保育事業 磯子区 みらいつばさ新杉田保育園

59 小規模保育事業 磯子区 根岸サンフラワー保育室

60 小規模保育事業 戸塚区 東戸塚かもめ第４保育園

61 小規模保育事業 戸塚区 ぱぷりか保育園　戸塚

62 小規模保育事業 戸塚区 東戸塚わかば保育園

63 小規模保育事業 戸塚区 東戸塚みもざ保育園

64 小規模保育事業 栄区 すまいるおおふな保育園

65 小規模保育事業 都筑区 仲町台もみのき保育室

66 小規模保育事業 中区 のぞみ山手駅前保育園

67 小規模保育事業 南区 パナマリア保育園弘明寺園

68 小規模保育事業 神奈川区 京浜保育園パステル

69 小規模保育事業 港北区 ばばほいくしつ綱島

70 小規模保育事業 港北区 みらいこうほく保育園

71 小規模保育事業 中区 キッズパートナー横浜市役所

72 小規模保育事業 瀬谷区 stellar education garden阿久和小規模保育園

73 家庭的保育事業 戸塚区 風の子保育室

74 家庭的保育事業 青葉区 青葉ぽかぽか保育室



令和3年（2021年）6月

追加・削除施設一覧（認可外保育施設を除く）

＜削除＞（施設名称、種別等変更）

種別 削除施設名 変更後施設名

1 小規模保育事業 保育ルーム　つばき　あくわ stellar education garden阿久和小規模保育園

2 小規模 マリー保育園　江田 ミアヘルサ保育園ひびき江田

3 小規模 マリー保育園　市が尾 ミアヘルサ保育園ひびき市が尾

4 保育所 横浜市滝頭保育園 あっぷる滝頭保育園

5 保育所 横浜市荏田北保育園 荏田北保育園

6 保育所 横浜市茅ケ崎保育園 横浜茅ケ崎保育園

7 保育所 横浜市俣野保育園 俣野保育園

8 保育所 横浜市金沢八景保育園 ひかりとたねの保育園

9 保育所 横浜市かながわ保育園 かながわ保育園

10 保育所 キッズパオ日吉あおぞら園 グローバルキッズ日吉五丁目園

11 保育所 キッズパオ三ツ境あおぞら園 グローバルキッズ三ツ境園

12 保育所 横浜中華保育園 横濱中華幼保園

13 保育所 もみの木台保育園 つどいの森もみの木こども園

14 保育所 ＹＭＣＡいずみ保育園 幼保連携型認定こども園　ＹＭＣＡいずみ保育園

15 幼稚園 森が丘幼稚園 幼保連携型認定こども園　森が丘幼稚園

16 幼稚園 新羽幼稚園 認定こども園　新羽幼稚園

17 保育所 日生矢向保育園ひびき ミアヘルサ保育園ひびき矢向

18 保育所 十日市場のぞみ保育園 ポピンズナーサリースクール十日市場駅前

19 保育所 たまプラーザのぞみ保育園 ポピンズナーサリースクールたまプラーザ

20 保育所 あかね台光の子保育園 MIWAあかね台光の子保育園

21 保育所 並木第三保育園 しののめ並木保育園



令和3年（2021年）6月

追加・削除施設一覧（認可外保育施設を除く）

＜削除＞（廃止・休止等）

種別 削除施設名

1 家庭的保育事業 平野保育室

2 家庭的保育事業 林家庭保育室

3 家庭的保育事業 新川保育室

4 家庭的保育事業 山本保育室

5 家庭的保育事業 田中保育室

6 家庭的保育事業 松尾保育室


