
所在区 種別 施設の名称 施設の所在地 設置者 事業開始年月日
認可外保育施設指

導監督基準を満たす
旨の証明書交付日

横浜保育室として
認定された日

算定開始基準日
※１

算定終了日※2
(廃止日)（休止日）

(別種移行日)
(証明書取消日)

算定終了理由
(廃止)（休止）
(別種移行)

(証明書取消)

備考
※３

1 鶴見 横浜保育室 あけぼの共同保育所 鶴見区鶴見中央３-26-18パレス鶴見３０８ （社福） 鶴見あけぼの会 昭和42年2月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

2 鶴見 横浜保育室 鈴木助産院ひまわり保育園 鶴見区鶴見中央１－９－１７　ブリッジレジデンス鶴見２階 ㈲ブリッジマネジメントサービス 昭和61年9月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成31年3月31日 認可移行

3 鶴見 横浜保育室 保育室ベルファミーユ 鶴見区東寺尾1-4-14　グランシャリオ１階 NPO法人全国子育て支援ネットワーク協会 平成11年2月1日 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

4 鶴見 横浜保育室 実遊保育園つるみ西口園 鶴見区豊岡町４０－１５ 実遊㈲ 平成11年8月15日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成31年3月31日 認可移行

5 鶴見 横浜保育室 かもめ保育園 鶴見区鶴見中央５－２－７ NPO法人かもめあゆみの会 平成12年1月8日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成26年5月18日 認可移行

6 鶴見 横浜保育室 保育室わおわお鶴見園 鶴見区鶴見中央４－４３－４ ワオ・ジャパン㈱ 平成12年2月1日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

7 鶴見 横浜保育室 保育園スカイウィング 鶴見区鶴見中央５－１１－８ 企業組合スカイ・ウィング 平成12年11月13日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 令和3年3月31日 認可移行

8 鶴見 横浜保育室 保育室ポケットハウス生麦 鶴見区生麦３－３－１２　横山ビル103～106 ㈲KBC 平成13年4月1日 平成17年4月1日 平成13年4月1日 平成13年4月1日 令和2年3月31日 認可移行

9 鶴見 横浜保育室 矢向あけぼの共同保育所 鶴見区矢向１－３－２９ （社福） 鶴見あけぼの会 平成13年4月1日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成26年3月31日 認可移行

10 鶴見 横浜保育室 ユニコーン・キッズクラブ 鶴見区市場大和町４－８　IPビル2F ㈱日本教育振興会 平成13年5月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成28年3月31日 小規模移行

11 鶴見 横浜保育室 カンガルー統合保育園 鶴見区鶴見中央４－３６－１７　セントラルメゾン２階 ＮＰＯ法人カンガルー統合保育園 平成14年4月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 令和3年3月31日 廃止

12 鶴見 横浜保育室 森の子 鶴見区矢向1-20-72　ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ矢向第二　102 ㈱コーワ 平成15年8月1日 平成17年4月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

13 鶴見 横浜保育室 保育室トライアングル 鶴見区鶴見中央４－２８－７ヴィラリッツ鶴見中央2階 ㈲トライアングル・スマイル 平成15年12月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成31年3月31日 認可移行

14 鶴見 横浜保育室 矢向つぼみ保育園 鶴見区矢向4-5-26 ㈱おおきくなあれ 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 令和3年3月31日 小規模移行

15 鶴見 横浜保育室 実遊保育園つるみベビールーム 鶴見区鶴見中央２－８－２ 実遊㈲ 平成9年8月25日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成17年3月31日 認可移行 実遊中央保育園

16 鶴見 横浜保育室 みつばち保育園 鶴見区潮田町２－１１５－１　ｻﾝﾐﾓﾚﾋﾞﾙ２階 ㈲みつばち保育園 平成11年10月1日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成18年3月31日 認可移行

17 鶴見 横浜保育室 ＪキッズプラネットＪＲ鶴見保育園 鶴見区鶴見中央１－３１－２５ 社会福祉法人　桑の実会 平成12年4月1日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成16年3月31日 認可移行 Ｊキッズプラネット鶴見保育園

18 鶴見 横浜保育室 寺谷にこにこ保育園 鶴見区寺谷2-1-20 横山企業(有) 平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成22年3月31日 認可移行

19 鶴見 横浜保育室 保育園スカイ・ウイングSUNNY 鶴見区鶴見中央5-11-8 ４階 企業組合スカイ・ウィング 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 令和3年3月31日 認可移行

20 鶴見 横浜保育室 Sea KID保育園 鶴見区岸谷2-20-1 ㈱KID 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

21 鶴見 横浜保育室
こあらっこはうす
シェ・グランマ

鶴見区矢向2-7-12 ㈲グランメール 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成29年3月31日 認可移行

22 鶴見 横浜保育室 ぶれすと元宮保育園 鶴見区元宮１－９－４４ ㈱ブレストインターナショナル 平成24年12月24日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成31年3月31日 小規模移行 （旧：レッツゴー保育園　鶴見市場）

23 鶴見 認可外保育所 キンダークラブ鶴見幼児学園 鶴見区豊岡町9-9 東京ガス都市開発株式会社 昭和49年4月15日 平成18年8月2日 平成18年8月2日 平成30年9月11日 廃止

24 鶴見 認可外保育所 ちびっこランド鶴見駅前園 鶴見区鶴見中央1-10-14 ｿﾜﾚ・ﾄﾞ・ﾐﾉﾍﾞ鶴見中央ﾋﾞﾙ2F 株式会社　横浜ライフ 平成12年2月15日 平成18年8月2日 平成18年8月2日 平成19年7月31日 廃止

25 鶴見 認可外保育所 ちびっこランド鶴見馬場園 鶴見区馬場3-1-9-A 個人 平成12年9月8日 平成18年8月2日 平成18年8月2日 平成30年9月11日 廃止

26 鶴見 認可外保育所 みつる学園 鶴見区本町通4-175-3 個人 平成13年11月1日 平成19年6月28日 平成19年6月28日 平成28年4月1日 廃止

27 鶴見 認可外保育所 ベビーハウスミッキー 鶴見区豊岡町3-25 個人 平成17年7月1日 平成23年2月7日 平成23年2月7日 平成25年4月30日 廃止

28 鶴見 認可外保育所 認可外保育施設なないろ保育園 鶴見区菅沢町８－１ ワーカーズ・コレクティブこそだてつるみ 平成25年4月1日 平成25年7月5日 平成25年7月5日 平成26年2月28日 廃止

29 鶴見 認可外保育所 チャイルドタイム矢向 鶴見区矢向5-3-23 株式会社チャイルドタイム 平成22年4月1日 平成22年11月25日 平成22年11月25日 平成25年3月31日 廃止

30 鶴見 認可外保育所 保育所キッズランド鶴見馬場 鶴見区馬場3-1-9　パルピア馬場町2Ｆ 個人 平成12年9月8日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 平成23年3月31日 廃止

31 鶴見 認可外保育所 ラーニングチャイルドワオワオ 鶴見区鶴見中央4-43-6　2F ワオ・ジャパン株式会社 平成14年4月1日 平成18年8月2日 平成18年8月2日 平成23年3月31日 廃止

32 鶴見 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　三
ツ池保育ルーム

鶴見区駒岡3-2-21　パークハイツ三ツ池 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成2年5月8日 平成23年2月7日 平成23年2月7日

33 鶴見 認可外保育所 市場保育園 直接契約部 鶴見区元宮1-17-33 社会福祉法人ＩＣＡ 平成15年11月2日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 令和3年3月31日 廃止

34 鶴見 認可外保育所 鶴見さくら幼稚舎 鶴見区栄町通1-9-6 個人 昭和29年9月1日 平成23年2月7日 平成23年2月7日

35 鶴見 認可外保育所
日本基督教団ひの木教会付属　ひの木
幼児園

鶴見区馬場1-24-21 日本基督教団ひの木教会 昭和36年6月10日 平成18年3月28日 平成18年3月28日 令和2年4月1日 廃止

36 鶴見 認可外保育所 梶山モンテッソーリスクール 鶴見区梶山2-6-12 個人 昭和49年4月1日 平成17年4月8日 平成17年4月8日

37 鶴見 認可外保育所 まめっこひろば 鶴見区獅子ヶ谷1-10-35 株式会社エルアンドイーサポートシステム 平成17年4月1日 平成18年8月2日 平成18年8月2日

38 鶴見 認可外保育所 実遊保育園つるみ幼児園 鶴見区豊岡町40-13 実遊有限会社 平成13年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 令和3年3月31日 廃止

39 鶴見 認可外保育所 夢パンダ保育園 鶴見区下末吉1-23-14 医療法人社団育成社　佐々木病院 平成9年9月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日

40 鶴見 認可外保育所 鶴見大学歯学部附属病院キッズルーム 鶴見区鶴見2-1-3 鶴見大学歯学部附属病院 平成17年4月7日 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和3年8月1日 証明書取消 届出対象外施設のため、証明書交付対象外

41 鶴見 認可外保育所 保育園スカイ・ウイング幼稚部 鶴見区鶴見中央5-11-8 株式会社ＳＫＹ・ＷＩＮＧ 平成12年11月13日 平成21年4月1日 平成21年4月1日

42 鶴見 認可外保育所 りけんキッズよこはま 鶴見区末広町1-7-22 国立研究開発法人　理化学研究所横浜事業所 平成21年6月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

43 鶴見 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　鶴
見中央保育ルーム

鶴見区鶴見中央4-39-9　鶴見青色申告会館ビル１階 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成22年10月1日 平成23年2月7日 平成23年2月7日 令和1年9月30日 廃止

44 鶴見 認可外保育所
済生会横浜市東部病院　ゆうゆう保育
室

鶴見区下末吉6-22-17　パークテラス三ツ池　1F
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生
会横浜市東部病院

平成19年3月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

45 鶴見 認可外保育所
ユーエムサービス合同会社　ひよこ保育
園

鶴見区生麦3-7-13　マキシムIK5　2F ユーエムサービス合同会社 平成23年3月1日 平成24年1月24日 平成24年1月24日

46 鶴見 認可外保育所 やよい幼児園 鶴見区馬場2-5-55 学校法人誠峰学園 平成23年5月9日 平成23年10月19日 平成23年10月19日 平成31年4月1日 廃止 旧：やよい保育児教室

47 鶴見 認可外保育所 保育所ちびっこランド横浜・鶴見寺尾園 鶴見区獅子ヶ谷1-5-1　近藤ハイツ２Ｆ 個人 平成23年6月2日 平成24年4月2日 平成24年4月2日 令和2年3月31日 廃止

48 鶴見 認可外保育所
特定非営利活動法人芙蓉会　キッズハ
ウスみらい

鶴見区鶴見中央4-2-9　横山ビル
特定非営利活動法人芙蓉会　キッズハウスみらい
幼稚舎

平成23年9月13日 平成24年4月2日 平成24年4月2日

49 鶴見 認可外保育所 汐田総合病院 院内保育室しおかぜ 鶴見区矢向1-14-17 公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院 平成23年2月26日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

50 鶴見 認可外保育所 ＪＦＥ保育園　こどもの森 鶴見区豊岡町18-1　ミナールビル4F ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成24年9月3日 平成26年2月3日 平成26年2月3日 積算対象外期間：平成27年4月30日～平成30年9月11日
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51 鶴見 認可外保育所 実遊保育園つるみ一時保育室 鶴見区豊岡町21-18　STマンション１F 実遊有限会社 平成25年1月7日 平成25年4月5日 平成25年4月5日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

52 鶴見 認可外保育所 Ａｓａ保育室 鶴見区市場大和町5-14　ナイスアーバンスピリッツ鶴見市場Ⅱ101 合同会社Ａｓａ　Ｃｏｒｐoｒａｔｉｏｎ 平成26年6月10日 平成27年4月1日 平成27年4月1日

53 鶴見 認可外保育所 鶴見駅前よこっちょ保育園 鶴見区鶴見中央4-15-3　山縣ビル１F 個人 平成28年12月1日 令和1年8月22日 令和1年8月22日 平成31年3月31日 廃止

54 鶴見 認可外保育所 ママズスマイル横浜鶴見店 鶴見区鶴見中央5-1-3　ツクダ中央ビル 個人 平成29年8月28日 平成29年12月26日 平成29年12月26日 平成30年4月29日 廃止

55 鶴見 認可外保育所（企業主導型保育事業）
特別養護老人ホーム　しょうじゅの里
小野(企業主導型保育事業)

鶴見区下野谷町4-145-18 社会福祉法人　兼愛会 平成30年4月1日 令和1年8月1日 平成30年4月1日

56 鶴見 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ポピンズナーサリースクール鶴見西　す
みせいキッズ(企業主導型保育事業)

鶴見区豊岡町7-18　住友生命鶴見分館2階 株式会社　ポピンズ 平成30年4月1日 令和1年8月1日 平成30年4月1日

57 鶴見 認可外保育所 ほってらこ 鶴見区鶴見中央5-1-3　ツクダ中央ビル1F 個人 平成30年5月12日 令和1年8月22日 令和1年8月22日 令和2年3月31日 廃止

58 鶴見 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園鶴見(企業主導型保育
事業)

鶴見区寺谷1-7-22　アンブリン鶴見1F アンダンテ株式会社 平成31年3月29日 令和2年4月1日 平成31年3月29日

59 鶴見 認可外保育所（企業主導型保育事業） くれいん保育室(企業主導型保育事業) 鶴見区下野谷町3-88-1 医療法人社団　協友会 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

60 鶴見 認可外保育所
特定非営利活動法人芙蓉会　キッズハ
ウスみらい幼稚舎

鶴見区豊岡町6-12　プレジデントステージ横濱鶴見 1F
特定非営利活動法人芙蓉会　キッズハウスみらい
幼稚舎

平成23年9月3日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

61 鶴見 認可外保育所 ひまわり保育園 鶴見区獅子ヶ谷2-37-23 株式会社リカバリータイムズ 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年3月31日 廃止

62 鶴見 認可外保育所（企業主導型保育事業）
SYMPHONY KID保育園(企業主導型保
育事業)

鶴見区岸谷1-16-15 一般社団法人ＫＩＤ－Ｇ 令和1年12月1日 令和3年4月1日 令和1年12月1日

63 鶴見 認可外保育所（企業主導型保育事業）
トモキッズナーサリー鶴見園(企業主導
型保育事業)

鶴見区寺谷2-1-13 株式会社アジリオン 令和3年4月1日 令和3年4月1日

64 神奈川 横浜保育室 エンゼル保育園 神奈川区神奈川本町１２－６ NPO法人グランディール 昭和47年2月28日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成27年3月31日 認可移行

65 神奈川 横浜保育室 反町保育園 神奈川区泉町１－３ ㈲いずみ教育プランニング 昭和58年3月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成26年3月31日 認可移行 旧：白百合幼児園

66 神奈川 横浜保育室 クルミ保育園 神奈川区高島台１８－２ ㈲クルミ 平成5年6月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

67 神奈川 横浜保育室 京浜保育園パステル 神奈川区西大口２８ ㈲パステル 平成9年10月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 令和3年3月31日 小規模移行

68 神奈川 横浜保育室 フレール保育園 神奈川区三ツ沢東町２－５０ NPO法人ファミーユ 平成10年11月1日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成29年3月31日 認可移行

69 神奈川 横浜保育室 ＳＫＹ　ＫＩＤ保育園 神奈川区大口通８０　NSKハイツ大口１－Ａ 一般社団法人ＫＩＤ 平成11年10月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成31年3月31日 認可移行 （旧：すみれ大口保育園）

70 神奈川 横浜保育室 こどもの家いずみ保育園 神奈川区反町２－１４－１ ㈲いずみ教育プランニング 平成16年2月1日 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 平成28年3月31日 廃止

71 神奈川 横浜保育室
特定非営利活動法人
横浜ﾉーﾍﾞﾙ保育園

神奈川区西神奈川１－１１－３レーベンハイム東白楽２F NPO法人横浜ノーベル保育園 平成18年12月1日 平成19年4月1日 平成19年4月1日 平成19年4月1日 平成30年3月31日 小規模移行

72 神奈川 横浜保育室 たいせつ保育園 神奈川区二ツ谷町6-3 (同)TAISETSU 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成28年3月31日 認可移行

73 神奈川 横浜保育室 太陽の園神奈川保育園 神奈川区西神奈川３－１１－１ ㈲ワン．バイ．ワン 昭和58年3月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成20年3月31日 廃止

74 神奈川 横浜保育室 たいせつ横浜ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ保育園 神奈川区栄町6-1　ヨコハマポートサイドロア弐番館１ (同)TAISETSU 平成18年8月1日 平成19年4月17日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成29年3月31日 小規模移行 （旧：保育所ちびっこランド横浜ポートサイド園）

75 神奈川 横浜保育室 入江町保育園 神奈川区入江２－９－１８　中村ビル ショウ企画（同） 平成21年7月9日 平成24年7月18日 平成25年5月1日 平成25年5月1日

76 神奈川 認可外保育所
㈱小学館プロダクション　だっこルーム
プラス

神奈川区金港町１-10　横浜ベイクォーター４階 株式会社　小学館集英社プロダクション 平成18年8月24日 平成22年6月1日 平成22年6月1日 平成24年1月23日 廃止

77 神奈川 認可外保育所 ハタママ保育園 神奈川区東神奈川1-14-35サンハロー東神奈川駅前１階 株式会社　ハタママ 平成24年4月1日 平成24年7月18日 平成24年7月18日 平成25年8月31日 廃止

78 神奈川 認可外保育所 子どもミニディサービスバンビーノ 神奈川区大口通23-9 子どもミニデイサービスw.coバンビーノ 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成18年3月31日 廃止

79 神奈川 認可外保育所 保育所ちびっこランド横浜羽沢 神奈川区羽沢町318-224　コーポシャルムＢ棟 個人 平成17年4月8日 平成17年4月8日 平成18年4月28日 廃止

80 神奈川 認可外保育所 子安台幼児園 神奈川区子安台1-6-21 宗教法人新子安バプテスト教会 昭和29年4月29日 平成21年6月23日 平成21年6月23日 令和2年3月31日 廃止

81 神奈川 認可外保育所 横浜シュタイナーこどもの園 神奈川区松ケ丘3-14
特定非営利活動法人 横浜シュタイナーこどもの園
を育てる会

平成2年4月1日 平成29年2月3日 平成29年2月3日

82 神奈川 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社
幸ヶ谷センター保育室

神奈川区幸ケ谷16－2 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年8月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年8月1日 証明書取消

83 神奈川 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　六
角橋センター保育室

神奈川区六角橋4-4-1　ロフティハウス六角橋 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成14年3月5日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

84 神奈川 認可外保育所 六角橋保育所 神奈川区西神奈川3-16-1　グリュックス白楽202号 個人 昭和51年4月1日 平成23年3月31日 平成23年3月31日

85 神奈川 認可外保育所 大口東総合病院　保育室 神奈川区大口通128-9 医療法人 財団　慈啓会 平成5年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

86 神奈川 認可外保育所
脳神経外科東横浜病院　たんぽぽ保育
室

神奈川区羽沢町888 医療法人社団　のう救会 平成3年10月25日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

87 神奈川 認可外保育所 ソレイユ保育園 神奈川区西神奈川1-2-2 株式会社　ソレイユキッズクラブ 平成20年3月2日 平成22年12月22日 平成22年12月22日

88 神奈川 認可外保育所 NPOチームしらはた 神奈川区白幡西町13-7 特定非営利活動法人　NPOチーム白幡 平成22年5月1日 平成28年8月22日 平成28年8月22日 平成31年3月31日 廃止

89 神奈川 認可外保育所 キッズナーサリーみなとみらい園 神奈川区栄町16-1　１F 株式会社  ジェイキッズナーサリー 平成24年12月12日 平成25年4月10日 平成25年4月10日

90 神奈川 認可外保育所
済生会東神奈川リハビリテーション病院
かなっこ保育室

神奈川区西神奈川1-13-10
社会福祉法人恩賜財団　済生会東神奈川リハビリ
テーション病院

平成25年3月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

91 神奈川 認可外保育所
新横浜リハビリテーション病院　プスプ
ス保育室

神奈川区菅田町2628-4　サポートセンター2Ｆ 医療法人五星会　新横浜リハビリテーション病院 平成25年4月30日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

92 神奈川 認可外保育所 新子安ひよこ保育園 神奈川区子安通3-342-1　ディアスタ新子安1F ユーエムサービス合同会社 平成27年3月1日 平成28年2月16日 平成28年2月16日

93 神奈川 認可外保育所 子育て支援ハウスチーム絆 神奈川区松本町1-5-3　ライオンズマンション横浜反町101 株式会社子育てハウスチーム絆 平成27年4月1日 平成28年2月16日 平成28年2月16日 平成30年4月30日 廃止

94 神奈川 認可外保育所 パナマリア保育園　西口園 神奈川区沢渡３-１　東興ビル4F-A号室 パナマリア株式会社 平成28年9月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

95 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業） ぴよぴよ保育園(企業主導型保育事業) 神奈川区三ツ沢上町２６－２５ 公益財団法人　紫雲会横浜病院 平成29年3月28日 平成29年11月30日 平成29年3月28日

96 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業）
おはよう保育園三ツ沢下町(企業主導型
保育事業)

神奈川区三ツ沢下町6-16　みつざわハイツ1階 東京建物キッズ株式会社 平成29年4月1日 平成29年11月30日 平成29年4月1日

97 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業）
パナマリア保育園　東白楽園(企業主導
型保育事業)

神奈川区西神奈川3-17-10　小柴ビル1F パナマリア株式会社 平成29年10月2日 平成30年3月30日 平成29年10月2日

98 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業） 保育室　ぽぴん(企業主導型保育事業) 神奈川区菅田町1781-1　リアンかながわ内 福祉クラブ生活協同組合 平成30年3月1日 令和1年8月1日 平成30年3月1日

99 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業） くれよん保育園(企業主導型保育事業) 神奈川区松本町１丁目５番３号　ライオンズマンション横浜反町101 合同会社　慶愛 平成30年2月19日 令和1年8月1日 平成30年2月19日

100 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業）
おれんじハウス反町保育園(企業主導
型保育事業)

神奈川区広台太田町１－１　横浜銀行アイスアリーナ１F 特定非営利活動法人　おれんじハウス 平成30年6月1日 令和1年8月1日 平成30年6月1日

101 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業）
保育室　太陽の家(企業主導型保育事
業)

神奈川区羽沢町２－１ 社会福祉法人ユーアイ二十一 平成30年7月2日 令和1年8月1日 平成30年7月2日
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102 神奈川 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園反町(企業主導型保育
事業)

神奈川区反町３－２２－２　柿田ビル１階 アンダンテ株式会社 平成31年3月29日 令和2年4月1日 平成31年3月29日

103 神奈川 認可外保育所 チームしらはた 神奈川区白幡西町13-7 個人 令和2年6月1日 令和2年6月1日 令和2年6月1日

104 神奈川 認可外保育所
ヒューマンスターチャイルド≪横浜一時
預かり》

神奈川区鶴屋町１-６６-９　JR横浜鶴屋町ビル３階 ヒューマンスターチャイルド株式会社 令和2年4月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

105 神奈川 認可外保育所 SKYKID保育園一時保育室 神奈川区大口通８０　NSKハイツ大口１－A 特定非営利活動法人　ＫＩＤ 平成31年4月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

106 神奈川 認可外保育所 横浜市立市民病院 神奈川区三ツ沢西町1-1 横浜市 昭和49年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

107 西 横浜保育室 ムーミン保育園 西区久保町２２－４ NPO法人ムーミンの会 昭和55年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成26年3月31日 認可移行

108 西 横浜保育室 桃の木保育園 西区中央２－５２－８ 個人 昭和63年12月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成27年3月31日 認可移行

109 西 横浜保育室 横浜西口保育園 西区西平沼町4番1－W103号ヨコハマタワーリングスクエア１階 個人 平成7年2月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

110 西 横浜保育室
キッズポケット
横浜岡野保育園

西区南幸2-21-5 柳川ビル1F NPO法人キッズポケット 平成10年11月1日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成29年3月31日 認可移行

111 西 横浜保育室 南幸保育園 西区南幸２－６－２ NPO法人南幸保育園 平成12年2月11日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成31年3月31日 認可移行

112 西 横浜保育室 キッズポケット保育園 西区岡野2-5 NPO法人キッズポケット 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

113 西 横浜保育室 アミー保育園高島園 西区戸部町7-245-1　フェリース横濱１Ｆ ㈱アミー 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成31年3月31日 認可移行

114 西 横浜保育室 横浜保育室ろぜっと 西区南浅間町29-21マック西横浜コート１F NPO法人ムーミンの会 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

115 西 横浜保育室
みなとみらい
くばがさ保育園

西区みなとみらい5-3-3　パシフィックロイヤルコートみなとみらい
アーバンタワー1階

㈱IMAGINE 平成23年7月1日 平成23年7月1日 平成23年7月1日 平成23年7月1日 平成30年3月31日 認可移行

116 西 認可外保育所 インターナショナル・ベビー・ハウス 西区平沼2－7－2 YKビル 102 株式会社クロベコーポレーション 平成25年10月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成28年3月25日 廃止

117 西 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　浜
松町センター保育室

西区浜松町7-21 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成7年4月 平成30年2月8日 平成30年2月8日

118 西 認可外保育所 ひよこの保育室 西区浅間町1-17-2-102 特定非営利活動法人　はぐっと 平成14年10月4日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

119 西 認可外保育所
イマジン・インターナショナル・プリスクー
ル

西区みなとみらい2-2-1　ランドマークタワー13階 イマジン･グローバル･ケア株式会社 平成15年7月1日 令和2年7月1日 平成31年1月10日

120 西 認可外保育所 こどもの森ほいく舎 西区平沼1-40-17　モンテベルデ横浜2F 個人 平成12年4月1日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 積算対象外期間：平成27年3月31日～平成30年2月7日

121 西 認可外保育所 キッズスクウェア横浜ベイホテル東急 西区みなとみらい2-3-7　横浜ベイホテル東急６階 株式会社アルファコーポレーション 平成9年8月7日 平成28年12月27日 平成28年12月27日 令和2年3月31日 廃止

122 西 認可外保育所 むつみ保育園 西区みなとみらい3-7-3　6F 一般財団法人　神奈川県警友会 平成4年8月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

123 西 認可外保育所
キンダーキッズインターナショナルス
クール横浜校

西区みなとみらい5-3-1-201 株式会社　キンダーキッズインターナショナル 平成20年2月14日 平成22年1月27日 平成22年1月27日

124 西 認可外保育所 KIDS ROOM RUBBER DUCK 西区浅間町2-102-8　1F 個人 平成22年4月22日 平成28年12月27日 平成28年12月27日

125 西 認可外保育所 きっずクラブ横浜 西区高島2-6-38　岩井ビル2F あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 平成22年10月1日 令和2年7月1日 令和1年7月1日

126 西 認可外保育所 はーと保育園 西区中央1-31-6　ナガタビル１F 株式会社ハートコーポレーション 平成23年4月1日 平成24年9月28日 平成24年9月28日

127 西 認可外保育所
サンライズキッズインターナショナルス
クール横浜校

西区岡野2-15-31　1F 株式会社　エクシオジャパン 平成24年4月2日 平成26年2月3日 平成26年2月3日

128 西 認可外保育所 まーちらんど・みなとみらい 西区高島1－1－1 日産自動車株式会社 平成25年1月29日 令和2年7月1日 令和1年7月1日

129 西 認可外保育所 CHILD CARE ぶどうの木 西区岡野2-2-13　井上ビル２階 株式会社　グレイプバイン 平成25年4月7日 平成28年12月27日 平成28年12月27日 令和2年3月31日 廃止

130 西 認可外保育所 Sun Marina Kids 西区みなとみらい3－3－1　三菱重工横浜ビル3階 株式会社　ニチイ学館 平成26年1月20日 令和2年7月1日 令和1年7月1日

131 西 認可外保育所（企業主導型保育事業） Maple Nursery(企業主導型保育事業) 西区戸部本町44－10 株式会社　NouRiSH 平成29年3月1日 平成30年2月8日 平成29年3月1日

132 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
キッズラボ　第一横浜楠町園(企業主導
型保育事業)

西区楠町16-14　カンフリエ1F キッズラボ株式会社 平成29年4月1日 平成30年9月4日 平成29年4月1日

133 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
キッズラボ　第二横浜楠町園(企業主導
型保育事業)

西区楠町18-1　エムエムワイビル２F キッズラボ株式会社 平成29年4月1日 平成30年9月4日 平成29年4月1日

134 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ゆめみなと保育園(企業主導型保育事
業)

西区みなとみらい４丁目４番１　横浜野村ビル１階 株式会社ポピンズ 平成29年6月1日 平成30年2月8日 平成29年6月1日

135 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
も、の保育園　みなとみらい(企業主導
型保育事業)

西区高島1-2-15　みなとみらい学園ビル２階 株式会社　アンドカンパニー 平成29年10月1日 平成30年2月8日 平成29年10月1日

136 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ニチイキッズ横浜西口保育園(企業主導
型保育事業)

西区南幸2-21-5　ヤナガワビル１Ｆ 株式会社　ニチイ学館 平成30年4月1日 平成30年9月18日 平成30年4月1日

137 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
HarborKids保育園　みなとみらい(企業
主導型保育事業)

西区みなとみらい５丁目３－３　パシフィックロイヤルコートみなとみ
らいアーバンタワー１階

Baycess株式会社 平成30年5月1日 令和1年8月1日 平成30年5月1日

138 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
社会福祉法人翠峰会　うちゅう保育園み
なとみらい(企業主導型保育事業)

西区みなとみらい4-4-2　横浜ブルーアベニュー1F 社会福祉法人　翠峰会 令和1年7月16日 令和2年4月1日 令和1年7月16日

139 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
アミー保育園　ＹＯＫＯＨＡＭＡ(企業主導
型保育事業)

西区戸部町7-245-1　フェリース横濱１階 株式会社アミー 令和1年6月22日 令和2年4月1日 令和1年6月22日

140 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
はまぎんキッズパーク（企業主導型保育
事業）

西区南幸2-15-20　YBS南幸ビル2階 株式会社　横浜銀行 令和1年10月1日 令和2年4月1日 令和1年10月1日

141 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ニチイキッズＭＭ新高島保育園(企業主
導型保育事業)

西区みなとみらい5-1-1　横浜グランゲート1Ｆ 株式会社　ニチイ学館 令和2年8月1日 令和3年4月1日 令和2年8月1日

142 西 認可外保育所（企業主導型保育事業）
チューリップ保育園横浜(企業主導型保
育事業)

西区岡野1-10-3　ストーク横浜参番館101 株式会社　フォーユー 令和3年3月30日 令和3年3月30日

143 中 横浜保育室 保育園小紅 中区山下町１３４ (任)横浜華僑小紅の会 昭和42年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成29年3月31日 認可移行

144 中 横浜保育室 横浜中華保育園 中区山下町１４２ (任)横浜中華保育会 昭和44年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成25年3月31日 認可移行

145 中 横浜保育室 ニチイキッズ桜木町保育園 中区花咲町１－１７番　明光ビル１・２階 ㈱ニチイ学館 昭和48年8月2日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成31年3月31日 小規模移行

146 中 横浜保育室 クラウン保育園 中区宮川町３－６９ ㈲クラウン 昭和49年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 令和4年3月31日 認可移行

147 中 横浜保育室 伊勢佐木町保育園 中区弥生町４－３９－２ (任)白百合の会 昭和55年5月28日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成28年3月31日 認可移行

148 中 横浜保育室
保育園ころころ
キッズガーデン

中区末吉町4-83　レジデンス荒川1F NPO法人保育園ころころキッズガーデン 平成10年7月1日 平成19年3月15日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成29年3月31日 小規模移行 認可外から

149 中 横浜保育室 アスク本牧保育室 中区本牧和田１－１　グランデュオ本牧１Ｂ ㈱日本保育サービス 平成11年3月1日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

150 中 横浜保育室 のぞみ山手駅前保育園 中区立野７３ ㈱Ｊｏｌｉ　Ｃｏｅｕｒ 平成15年4月1日 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 令和3年3月31日 小規模移行

151 中 横浜保育室 平松キッズステーション 中区千歳町１－２ 医療法人社団　敬和会 平成15年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成30年3月31日 小規模移行

152 中 横浜保育室 アスク山手保育室 中区大和町1-30-2 ㈱日本保育サービス 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成28年3月31日 廃止
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153 中 横浜保育室 保育園ばんびーな 中区石川町4-158-1　ベイシティメゾン石川町１階 ㈱ばんびーな 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成23年3月31日 認可移行

154 中 横浜保育室 わらべうた日ノ出町保育園 中区長者町9-166-1 ソフィアヨコハマ2階 長谷川ナーシングパートナー株式会社 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 令和2年3月31日 廃止

155 中 認可外保育所 キッズスポット　モトモ 中区元町1-18　石川ビル２Ｆ 個人 平成21年7月25日 平成24年12月14日 平成24年12月14日 平成26年5月15日 休止

156 中 認可外保育所 おりーぶえん 中区山下町211-8-201 オリーブコーポレーション 平成21年10月1日 平成26年4月16日 平成26年4月16日 平成26年3月31日 休止

157 中 認可外保育所 あねらナーサリー本牧 中区本牧町2-355-3　浜吉ビル２Ｆ （株）ａｎｅｌａ企画 平成22年1月10日 平成24年3月30日 平成24年3月30日 平成26年3月31日 廃止

158 中 認可外保育所 KIDS ROOM ぽかぽか 中区本郷町2-32　ヒロハシビル2F 株式会社　Ｎ．ＳＴＡＧＥ 平成22年5月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成24年10月11日 廃止

159 中 認可外保育所 まりんクラブ 中区本牧原1-3 個人 平成16年11月15日 平成20年3月26日 平成20年3月26日 平成21年7月15日 廃止

160 中 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　山
手センター保育室

中区本牧町2-327 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成20年2月1日 平成30年3月19日 平成30年3月19日 積算対象外期間：令和1年7月5日～令和3年3月31日

161 中 認可外保育所 リトルフィート関内園 中区太田町5-66　深堀ビル2F 有限会社　ケイキ 平成12年1月12日 平成30年3月19日 平成30年3月19日 平成30年3月31日 廃止

162 中 認可外保育所
横浜市立みなと赤十字病院院内保育所
みなとかもめ保育園

中区新山下3-2-41 横浜市立みなと赤十字病院 平成17年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

163 中 認可外保育所 CHEERFUL LAND 中区弁天通2-30　ＯＭＴ関内ビル2F 株式会社ＯＥＵＦ 平成19年2月1日 平成30年3月19日 平成30年3月19日

164 中 認可外保育所 シュハリィ本牧保育園 中区本牧和田11-17　パークハイム本牧１階 ファイン 平成23年12月28日 平成24年12月28日 平成24年12月28日 平成28年3月31日 小規模移行

165 中 認可外保育所 Ｏｒｃｈａｒｄ　Ｋｉｎｄｅｒ　バイリンガル保育所 中区山下町112-3　ポートタワー盛徳２階 株式会社　SCENE 平成26年4月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日

166 中 認可外保育所 かいじゅうの森ようちえん 中区本牧町2-528 特定非営利活動法人　プロジェクトマカドニア 平成23年4月1日 平成30年3月19日 平成30年3月19日

167 中 認可外保育所 ＫＡＤＯＹＡ　おうち保育園 中区本牧町1-1 有限会社　カドヤ洋品店 平成26年6月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

168 中 認可外保育所 YY KIDS CLUB 中区常盤町１－３　ヤマト運輸関内支店3F 株式会社　ママスクエアHR-Partners 平成27年5月18日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

169 中 認可外保育所 シュハリィキッズ本牧 中区本牧原１５－６－２階 エース 平成28年4月1日 平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成29年3月31日 休止

170 中 認可外保育所 Cosmo Global Kids International School 中区太田町6-75　関内北原不動産ビル2階 株式会社CosmoBridge 平成28年4月1日 平成29年3月31日 平成29年3月31日

171 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
愛嬰幼保学園　横浜園(企業主導型保
育事業)

中区山下町273番地　ＪＰＴ元町ビル２Ｆ 株式会社愛嬰 平成29年3月27日 平成30年3月19日 平成29年3月27日

172 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
リトルツリーキャンプ(企業主導型保育事
業)

中区山下町50－１　ザ　コンチネンタル横浜５階 株式会社BP 平成29年1月1日 平成30年3月19日 平成29年1月1日

173 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
えみりお横浜保育園(企業主導型保育
事業)

中区翁町1-5-5　関内スクエアビル２階 株式会社　フェアリー 平成29年4月1日 平成30年3月19日 平成29年4月1日 旧：フェアリー横浜ナーサリー、エルフィ横浜保育園

174 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
マフィス横濱元町(企業主導型保育事
業)

中区元町2-95-2　元町ＹＮビル１・２階 オクシイ株式会社 平成29年4月24日 平成30年3月19日 平成29年4月24日

175 中 認可外保育所 飯田教室キッズルームcｏｒｏcｏｒｏ 中区住吉町２－21　プラウド横濱関内101 個人 平成29年5月1日 平成30年3月19日 平成30年3月19日 令和1年8月31日 廃止

176 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
HarborKids保育園(企業主導型保育事
業)

中区弁天通3-43-1　サングレイス関内2F Baycess株式会社 平成29年5月1日 平成30年3月19日 平成29年5月1日

177 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ピクニックナーサリー(企業主導型保育
事業)

中区相生町3-61　泰生ビル507号 株式会社　ピクニックルーム 平成29年11月6日 平成30年3月19日 平成29年11月6日

178 中 認可外保育所 徳育キッズビレッジ山下町 中区山下町134 一般財団法人　三和徳育会 平成30年4月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

179 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
キッズバディ本牧(企業主導型保育事
業)

中区本牧和田26-9　本牧パークハウス102 特定非営利活動法人　きっずあいりす 平成30年3月26日 平成30年11月2日 平成30年3月26日

180 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
チューリップ保育園日ノ出町(企業主導
型保育事業)

中区日ノ出町１丁目200　日ノ出サクアス201号 株式会社　フォーユー 平成31年4月22日 令和2年4月1日 平成31年4月22日

181 中 認可外保育所
キッズパートナー横浜市役所一時保育
室

中区本町6-50-10　2階 ケアパートナー株式会社 令和2年7月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

182 中 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園阪東橋(企業主導型保
育事業)

中区末吉町2-28　THE RESIDENCE HARU 1階 アンダンテ株式会社 令和3年2月22日 令和3年2月22日

183 南 横浜保育室 竹の子共同保育園 南区井土ヶ谷中町１２７－１　ルネ横浜アーバンテラス１F NPO法人竹の会 昭和47年1月4日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成28年3月31日 認可移行

184 南 横浜保育室 ルミエール 南区高根町１－３　ｻﾆｰｻｲﾄﾞ大通公園１階 ㈲ルミエール 平成2年4月1日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成25年5月31日 廃止

185 南 横浜保育室 ぴよっこ保育園 南区南吉田町５－４２ NPO法人ぴよっこ保育園 平成10年4月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成25年3月31日 廃止

186 南 横浜保育室 マミーベアーズ吉野町 南区新川町５－３２　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ吉野町第6-108 ㈱ウォーブンハーツ 平成11年1月8日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成28年3月31日 認可移行

187 南 横浜保育室 NaNaルームｉｎ横浜 南区別所２－８－１　Bee･メルビル２階 東京リトル・メイト㈱ 平成12年4月1日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成21年3月31日 廃止

188 南 横浜保育室 みらい保育園 南区永田北３－３－７　ｿﾚｲﾕ永田町ﾋﾞﾙ201 NPO法人夢空間21KIDSﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 平成16年9月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 令和3年3月31日 廃止

189 南 横浜保育室 プチ・ナーサリー蒔田 南区宿町１－２２　ﾎﾟﾝﾄﾞﾜｰﾙ蒔田１F ㈱プチ・ナーサリー 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

190 南 横浜保育室 上大岡ラビット保育園 南区別所２－８－１　Beeメルビル２階 NPO法人上大岡ラビット保育園 平成23年4月1日 平成24年7月18日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

191 南 横浜保育室 六ツ川みどり保育園 南区六ツ川３－７７－７ 個人 昭和59年6月1日 明治33年1月0日 平成12年3月31日 認可移行

192 南 横浜保育室 京急キッズランド井土ヶ谷駅保育園 南区井土ヶ谷中町１６１ 京急サービス㈱ 平成12年11月24日 平成17年4月1日 平成13年4月1日 平成13年4月1日 平成18年3月31日 認可移行

193 南 認可外保育所 ＢＢすまいる保育園 南区弘明寺町270 親和不動産ビル2F 個人 平成13年3月6日 平成22年3月3日 平成22年3月3日 平成26年5月31日 廃止

194 南 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　井
土ヶ谷センター保育室

南区井土ヶ谷下町３８－７ 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年8月 平成29年11月30日 平成29年11月30日

195 南 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　吉
野町センター保育室

南区新川町１－１－１２ 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成24年8月22日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

196 南 認可外保育所 キッズハウス　チャビィ 南区吉野町1-3 個人 平成23年4月11日 平成29年3月31日 平成29年3月31日

197 南 認可外保育所（企業主導型保育事業） つくしんぼ園(企業主導型保育事業) 南区睦町1-17-4 社会福祉法人　たすけあいゆい 平成25年9月1日 平成29年12月14日 平成28年4月1日

198 南 認可外保育所 ピースランド保育園 南区吉野町３－７　ヘンミビル３階 株式会社　ピースランド 平成12年12月23日 平成22年11月16日 平成22年11月16日

199 南 認可外保育所 保育園　キディハウス 南区前里町2-42　矢沢ビル2F 有限会社　フロンティア 平成15年9月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

200 南 認可外保育所
公立大学法人横浜市立大学附属市民
総合医療センター

南区浦舟町4-57 公立大学法人　横浜市立大学 昭和49年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

201 南 認可外保育所 リラのいえきょうだい児保育 南区六ツ川4-1124-2 認定特定非営利活動法人スマイルオブキッズ 平成21年2月1日 平成30年3月30日 平成30年3月30日

202 南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
すもーるすてっぷ保育園(企業主導型保
育事業)

南区榎町２丁目６０－４ 特定非営利活動法人Ｓｍａｌｌ　Ｓｔｅｐ 平成30年4月1日 令和1年8月1日 平成30年4月1日

203 南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
横浜南プリスクール(企業主導型保育事
業)

南区通町2-39-12　ライオンズマンション通町１階 ラーニング・サポート合同会社 平成31年3月1日 令和2年4月1日 平成31年3月1日
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204 南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
山王台学園ゆずの実保育園(企業主導
型保育事業)

南区南太田1-27-19　MK南太田 学校法人山王台学園 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

205 南 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　大
池センター保育室

南区六ッ川３－６７－２ 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 昭和63年3月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

206 南 認可外保育所 さくらザウルス別所ひろば 南区別所１丁目７－２３ 特定非営利活動法人さくらザウルス 令和2年10月6日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

207 南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園弘明寺(企業主導型保
育事業)

南区中島町4－86　矢野ビル１階 アンダンテ株式会社 令和3年2月22日 令和3年2月22日

208 南 認可外保育所（企業主導型保育事業） NL キッズランド(企業主導型保育事業) 南区共進町3－63　NLレジデンス2F 株式会社　NL Kids Land 令和3年3月29日 令和3年3月29日

209 南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
たんぽぽ保育園　吉野町(企業主導型
保育事業)

南区吉野町2－5　サウスライン横浜1階 株式会社　Y＆N 令和3年3月30日 令和3年3月30日

210 南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
チューリップ保育園南太田(企業主導型
保育事業)

南区南太田1-34-7　南太田越石ビル1F 株式会社　フォーユー 令和3年3月30日 令和3年3月30日

211 港南 横浜保育室 あひる共同保育所 港南区芹が谷１－３０－３６ NPO法人あひる会 昭和42年1月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成27年3月31日 認可移行

212 港南 横浜保育室 港南台保育ｾﾝﾀｰ 港南区港南台３－４－３５松田ビル２階 (任)港南台ｷﾘｽﾄ教会 昭和52年11月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 令和4年3月31日 認可移行 （旧：港南台ｷﾘｽﾄ教会付属保育ｾﾝﾀｰ）

213 港南 横浜保育室 保育室アーモ 港南区港南台4-7-29ｻｳｽﾎﾟｰﾄﾋﾙｽﾞA-203 個人 平成7年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 令和2年3月31日 小規模移行

214 港南 横浜保育室 ぴよっこ第二保育園 港南区港南台３－１６－２７ NPO法人ぴよっこ保育園 平成12年2月21日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成26年3月31日 廃止

215 港南 横浜保育室 こどもっと保育園 港南区港南台５－５－１１ NPO法人港南台こどもっと 平成13年7月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成28年3月31日 認可移行 旧：保育室ぽぴんず

216 港南 横浜保育室 Poco a Poco保育園 港南区日野５－１－１８ ㈲ルミエール企画 平成15年4月1日 平成17年4月1日 平成15年12月1日 平成15年12月1日 平成29年3月31日 小規模移行

217 港南 横浜保育室 ニコニコ保育園 港南区丸山台３－５－１村上ビル1階 ㈲フューチャー 平成15年11月17日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

218 港南 横浜保育室 えんどう子供の家 港南区日野中央３－１－４８ 個人 昭和46年4月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成18年3月31日 廃止

219 港南 横浜保育室 つばさ共同保育所 港南区大久保１－１５－２７ (任)きずなの会 平成6年5月9日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成17年3月31日 認可移行 つばさ保育園

220 港南 横浜保育室 育美保育園 港南区港南台7-42-30ｻﾝﾗｲｽﾞ港南台 ㈲育成会 平成6年11月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 平成16年3月31日 認可移行

221 港南 横浜保育室 つばさ第２保育所 港南区最戸２－２１－１０ (任)きずなの会 平成11年3月5日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成15年11月30日 廃止 つばさ共同保育所へ統合

222 港南 横浜保育室 京急キッズランド上大岡保育園 港南区上大岡西３－１０－１７ 京急サービス㈱ 平成14年3月18日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成16年3月31日 認可移行

223 港南 横浜保育室 クオリスキッズ上大岡保育園 港南区上大岡西2-3-6　　BLDアルダ201号 ㈱クオリス 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成28年3月31日 認可移行

224 港南 認可外保育所 上大岡イングリッシュキンダーガーテン 港南区大久保1-18-6-101 個人 平成15年6月1日 平成26年2月21日 平成26年2月21日

225 港南 認可外保育所 アーモ第２ 港南区港南台4-7-3　サウスポートヒルズC-101 株式会社　アーモ 平成12年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日

226 港南 認可外保育所
済生会横浜市南部病院　ひまわり保育
園

港南区港南台3-2-10
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生
会横浜市南部病院

昭和58年6月10日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

227 港南 認可外保育所
医療法人社団成仁会　長田病院　保育
所

港南区丸山台1-16-13 医療法人社団成仁会　長田病院 昭和59年3月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

228 港南 認可外保育所
神奈川県立精神医療センター院内保育
施設　なかよし保育園

港南区芹が谷2-5-1 地方独立行政法人　神奈川県立病院機構 平成17年7月19日 平成30年9月2日 平成30年9月2日

229 港南 認可外保育所 保育所スマイルキッツ港南台 港南区日野南1-5-13　ユウキチサンハイツ201号 個人 平成17年11月9日 平成18年6月6日 平成18年6月6日 平成30年3月31日 廃止

230 港南 認可外保育所
社会福祉法人寿楽園　横浜事業所内託
児所

港南区笹下４丁目１２－３５ 社会福祉法人　寿楽園 平成29年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

231 港南 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　笹
下センター保育室

港南区笹下３－４１－１３ 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成12年1月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

232 港南 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　上
永谷センター保育室

港南区丸山台２丁目４１－３ 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成29年5月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

233 港南 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　上
大岡センター保育室

港南区大久保１-１４-１1-３０５ 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成18年4月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

234 港南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
オリーブ保育園　港南(企業主導型保育
事業)

港南区港南5-15-13 五光交通株式会社 平成31年3月1日 令和2年4月1日 平成31年3月1日

235 港南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
港南台わかば保育園(企業主導型保育
事業)

港南区港南台2-7-7　第二寺田ビル101 一般社団法人　Ｈ　＆　Ｐ 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

236 港南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
森と自然の保育園　ＳＯＲＡ(企業主導型
保育事業)

港南区港南台1-1-12　レアシュロス港南台1Ｆ こどもとそだち合同会社 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

237 港南 認可外保育所 育生会　ひまわり保育園 港南区日野南3-7-10 社会福祉法人　育生会 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

238 港南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
上大岡ちゅーりっぷ保育園(企業主導型
保育事業)

港南区大久保1-15-20　Ｋパレス大久保１階 特定非営利活動法人ちゅーりっぷ 令和1年8月1日 令和2年4月1日 令和1年8月1日

239 港南 認可外保育所 ウィズダムアカデミー横浜上大岡校 港南区上大岡西３－１０－１ 株式会社　ウィズダムアカデミー 平成26年4月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

240 港南 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園上大岡（企業主導型保
育事業）

港南区上大岡西３－１１－２　グレイス上大岡１階 アンダンテ株式会社 令和3年2月15日 令和3年2月15日

241 保土ケ谷 横浜保育室 若葉保育園 保土ケ谷区保土ケ谷町３－２０５ 個人 昭和42年9月4日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 令和2年3月31日 認可移行

242 保土ケ谷 横浜保育室 学校法人初音丘学園ＰＩＣＣＯＬＩＮＯ 保土ケ谷区初音ケ丘４３－３２ （学）初音丘学園 平成9年10月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 平成27年3月31日 認可移行

243 保土ケ谷 横浜保育室 おおきくなぁ～れプチベベ保育室 保土ケ谷区西久保町１５グランディシンヤ1階 ㈲アルファ薬局 平成12年2月15日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成31年3月31日 小規模移行

244 保土ケ谷 横浜保育室 堀越助産院ベビールーム 保土ケ谷区星川３－１－３ 個人 昭和56年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成21年3月31日 廃止

245 保土ケ谷 横浜保育室 えぶち保育園 保土ケ谷区西谷町９７３－８ NPO法人パピーランド 昭和58年3月17日 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 平成23年2月28日 認可移行

246 保土ケ谷 横浜保育室 保育室プチアンジュ 保土ケ谷区今井町７８４－１　レジデンス美立橋１階 株式会社　ディール・ワン 平成16年4月1日 平成17年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成21年3月31日 認可移行

247 保土ケ谷 横浜保育室 天王町駅前もえぎ保育園 保土ケ谷区天王町2-46-8　シアトルハウス1階 NPO法人育援会 平成21年4月1日 平成23年2月16日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成30年3月31日 小規模移行

248 保土ケ谷 横浜保育室 星川もえぎ保育園 保土ケ谷区川辺町3-1　パークシティ横浜D棟１階 NPO法人育援会 平成24年4月1日 平成21年9月16日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成29年3月31日 認可移行 （旧：パークシティ横濱テディハウス）

249 保土ケ谷 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　天
王町センター保育室

保土ケ谷区天王町2-42-15 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年8月 平成21年9月16日 平成21年9月16日

250 保土ケ谷 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　保
土ケ谷センター保育室

保土ケ谷区狩場町143-2 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年8月 平成21年9月16日 平成21年9月16日

251 保土ケ谷 認可外保育所 一般財団法人育生会横浜病院　保育室 保土ケ谷区狩場町200-7 一般財団法人　育生会 昭和49年2月2日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

252 保土ケ谷 認可外保育所 横浜保土ケ谷中央病院　院内保育所 保土ケ谷区釜台町43-1 独立行政法人地域医療機能推進機構 昭和49年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

253 保土ケ谷 認可外保育所 聖隷横浜病院　ひだまり保育園 保土ケ谷区岩井町215 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院 平成20年3月24日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

254 保土ケ谷 認可外保育所
医療法人社団伊純会介護老人保健施
設スカイ施設内保育所

保土ケ谷区常盤台84-1 医療法人社団伊純会　介護老人保健施設スカイ 平成11年11月15日 令和1年7月1日 令和1年7月1日
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255 保土ケ谷 認可外保育所
医療法人社団明芳会　イムス横浜狩場
脳神経外科病院

保土ケ谷区狩場町218番地9号 医療法人社団　明芳会 平成25年8月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

256 保土ケ谷 認可外保育所 すみれ保育園 保土ケ谷区西谷町1085 個人 平成28年9月12日 平成29年2月10日 平成29年2月10日 令和1年12月26日 廃止

257 保土ケ谷 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぎんがむら保育園　かみほしかわ(企業
主導型保育事業)

保土ケ谷区上星川3-7-20 有限会社ぎんが邑ＲＩＶ総合研究所 平成30年9月8日 平成31年2月27日 平成30年9月8日

258 保土ケ谷 認可外保育所（企業主導型保育事業）
みんなのみらい星川園(企業主導型保
育事業)

保土ケ谷区川辺町32　NIFTY星川1F 株式会社　みんなのみらい計画 平成31年3月14日 令和2年4月1日 平成31年3月14日

259 保土ケ谷 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園和田町(企業主導型保
育事業）

保土ケ谷区和田1-18-33　山中ビル１階 アンダンテ株式会社 令和3年2月22日 令和3年2月22日

260 旭 横浜保育室 たんぽぽ共同保育園 旭区笹野台２－３９－７ NPO法人たんぽぽ会 昭和50年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成30年3月31日 認可移行

261 旭 横浜保育室
NPO法人全国子育て支援ネットワーク
協会つぼみ保育園

旭区東希望が丘236‐4第3碓井ビル２階 NPO法人全国子育て支援ネットワーク協会 平成6年10月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

262 旭 横浜保育室 ﾋﾟﾃﾛｾﾝﾄﾗﾙﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰ二俣川 旭区二俣川2-52-2第３宮沢ビル２Ｆ セントラルスポーツ（株） 平成7年4月3日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成21年3月31日 廃止

263 旭 横浜保育室 プラス保育園 旭区中希望が丘102　ジョイビル3階 NPO法人プラス保育園 平成9年2月1日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日

264 旭 横浜保育室 マミー保育センター二俣川 旭区さちが丘３　ＴＰハイツ１Ｆ ㈱マミー・インターナショナル 平成9年4月15日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成29年3月31日 小規模移行

265 旭 横浜保育室 ポプラ保育園 旭区鶴ヶ峰１－２５－９ NPO法人ポプラの会ポプラ保育園 平成10年11月17日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成18年3月31日 認可移行

266 旭 横浜保育室 そうてつ保育園GENKIDS二俣川 旭区二俣川2-50-1　ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝ2F 相鉄アメニティライフ㈱ 平成14年4月1日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成26年3月31日 廃止

267 旭 横浜保育室 ザ・チャイルドクラブ希望が丘 旭区東希望が丘１０７コナミスポーツクラブ希望が丘１Ｆ ㈱コナミスポーツ＆ライフ 平成16年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日

268 旭 横浜保育室 のぞみ保育園 旭区柏町１１６－３ （社福） 公正会 平成20年8月1日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

269 旭 横浜保育室 保育室　ひかり 旭区市沢町557-1 （社福） 十愛療育会 平成22年3月15日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

270 旭 横浜保育室 保育園夢未来二俣川園 旭区二俣川2-85-3 ㈱我喜大笑 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 令和2年3月31日 認可移行

271 旭 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　都
岡保育ルーム

旭区都岡町19-7 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成6年1月29日 平成22年2月23日 平成22年2月23日

272 旭 認可外保育所 希望が丘教会附属めぐみ幼児園 旭区中希望が丘72-2 希望が丘教会 昭和43年4月1日 平成30年2月15日 平成30年2月15日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

273 旭 認可外保育所 あゆみ園 旭区中尾2-3-2 地方独立行政法人　神奈川県立病院機構 昭和50年10月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

274 旭 認可外保育所 恵生会上白根病院　めぐみ保育室 旭区上白根2-63-23 医療法人社団　恵生会　上白根病院 平成9年12月16日 令和1年7月1日 令和1年7月1日 令和1年11月30日 廃止

275 旭 認可外保育所
医療法人順正会　横浜鶴ヶ峰病院保育
室

旭区鶴ヶ峰2-51-2 医療法人順正会　横浜鶴ヶ峰病院 昭和60年1月15日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

276 旭 認可外保育所
社会福祉法人道心会ヴィラ横浜託児室
スマイルキッズ

旭区上白根町1437-1 社会福祉法人　道心会　ヴィラ横浜 平成20年7月22日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

277 旭 認可外保育所 聖マリアンナはなみずき保育園 旭区矢指町1197-1 学校法人　聖マリアンナ医科大学 平成21年2月21日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

278 旭 認可外保育所 Blue Sky International 旭区二俣川2-57-5　メディカルビル２Ｆ 株式会社　エム・ワイ 平成21年4月1日 平成22年2月23日 平成22年2月23日 積算対象外期間：平成30年3月27日～令和2年3月31日

279 旭 認可外保育所 ひと声横浜インターナショナルスクール 旭区柏町112-6
特定非営利活動法人
ひと声クラブ

平成23年4月14日 平成23年12月1日 平成23年12月1日 令和3年3月31日 廃止

280 旭 認可外保育所 オレンジ託児所 旭区上川井町2694-20 医療法人　赤枝会 平成20年2月13日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

281 旭 認可外保育所 託児ルームあぷりこっと 旭区南本宿町98-62 個人 平成26年9月1日 平成29年1月10日 平成29年1月10日

282 旭 認可外保育所（企業主導型保育事業）
スマイルキッズ二俣川(企業主導型保育
事業)

旭区さちが丘145-2　オーバーヒルズ壱番館１階 一般社団法人　スマイルキッズ 平成29年5月1日 平成29年10月24日 平成29年5月1日

283 旭 認可外保育所 イングリッシュ保育園二俣川 旭区二俣川1-2-1　ライオンズステーションプラザ204 Tiny　English　株式会社 平成29年6月14日 令和1年8月1日 令和1年8月1日 令和3年6月15日 廃止

284 旭 認可外保育所（企業主導型保育事業） SUN KID保育園(企業主導型保育事業) 旭区四季美台72－１S　ロークス２Ｆ 株式会社ＫＩＤ 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

285 旭 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　市ノ
沢センター保育室

旭区市沢町1119 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 昭和57年7月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

286 旭 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　南
万騎が原センター保育室

旭区柏町101-8 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成30年2月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

287 旭 認可外保育所（企業主導型保育事業）
上白根病院めぐみ保育園(企業主導型
保育事業)

旭区上白根二丁目389番地3 医療法人社団恵生会　上白根病院 令和1年12月1日 令和2年4月1日 令和1年12月1日

288 旭 認可外保育所（企業主導型保育事業） ゆずの木保育園(企業主導型保育事業) 旭区笹野台1-1-43　第2廣島ビル　アーバンスクウェア3F 特定非営利活動法人　愛のささえ 令和2年7月20日 令和3年4月1日 令和2年7月20日

289 旭 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園二俣川(企業主導型保
育事業)

旭区二俣川1-45-41　関本ビル１階 アンダンテ株式会社 令和3年2月22日 令和3年2月22日

290 磯子 横浜保育室 星の子保育園 磯子区西町１０－３ NPO法人星の子保育園 昭和53年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成29年9月1日 認可移行

291 磯子 横浜保育室 マミーベアーズ洋光台 磯子区洋光台３－９－２５ ㈱ウォーブンハーツ 平成11年12月15日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成29年3月31日 廃止

292 磯子 横浜保育室 おひさま保育園 磯子区磯子3-4-23　トイザらス浜田ビル3階 ㈲おひさま 平成12年10月28日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

293 磯子 横浜保育室 洋光台ファミリールーム 磯子区洋光台４－１－１－１０５ NPO法人 ファミリールーム 平成15年3月1日 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 平成27年5月31日 認可移行

294 磯子 横浜保育室 第２ファミリールーム 磯子区洋光台４－１－１－１０８ NPO法人 ファミリールーム 平成21年4月1日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 平成31年3月31日 廃止

295 磯子 横浜保育室 つくしんぼ保育園 横浜市磯子区上中里759 （福）つくしんぼの会 昭和55年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成11年3月31日 認可移行

296 磯子 横浜保育室 ドルチェ八幡橋 磯子区原町１１－２ハーモニーマンション301 （学）　聖ヶ丘学園 平成11年4月1日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成20年3月31日 廃止

297 磯子 横浜保育室 ペガサスわくわくランド 磯子区森２－１３－１６ ㈲ウェルテックサンワ 平成12年9月1日 平成17年4月1日 平成13年4月1日 平成13年4月1日 平成15年8月31日 認可移行

298 磯子 認可外保育所 康心会汐見台病院　ひまわり保育室 磯子区汐見台1-6-5 医療法人社団康心会　康心会汐見台病院 平成28年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

299 磯子 認可外保育所
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター保
育所　ゆず保育園

磯子区丸山1-26-27　職員宿舎1階 横浜市長 平成11年8月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

300 磯子 認可外保育所 読売センター　杉田 磯子区杉田4-5-26 株式会社　ユース 昭和59年5月28日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年8月1日 証明書取消

301 磯子 認可外保育所
東芝グループ社内保育園　きらめキッズ
横浜

磯子区新杉田町8 株式会社　東芝 平成23年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

302 磯子 認可外保育所 ファミリールーム 磯子区洋光台4-1-1-105 ファミリールーム 平成25年6月10日 平成26年3月31日 平成26年3月31日 平成29年9月30日 廃止

303 磯子 認可外保育所 みーちゃん保育室 磯子区坂下町11-1　信濃屋ビル1F-1 個人 平成27年2月16日 平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成31年3月31日 廃止

304 磯子 認可外保育所 磯子中央病院 磯子区磯子2-20-45 医療法人光陽会　磯子中央病院 平成22年1月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

305 磯子 認可外保育所（企業主導型保育事業） オリーブ保育園(企業主導型保育事業) 磯子区磯子1-4-88 横浜無線協同組合 平成29年12月5日 平成31年3月29日 平成29年12月5日
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306 磯子 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園新杉田(企業主導型保
育事業)

磯子区杉田4-2-15　メゾンドヴァロン１階 アンダンテ株式会社 平成31年3月29日 令和2年4月1日 平成31年3月29日

307 磯子 認可外保育所（企業主導型保育事業）
オリーブ保育園磯子(企業主導型保育
事業)

磯子区磯子1-1-135 大明交通株式会社 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

308 磯子 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　磯
子センター保育室

磯子区久木町１－17　※１ 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成27年5月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

309 金沢 横浜保育室 プレイルーム　チルドレン 金沢区泥亀１－４－９ ㈲プレイルームチルドレン 昭和55年12月25日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成22年3月31日 廃止

310 金沢 横浜保育室 ダンデライオン 金沢区泥亀２－１－７　鈴木ビル２階 ㈲ダンデライオン 平成11年3月16日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成17年12月31日 廃止

311 金沢 横浜保育室 ＹＭＣＡ能見台チャイルドケアセンター 金沢区能見台東１－１ （福）横浜ＹＭＣＡ福祉会 平成11年12月1日 明治33年1月0日 平成13年3月31日 認可移行 ＹＭＣＡマナ保育園

312 金沢 横浜保育室 マミングステーション 金沢区能見台通１－５　能見台駅前GCIビル２F アイエムワン㈱ 平成13年6月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成31年3月31日 小規模移行

313 金沢 横浜保育室 ゆめ和ほいくえん 金沢区六浦東２－１３－３ 個人 平成14年11月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成18年3月31日 廃止

314 金沢 横浜保育室 保育室フレンド能見台ｽﾃｰｼｮﾝ 金沢区能見台通２－３能見台駅プラザ・アルタイル ㈱フレンド楽器 平成15年2月1日 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 平成25年9月30日 廃止

315 金沢 横浜保育室 保育室フレンド金沢文庫ｽﾃｰｼｮﾝ 金沢区釜利谷東２－１６－３２　トライアンジュ文庫ビル２階 ㈱フレンド楽器 平成16年2月8日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成26年3月31日 認可移行

316 金沢 横浜保育室 コンビプラザ金沢八景保育園 金沢区大川７－７レイディアントシティ横濱シーサイドアネックス4階 コンビウィズ㈱ 平成16年10月30日 平成17年6月9日 平成19年4月1日 平成19年4月1日 平成28年3月31日 認可移行

317 金沢 認可外保育所 +Uすくすくキッズ園 金沢区谷津町337 平成24年4月2日 平成25年2月20日 平成25年2月20日 平成27年3月31日 廃止

318 金沢 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　金
沢八景センター保育室

金沢区州崎町4-23　ライオンズマンション106 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年7月1日 平成24年3月30日 平成24年3月30日 令和3年4月14日 廃止 積算対象外期間：平成25年3月31日～平成30年8月6日

319 金沢 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　南
部市場前センター保育室

金沢区富岡東2-1-16 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年8月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

320 金沢 認可外保育所 横浜白山道教会付属幼稚舎　光の園 金沢区釜利谷南2-23-2 個人 平成15年4月1日 平成19年1月16日 平成19年1月16日 平成29年3月31日 廃止

321 金沢 認可外保育所 ルンビニー・わらべ園 金沢区釜利谷東1-24-8 ルンビニー・わらべ園 平成21年4月1日 平成21年6月23日 平成21年6月23日 平成30年3月31日 廃止

322 金沢 認可外保育所 BeeKidsClub金沢文庫園 金沢区釜利谷東2-17-7 ビーライズイノベーション株式会社 平成11年6月1日 平成18年2月10日 平成18年2月10日

323 金沢 認可外保育所
地方独立行政法人神奈川県立病院機
構　神奈川県立循環器呼吸器病セン

金沢区富岡東6-16-1 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 平成22年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

324 金沢 認可外保育所
医療法人社団景翠会　金沢病院　たん
ぽぽ保育園

金沢区泥亀2-8-9　岩瀬ビル2F 医療法人社団　景翠会 昭和48年5月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

325 金沢 認可外保育所 金沢文庫病院　保育室 金沢区釜利谷東2-6-22 医療法人社団　愛友会 昭和59年9月27日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

326 金沢 認可外保育所 横浜市立大学附属病院　院内保育所 金沢区福浦3-9 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 平成3年7月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

327 金沢 認可外保育所
国家公務員共済組合連合会横浜南共
済病院　横浜南共済病院　みなみ保育

金沢区六浦東1-31-1 国家公務員共済組合連合会 昭和46年3月15日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

328 金沢 認可外保育所 読売センター金沢八景 金沢区洲崎町8-8 株式会社　ユース 昭和59年9月27日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和2年6月3日 廃止

329 金沢 認可外保育所 金沢キリスト教会附属よろこび園 金沢区柳町35-15 金沢キリスト教会 昭和60年4月1日 平成25年2月20日 平成25年2月20日 令和2年6月7日 廃止

330 金沢 認可外保育所 きらきら保育室 金沢区並木2-8-1　なみきリハビリテーション病院 医療法人社団　協友会 平成24年9月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

331 金沢 認可外保育所（企業主導型保育事業）
金沢あけぼの保育園(企業主導型保育
事業)

金沢区富岡東2-5-21 学校法人　富岡中央学園 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

332 金沢 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園能見台(企業主導型保
育事業)

金沢区能見台通8-7柴田ビル１階 アンダンテ株式会社 令和3年2月22日 令和3年2月22日

333 港北 横浜保育室 下田共同保育所 港北区下田町２－１０－６８ NPO法人こぶしの会 昭和48年1月16日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成20年3月31日 認可移行

334 港北 横浜保育室 昭和保育園 港北区太尾町５８７－１ NPO法人ノエル 昭和53年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成17年3月31日 認可移行 聖保育園

335 港北 横浜保育室 くっく子供の家保育所 港北区太尾町１１２２ (任)くっくあゆみの会 昭和57年9月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成17年3月31日 認可移行 くっくおさんぽ保育園（分園）

336 港北 横浜保育室 キッズパートナー綱島 港北区綱島西３－６－１９　シュロスウエスト綱島２F ケアパートナー㈱ 平成11年2月1日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成29年3月31日 小規模移行

337 港北 横浜保育室 森のエルマー保育園 港北区新吉田町７６５ NPO法人森のエルマー保育園 平成11年11月10日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成16年3月31日 認可移行

338 港北 横浜保育室 ポピンズナーサリーＪＲ小机 港北区小机町2580-1 （株）ポピンズ 平成12年3月31日 明治33年1月0日 平成14年5月31日 認可移行

339 港北 横浜保育室 保育室わおわお大倉山園 港北区太尾町1418　ダイアパレス大倉山弐番館１階 ワオ・ジャパン㈱ 平成14年4月1日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成16年3月31日 認可移行

340 港北 横浜保育室 たんぽぽ保育園 港北区大倉山5-40-15 ㈱いそべ 平成20年6月19日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

341 港北 横浜保育室 大倉山ひまわり保育室 港北区大倉山3-2-17 ㈲エム・ケイ・プランニング 平成22年3月23日 平成23年1月6日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成24年3月31日 廃止

342 港北 横浜保育室 アンティー妙蓮寺保育園 港北区菊名1-3-8　コーポ静河１ ㈱アンティー 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成29年3月31日 認可移行

343 港北 横浜保育室 グローバルキッズ菊名園 港北区菊名6-12-8　ヴィラレヴァンテ１F ㈱グローバルキッズ 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成29年3月31日 認可移行

344 港北 横浜保育室 スターチス日吉保育園 港北区日吉本町1-23-12　ライオンズマンション日吉台１０２ 一般社団法人スターチス 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

345 港北 横浜保育室 横浜保育室リトル スカラー 港北区綱島西1-2-7 北友建設㈱ 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日

346 港北 横浜保育室 横浜保育室きくな 港北区大豆戸町257 ㈱つばき 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成31年3月31日 小規模移行

347 港北 横浜保育室 エルマー保育園 港北区新吉田町７６４－９ (任）エルマーの会 昭和59年12月25日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成16年10月31日 認可移行 森のエルマー保育園

348 港北 横浜保育室 日吉ﾙｰﾃﾙ同胞教会星の子ルーム 港北区日吉本町１－５－４１坂口屋日吉ビル２Ｆ
(宗)日本ルーテル同胞教団(日吉ルーテル同胞教
会)

昭和60年9月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

349 港北 横浜保育室 さくらんぼ保育園 港北区日吉本町１－３－４－２階 個人 平成3年4月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日

350 港北 横浜保育室 ピコピコハウス 港北区綱島西２－１－７MAC綱島コート2F キッズプロジェクトでぃあ㈱ 平成6年6月6日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成29年8月31日 廃止

351 港北 横浜保育室 エジュケア保育園 港北区新横浜2-3-11第２徳永ビル３０２ 個人 平成8年8月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 平成29年3月31日 小規模移行

352 港北 横浜保育室 大倉山べびーるーむ 港北区大倉山３－４－３１　ﾋﾙｽﾞ･ｶﾓ２Ｆ ㈲エム．ケイ．プランニング 平成8年9月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日

353 港北 横浜保育室 ベネッセチャイルドケアセンター新横浜 港北区新横浜２－11　新横浜ｽｹｰﾄｾﾝﾀ２階 ㈱ベネッセスタイルケア 平成9年4月21日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 平成27年9月30日 認可移行

354 港北 横浜保育室 保育室ウッズ 港北区綱島西２－１３－３ (任)ワーカーズコレクティブすくすく 平成10年2月12日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成31年3月31日 認可移行

355 港北 横浜保育室 港北こども園 港北区大豆戸町３６５－１　石井ビル３階 個人 平成10年4月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

356 港北 横浜保育室 イルカ保育園 港北区日吉２－４－３ 個人 平成10年5月15日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日



所在区 種別 施設の名称 施設の所在地 設置者 事業開始年月日
認可外保育施設指

導監督基準を満たす
旨の証明書交付日

横浜保育室として
認定された日

算定開始基準日
※１

算定終了日※2
(廃止日)（休止日）

(別種移行日)
(証明書取消日)

算定終了理由
(廃止)（休止）
(別種移行)

(証明書取消)

備考
※３

357 港北 横浜保育室 はなまる保育園 港北区綱島東１－１３－２　第３MKマンション１F 個人 平成11年2月15日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

358 港北 横浜保育室 アンティー保育園 港北区菊名6-13-18 ㈱アンティー 平成11年6月1日 平成17年4月1日 平成13年4月1日 平成13年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

359 港北 横浜保育室 保育室プリンプリンROOM 港北区綱島西3-9-12 ㈱プリンプリンROOM 平成11年11月15日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 令和4年3月31日 認可移行

360 港北 横浜保育室 ベビーステーションのぞみ 港北区篠原町2865　新横浜ビル3F 個人 平成13年4月1日 平成17年4月1日 平成14年3月20日 平成14年3月20日 平成30年3月31日 廃止

361 港北 横浜保育室 SUNSUNキッズあいらんど 港北区綱島西２－１３－１　２階 ㈱アシスト 平成14年10月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 （旧:マミー保育センター綱島）

362 港北 横浜保育室 NPO法人つばき駅前保育園 港北区大倉山１－４－５ NPO法人つばき駅前保育園 平成16年4月1日 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 令和4年3月31日 認可移行

363 港北 横浜保育室 クレシュ新横浜 港北区新横浜2-13-13　KM第一ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F （学）曙学園 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

364 港北 横浜保育室 キッズ　ラディ（Kid's Radi） 港北区大豆戸町６３９－２ ㈱極真会館メディカルマネジメント 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 令和3年3月31日 認可移行

365 港北 認可外保育所 保育ルーム フェリーチェ 大倉山園 港北区大倉山3-29-21 ツインズ大倉山１階 株式会社　アルコバレーノ 平成24年4月1日 平成24年11月14日 平成24年11月14日 平成27年3月31日 廃止

366 港北 認可外保育所 毎日体育幼稚園 港北区綱島2-14-10 株式会社　ユニホー　オアフクラブカンパニー 昭和57年4月1日 平成22年3月29日 平成22年3月29日 平成25年3月31日 休止

367 港北 認可外保育所 くじら保育園 港北区下田町5-29-23　下田ビル1Ｆ 株式会社　くじら保育園 平成14年9月2日 平成18年6月6日 平成18年6月6日

368 港北 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　新
小倉保育室

港北区日吉5-23-46　リバーサイド日吉 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成7年9月8日 平成19年4月3日 平成19年4月3日

369 港北 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　高
田東保育室

港北区高田東1-31-10 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成11年7月15日 平成19年4月3日 平成19年4月3日

370 港北 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　綱
島保育室

港北区新吉田3238 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成15年10月10日 平成19年4月3日 平成19年4月3日

371 港北 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　大
倉山センター保育室

港北区師岡町1185-13 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年8月1日 平成24年3月30日 平成24年3月30日
積算対象外期間：平成26年3月31日～平成27年10月18
日

372 港北 認可外保育所 Shining・Stars 港北区小机町58-1　カーネルライフ2－1Ｆ Shining・Stars有限会社 平成15年11月1日 平成17年4月26日 平成17年4月26日

373 港北 認可外保育所 平伸学園　小鳩保育園 港北区新吉田東5-16-18 特定非営利活動法人　平伸学園　小鳩保育園 平成15年12月1日 平成18年6月6日 平成18年6月6日

374 港北 認可外保育所 菊名記念病院　プスプス保育室 港北区菊名4-5-24 医療法人五星会　菊名記念病院 平成3年7月15日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

375 港北 認可外保育所 山本記念病院 ベビールーム 港北区高田町2503-1 医療法人社団　山本記念会 山本記念病院 平成3年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

376 港北 認可外保育所 トオカツフーズ 横浜保育園 港北区綱島東5-7-37 トオカツフーズ株式会社 平成4年12月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

377 港北 認可外保育所 なかよしきっず 港北区鳥山町691-１ アイエムエス株式会社 平成18年7月18日 平成19年4月3日 平成19年4月3日

378 港北 認可外保育所 横浜労災病院　保育園　ティンカーベル 港北区小机町3211職員宿舎A棟１階
独立行政法人　労働者健康安全機構　横浜労災病
院

平成18年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

379 港北 認可外保育所 ベネッセ日吉保育園　一時保育室 港北区日吉4-１-1　慶応義塾日吉キャンパス協生館1階 株式会社　ベネッセスタイルケア 平成21年4月1日 平成22年3月29日 平成22年3月29日

380 港北 認可外保育所
新横浜母と子の病院付属　フォーリーブ
ス保育室

港北区鳥山町1278
医療法人社団ワンアンドオンリー　新横浜母と子の
病院

平成1年4月1日 平成22年3月29日 平成22年3月29日

381 港北 認可外保育所 大倉山記念病院　きらきら保育室 港北区樽町1－1－10 医療法人　三星会 平成22年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

382 港北 認可外保育所 託児室あいあい 港北区篠原西町18-17　T.Hビル1階B号室 特定非営利活動法人　あいあい 平成16年10月19日 平成23年1月6日 平成23年1月6日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

383 港北 認可外保育所
港北子育て支援ワーカーズコレクティブ
ココット

港北区日吉５－２４－３３ 福祉クラブ生活協同組合 平成19年3月17日 平成25年3月22日 平成25年3月22日

384 港北 認可外保育所 保育所ちびっこランド日吉園 港北区日吉2-12-7　オーシャンハイツ1F 優信合同会社 平成23年2月7日 平成24年3月30日 平成24年3月30日

385 港北 認可外保育所 ローズ保育園 港北区高田西2-21-11 株式会社　トーエル 平成22年11月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

386 港北 認可外保育所 どりいむ保育園 港北区大倉山1-26-17 合同会社　どりいむ 平成24年4月1日 平成24年12月4日 平成24年12月4日 令和2年9月30日 廃止

387 港北 認可外保育所 ひなた保育園 港北区師岡町1146－4 特定非営利活動法人　innocent 平成24年6月11日 平成24年11月14日 平成24年11月14日

388 港北 認可外保育所 プリンプリンROOM＋2 港北区綱島西3-9-14 株式会社　プリンプリンROOM 平成25年4月1日 平成25年7月11日 平成25年7月11日 令和3年7月11日 廃止

389 港北 認可外保育所 めぐみベビーサークル 港北区仲手原2-2-10　ジョイフル妙蓮寺101 株式会社　めぐみベビーケアー 平成25年3月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成31年3月31日 廃止

390 港北 認可外保育所
インターナショナル・ランゲージ・ハウス
幼稚部

港北区篠原東3-20-19 株式会社　クロベコーポレーション 平成24年4月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日

391 港北 認可外保育所 KidsLand　MIRAio　新横浜 港北区新横浜3-12-4　エクステ新横浜1F 有限会社　PRESTOMIRA　COMPANY 平成26年3月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成31年3月31日 廃止

392 港北 認可外保育所
港北子育て支援ワーカーズコレクティブ
ぽけっと

港北区新羽町868 福祉クラブ生活協同組合 平成25年6月8日 平成27年4月1日 平成27年4月1日

393 港北 認可外保育所 はっぴーはーと保育園 港北区綱島西6-7-10 個人 平成27年2月12日 平成27年4月1日 平成27年4月1日

394 港北 認可外保育所
インターナショナル　ランゲージハウス
プレスクール

港北区篠原東2-11-16　101,102 株式会社　クロベコーポレーション 平成27年6月3日 平成27年10月19日 平成27年10月19日 旧施設名：インターナショナル・ベビー・ハウス　大倉山

395 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
キッズラボ菊名園(企業主導型保育事
業)

港北区菊名6-12-8　ヴィラレヴァンテ１F キッズラボ　株式会社 平成29年4月1日 平成29年10月24日 平成29年4月1日 令和2年3月31日 廃止

396 港北 認可外保育所 まなび家保育園　日吉 港北区日吉本町1-21-3　薄井ビル２Ｆ 株式会社　まなび家 平成29年8月1日 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和2年8月1日 証明書取消

397 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ばにらびぃんず横浜(企業主導型保育事
業)

港北区日吉本町4-10-10-101 社会福祉法人　清香会 平成29年9月1日 平成29年12月26日 平成29年9月1日 令和2年3月31日 廃止

398 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
地域支援保育　アットキッズ大倉山(企
業主導型保育事業)

港北区大豆戸町89番地5　シニアハウス+　1F 株式会社　AT 平成30年1月24日 平成31年1月29日 平成30年1月24日

399 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業） luana保育園(企業主導型保育事業) 港北区大豆戸町594　１F 特定非営利活動法人　innocent 平成30年2月9日 平成30年7月11日 平成30年2月9日

400 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
株式会社みんなのみらい計画　みんな
のみらい日吉園(企業主導型保育事業)

港北区箕輪町2-2-32 株式会社　みんなのみらい計画 平成30年4月1日 平成31年1月30日 平成30年4月1日

401 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
トモキッズナーサリー綱島(企業主導型
保育事業)

港北区綱島西2-12-10 株式会社　アジリオン 平成30年5月1日 平成31年1月30日 平成30年5月1日

402 港北 認可外保育所 mokumoku Kids すくすく 港北区新吉田町4199 もくもくはうす株式会社 平成30年5月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日 令和3年1月31日 廃止

403 港北 認可外保育所 セコイア・モンテッソーリ子どもの家 港北区樽町1-2-15 個人 平成29年4月5日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

404 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
保育所ちびっこランド日吉駅前園(企業
主導型保育事業)

港北区日吉本町1-28-7　横浜日吉ビル１Ｆ，２F 優信合同会社 平成31年1月15日 令和2年4月1日 平成31年1月15日

405 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園綱島(企業主導型保育
事業)

港北区綱島西2-11-6ベルク港北綱島１階 アンダンテ株式会社 平成31年3月29日 令和2年4月1日 平成31年3月29日

406 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
コマクサキッズ保育園(企業主導型保育
事業)

港北区綱島西2-13-16　第一吉田ビル1F 株式会社　ステム&ブランチ 令和1年6月10日 令和2年4月1日 令和1年6月10日

407 港北 認可外保育所 READY KIDS 港北区樽町3-10-5　マンションアムール103 個人 令和2年7月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日
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408 港北 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ひよこルーム妙蓮寺保育園(企業主導
型保育事業)

港北区菊名1-5-15　妙蓮寺第4橘ビル1F 株式会社パーフェクト 令和3年4月1日 令和3年4月1日

409 緑 横浜保育室 長津田保育の家 緑区長津田４－５－３ ㈱こどもの森 平成9年5月1日 平成17年4月1日 平成9年5月1日 平成9年5月1日

410 緑 横浜保育室 すくすく保育園 緑区寺山町１３８－３ 個人 平成11年4月1日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日

411 緑 横浜保育室 ピノキオ保育園十日市場園 緑区十日市場町８１３－５ ㈲マザースペース 平成14年8月5日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

412 緑 横浜保育室 横浜保育室ベビーぽけっと長津田 緑区長津田２－１－１　２階 （学）原田学園 昭和48年3月1日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成25年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

413 緑 認可外保育所 あゆみ保育 緑区長津田5-2-60フジヨシビル１Ｆ 個人 平成16年7月15日 平成19年1月10日 平成19年1月10日 平成27年4月1日 休止

414 緑 認可外保育所 マナ・マナ・ハウス 緑区鴨居1-8-1　鴨居第1マルタカビル3F 個人 平成20年5月16日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 平成27年3月31日 廃止

415 緑 認可外保育所 NPO法人ぽっけのおへや 緑区長津田みなみ台5-17-13 特定非営利活動法人　ぽっけのおへや 平成12年7月1日 平成30年3月30日 平成30年3月30日

416 緑 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　中
山保育室

緑区中山1-21-8　エクセルWADA　１F 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成13年5月1日 平成21年4月1日 平成21年4月1日 令和2年4月1日 廃止

417 緑 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　長
津田保育ルーム

緑区長津田2-33-19 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成6年1月29日 平成19年1月10日 平成19年1月10日 令和1年7月1日 廃止

418 緑 認可外保育所 つくし保育園　十日市場駅前園 緑区十日市場町817-2-201 個人 平成16年7月28日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

419 緑 認可外保育所 あゆみ保育第１ 緑区長津田5-2-67　鈴木ビル１Ｆ 個人 平成16年9月1日 平成19年1月10日 平成19年1月10日 平成26年5月31日 休止

420 緑 認可外保育所 牧野記念病院保育センター 緑区鴨居3-31-2 医療法人社団青葉会 牧野記念病院 昭和62年6月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

421 緑 認可外保育所 横浜旭中央総合病院　わかば保育園 緑区霧が丘6-10-2　美喜ハイツ101 医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院 昭和62年2月4日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

422 緑 認可外保育所
横浜新緑総合病院保育室　ぽっぽるー
む

緑区十日市場町1726-7 医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病院 平成1年10月9日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

423 緑 認可外保育所
フォーシーズンズヴィラいろどり　きりん
保育室

緑区三保町867 医療法人　青鳳会 平成20年6月2日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

424 緑 認可外保育所 家庭保育園ままのて 緑区台村町620-4 個人 平成16年9月1日 平成23年2月7日 平成23年2月7日 平成28年3月31日 休止

425 緑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
恵生会　竹山病院　竹山めぐみ保育室
(企業主導型保育事業)

緑区竹山3-1-11 医療法人社団　恵生会　竹山病院 平成21年4月16日 令和1年7月1日 平成28年4月1日

426 緑 認可外保育所 十日市場ひよこ園 緑区十日市場町801-8　ホーメストプラザ東館207-2 マムプレナー株式会社 平成20年10月5日 平成22年2月16日 平成22年2月16日

427 緑 認可外保育所
医療法人社団元気会横浜病院　保育室
げんきルーム

緑区寺山町729 医療法人社団元気会　横浜病院 平成22年2月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

428 緑 認可外保育所 横浜バディスポーツ幼児園　みどり校 緑区長津田みなみ台4－3－1 株式会社　バディエデュケーション 平成21年4月1日 平成23年10月6日 平成23年10月6日

429 緑 認可外保育所
緑子育て支援ワーカーズコレクティブ
ほっぺ

緑区十日市場町840-3 福祉クラブ生活協同組合 平成24年9月1日 平成26年3月31日 平成26年3月31日 旧：福祉クラブ生協ほっぺ保育室

430 緑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ひまわり中山町保育園(企業主導型保
育事業)

緑区中山5-14-20 特定非営利活動法人　ひまわりの会 平成29年12月1日 平成30年3月30日 平成29年12月1日

431 緑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ばでぃぴっころ保育園　みどり校(企業主
導型保育事業)

緑区長津田みなみ台4-3-1 株式会社　バディエデュケーション 平成30年4月1日 平成30年9月26日 平成30年4月1日

432 緑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
アロハなかやま保育園(企業主導型保
育事業)

緑区中山4-25-9 株式会社　ユーフォリアファミリー 平成30年9月1日 平成30年10月3日 平成30年9月1日

433 緑 認可外保育所 Little Fairy Montessori Home 緑区霧が丘3-2-12　マノワール212 株式会社　バーニング 平成30年4月2日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

434 緑 認可外保育所 横浜シュタイナーどんぐりのおうち 緑区十日市場町871-10　ウィライブ十日市場103号 横浜シュタイナーどんぐりのおうちをささえる会 平成18年4月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

435 青葉 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　青
葉台保育ルーム

青葉区桂台1-12-22　パークアレイ桂台101 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成17年7月1日 平成18年12月28日 平成18年12月28日 平成28年3月31日 廃止

436 青葉 認可外保育所 kidsセンター　picoa　あざみ野 横浜市青葉区あざみ野2丁目30番あざみ野三規庭内２Ｆ 株式会社キンダーナーサリー 平成22年4月1日 平成23年3月31日 平成23年3月31日 平成27年3月31日 廃止

437 青葉 認可外保育所 保育所どんぐり山こどもの国園 青葉区奈良5-5-4 個人 平成15年9月11日 平成21年6月23日 平成21年6月23日 平成24年8月31日 廃止 旧：保育所ちびっこランドこどもの国

438 青葉 認可外保育所 青葉台キッズワールド 青葉区青葉台2-3-1　2F ピジョンハーツ株式会社 平成7年7月20日 平成25年1月25日 平成25年1月25日 令和3年3月31日 廃止

439 青葉 認可外保育所 子どもミニデイサービスまーぶる 青葉区市ケ尾町1167-3　メゾンラフォーレ105
特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　パ
レット

平成12年3月16日 平成18年12月28日 平成18年12月28日

440 青葉 認可外保育所
学校法人柿の実学園　ちびっこ安心館
たまプラキッズ＆ジュニア　かくれんぼ

青葉区美しが丘2-20-1　美しが丘アレービル2F　203号室 学校法人柿の実学園　柿の実幼稚園 平成13年4月1日 平成17年4月8日 平成17年4月8日

441 青葉 認可外保育所
NPO法人どろん子会　自然保育園どろ
ん子

青葉区寺家町112 特定非営利活動法人　どろん子会 平成3年4月1日 平成21年6月23日 平成21年6月23日

442 青葉 認可外保育所 美しが丘こどもの家 青葉区みすずが丘26-13 株式会社　美しが丘こどもの家 昭和58年4月1日 平成17年4月26日 平成17年4月26日

443 青葉 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　あ
ざみ野保育ルーム

青葉区黒須田33-1　ピュアコートあざみ野 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成6年6月1日 平成25年1月25日 平成25年1月25日

444 青葉 認可外保育所 たちばな台病院院内保育室 青葉区たちばな台2-14-3　加茂清ハイツ1-101 医療法人社団　一成会　たちばな台病院 平成14年2月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

445 青葉 認可外保育所
横浜新都市脳神経外科病院　たけのこ
保育室

青葉区荏田町423-2　プラネット青木2F 医療法人社団　明芳会 昭和60年11月15日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

446 青葉 認可外保育所
医)緑成会　横浜総合病院院内保育室
かんがるーるーむ

青葉区鉄町2201-5 医療法人社団　緑成会　横浜総合病院 昭和63年10月11日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

447 青葉 認可外保育所 青葉さわい病院　わかば保育室 青葉区元石川町4300 医療法人社団　博慈会 平成17年12月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

448 青葉 認可外保育所 English Express International School 青葉区美しが丘5-24-48 株式会社　イングリシュ・エクスプレス 平成19年4月1日 平成20年6月25日 平成20年6月25日

449 青葉 認可外保育所 キッズスクール江田 青葉区荏田町2361-3　林ビル1階 医療法人社団　明芳会　江田記念病院 平成29年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

450 青葉 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　荏
田保育室

青葉区荏田町686 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成20年8月1日 平成21年6月23日 平成21年6月23日 令和1年5月1日 廃止

451 青葉 認可外保育所 市ケ尾病院内保育室 青葉区市ヶ尾町23-1 医療法人社団　成仁会 平成21年9月7日 令和1年7月1日 令和1年7月1日 令和3年3月31日 廃止

452 青葉 認可外保育所 保育ルーム　ジョイア 青葉区しらとり台1-7　ヴァンテアン201 株式会社　ヴィオレッタ 平成23年11月1日 平成24年4月10日 平成24年4月10日 平成31年3月31日 廃止

453 青葉 認可外保育所 ピノキオ保育園　藤が丘園 青葉区藤が丘2-4-8　飯田ビル1F 有限会社　マザースペース 平成23年10月28日 平成24年4月10日 平成24年4月10日

454 青葉 認可外保育所
アートフォーラムあざみ野　子どもの部
屋　保育室

青葉区あざみ野南1-17-3　アートフォーラムあざみ野
公益財団法人　横浜市男女共同参画推進協会　男
女共同参画センター横浜北

平成17年10月29日 平成24年10月15日 平成24年10月15日 令和2年8月1日 証明書取消 令和2年度より対象外施設と整理

455 青葉 認可外保育所 一時預かりのおへや　ここ・はっぴぃ 青葉区新石川2-14-2　サバスタマプラーザ102 特定非営利活動法人　ピッピ・親子サポートネット 平成24年4月2日 平成25年1月25日 平成25年1月25日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

456 青葉 認可外保育所
ハレルヤ　インターナショナルクリスチャ
ンスクール　プレスクール

青葉区すすき野2-6-16 みどり野キリスト教会 平成13年4月1日 平成25年4月30日 平成25年4月30日 平成30年3月31日 廃止

457 青葉 認可外保育所 リバブルキッズルーム 青葉区美しが丘2-15-8　東急美しが丘二丁目ビル３階 東急リバブル株式会社 平成25年9月22日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

458 青葉 認可外保育所 NPO チームしらはた　あざみ野 青葉区あざみ野1-10-2　グリーンヒルあざみ野BO5 特定非営利活動法人　NPOチーム白幡 平成25年10月1日 平成24年10月15日 平成24年10月15日 平成30年5月1日 廃止
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459 青葉 認可外保育所 キッズナーサリー　あざみ野園 青葉区あざみ野2-30　あざみ野三規庭２Ｆ 株式会社　KNホールディングス 平成26年9月16日 平成27年12月3日 平成27年12月3日

460 青葉 認可外保育所 tiny Happy Garden International School 青葉区桜台10-3 個人 平成26年7月14日 平成29年1月16日 平成29年1月16日 積算対象外期間：令和1年7月5日～令和2年3月31日

461 青葉 認可外保育所 にじのことり 青葉区藤が丘2-37-3　メゾン藤が丘106 個人 平成27年10月13日 平成30年3月1日 平成30年3月1日

462 青葉 認可外保育所 パレット一時預かり保育室なないろ 青葉区榎が丘14-3　サンクレスト青葉台103
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ　パ
レット

平成28年10月1日 平成30年3月1日 平成30年3月1日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

463 青葉 認可外保育所
キンダーキッズインターナショナルス
クール　たまプラーザ校

青葉区美しが丘2-14-4　ＫＭビル3Ｆ 株式会社キンダーキッズインターナショナル 平成29年4月3日 平成30年3月1日 平成30年3月1日

464 青葉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
キッズアプローチ　あざみ野(企業主導
型保育事業)

青葉区あざみ野南2-1-21　ベオラプレイス1C 株式会社　キッズアプローチ 平成30年11月1日 平成30年12月27日 平成30年11月1日

465 青葉 認可外保育所
さくらインターナショナルスクール　横浜
青葉校

青葉区市ヶ尾町1052-2　オークハーモニー市ヶ尾２階 株式会社　関西国際学園 平成31年2月4日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

466 青葉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
CHILD-CARE青葉台(企業主導型保育
事業)

青葉区青葉台1-13-13 株式会社　グラント 平成31年3月18日 令和2年4月1日 平成31年3月18日

467 青葉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ネスナーサリースクール横浜たまプラー
ザ(企業主導型保育事業)

青葉区美しが丘2-20-6　フォーレスト1F ネスグローバル株式会社 平成31年3月25日 令和2年4月1日 平成31年3月25日

468 青葉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
木下の保育園　市が尾(企業主導型保
育事業)

青葉区市ケ尾町1063-1　エクセル市ケ尾2F 株式会社　木下の保育 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

469 青葉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
学校法人柿の実学園　とちの実保育園
(企業主導型保育事業)

青葉区千草台34-20 学校法人　柿の実学園 平成31年3月27日 令和2年4月1日 平成31年3月27日

470 青葉 認可外保育所
Daimaru Matsuzakaya Kids Duo
International 青葉台

青葉区榎が丘4-11 JFRこどもみらい株式会社 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

471 青葉 認可外保育所 CoCoKids International Academy 青葉区美しが丘2-21-1　第2キングビル103 Ｋ２Ｐ合同会社 平成31年4月8日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

472 青葉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園藤が丘(企業主導型保
育事業)

青葉区もえぎ野6-2　NKSビル1F アンダンテ株式会社 平成31年3月29日 令和2年4月1日 平成31年3月29日

473 青葉 認可外保育所 青葉シュタイナーこどもの家 青葉区新石川2-31-21-5 一般社団法人　青葉シュタイナーこどもの家 平成11年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年8月1日 証明書取消

474 青葉 横浜保育室 たまプラーザﾍﾞﾋﾞｰﾘｰ乳幼児室 青葉区新石川２－５－１０岩崎ビル NPO法人たまプラーザベビーリー乳幼児室 昭和54年8月20日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成31年3月31日 小規模移行

475 青葉 横浜保育室 市ヶ尾保育園 青葉区市ヶ尾町５１８－１東急ﾄﾞｴﾙｱﾙｽ市ヶ尾南２０１・２０２ NPO法人市ヶ尾保育園 昭和59年12月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 令和2年3月31日 認可移行

476 青葉 横浜保育室 たまプラーザベビールーム 青葉区新石川3-2-5FUJIKYU８　1～３Ｆ ㈲たまプラーザベビールーム 平成4年12月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 令和2年3月31日 認可移行

477 青葉 横浜保育室 あざみ野ベビールーム 青葉区あざみ野１－７－１ゴールドワンあざみ野２Ｆ ㈲あざみ野ベビールーム 平成5年4月1日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日

478 青葉 横浜保育室 あざみ野コロナ保育園 青葉区新石川２－１５－１　第２グリーンシティビル２０２ 青葉㈲ 平成7年8月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成23年7月31日 廃止

479 青葉 横浜保育室
ベネッセ チャイルドケアセンター東急青
葉台

青葉区青葉台２－２－２２　ｴｸｾﾚﾝﾄ青葉台２階 ㈱ベネッセスタイルケア 平成8年11月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 平成27年9月30日 認可移行

480 青葉 横浜保育室 アスクあざみ野保育室 青葉区美しが丘５－３１－６ ㈱日本保育サービス 平成8年11月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成27年3月31日 認可移行

481 青葉 横浜保育室 美しが丘ベビーリー保育室 青葉区美しが丘１－６－５コメールビル２Ｆ 個人 平成12年8月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日

482 青葉 横浜保育室 保育所まあむ　あざみ野園 青葉区新石川1-26-1　ｸﾞﾗｼｭｰｽﾞあざみ野1F ㈱WITH 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成30年3月31日 小規模移行

483 青葉 横浜保育室 たまプラーザひよこ保育園 青葉区新石川４－２４－１８ 個人 昭和58年4月1日 明治33年1月0日 平成15年3月31日 認可移行 都筑ひよこ保育園

484 青葉 横浜保育室 みどり乳児園 青葉区青葉台１－２９－１５ NPO法人みどり乳児園 昭和55年3月9日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成16年3月31日 認可移行

485 青葉 横浜保育室 藤が丘保育園 青葉区藤が丘１－１６－７ ㈲エヌ・ケイ・アイ 昭和62年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成22年3月31日 廃止

486 青葉 横浜保育室 あおばチャイルド青葉台 青葉区つつじが丘２３－１４ ㈲あおばチャイルド青葉台園 平成10年3月2日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成18年9月30日 廃止

487 青葉 横浜保育室 エンゼルベア・ナーサリーあざみ野 青葉区新石川１－１３－１ ㈲エンゼルベア・コーポレーション 平成12年2月1日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成18年3月31日 認可移行 エンゼルベアあざみ野保育園

488 青葉 横浜保育室 保育室うらら園 青葉区桜台２７－９ ㈲東洋舘 平成12年6月30日 - 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成16年12月31日 廃止

489 青葉 横浜保育室 ぽれぽれ保育園藤が丘 青葉区藤が丘１-28-4 ㈱ポーレ 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成24年4月1日 認可移行

490 都筑 横浜保育室 きぶんてん館ゆめ園 都筑区仲町台１－１５－１５　　２階 ㈲ドゥーラ 平成5年4月18日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成29年3月31日 認可移行

491 都筑 横浜保育室 第１シープ保育所 都筑区仲町台１－１４－２４ NPO法人横浜草の実会 平成8年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 令和2年3月31日 認可移行

492 都筑 横浜保育室 ベビーステーション中川 都筑区中川1-20-18　２階 ㈲ベビーステーション 平成8年6月1日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

493 都筑 横浜保育室 あおばチャイルドセンター南園 都筑区茅ヶ崎中央8-36松本ビルＡ館１Ｆ ㈲あおばチャイルドセンター南園 平成8年12月14日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

494 都筑 横浜保育室 仲町台もみのき保育室 都筑区仲町台1-33-19ﾋﾟｱｯﾂｧ仲町台ﾉﾊﾞ１階 ㈲蘭春 平成9年5月12日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 令和3年3月31日 小規模移行

495 都筑 横浜保育室 エンジェルプラネット　仲町台 都筑区仲町台1-22-18-201 ㈲メロディ 平成9年8月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成30年3月31日 認可移行 （旧：ベビーホーム メロディ仲町台園）

496 都筑 横浜保育室 池辺白ゆり保育室 都筑区池辺町２３５５ ㈲ワイズオウル 平成9年10月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 平成31年3月31日 認可移行

497 都筑 横浜保育室 ピッコリーノ保育園 都筑区中川中央１－２１－１　ﾊﾟﾙｺﾌﾟﾚﾁｵｰｿﾞ２Ｆ ㈱ピエロタ 平成10年4月1日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

498 都筑 横浜保育室 あひる保育園エンジェルプラネットBaby 都筑区中川１－１０－１５ ㈱チャイルドランド 平成10年7月1日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

499 都筑 横浜保育室 エンジェルプラネットトドラー中川園 都筑区中川１－５－１９－２０１ ㈲メロディ 平成10年7月1日 平成17年4月1日 平成11年4月1日 平成11年4月1日 令和3年3月31日 廃止 （旧：ベビーホームメロディ　中川園）

500 都筑 横浜保育室 アリス保育園 都筑区大丸3-25ホワイトパレス1F ㈱アリスナーサリー 平成11年5月21日 平成17年4月1日 平成13年4月1日 平成13年4月1日 令和4年3月31日 認可移行

501 都筑 横浜保育室 キッズフォレ都筑 都筑区中川中央１－２１－７ ㈱キッズフォレ 平成14年1月20日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 令和4年3月31日 認可移行

502 都筑 横浜保育室 めーぷる保育園 都筑区中川中央１－３９－１１　２階 NPO法人めーぷるここ 平成14年6月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 令和2年3月31日 認可移行

503 都筑 横浜保育室 ベビーホームアンダンテ 都筑区中川中央１－３４－９ ㈲アンダンテ 平成9年9月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成17年9月30日 廃止

504 都筑 横浜保育室 マミーベアーズ 都筑区茅ヶ崎中央３０－１７ﾌﾛｰﾘｯｼｭKSﾋﾞﾙ205 ㈱ウォーブンハーツ 平成9年12月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成20年3月31日 廃止

505 都筑 横浜保育室 ポピンズナーサリー横浜 都筑区茅ヶ崎中央２６－１ｴｸﾚｰﾙ横浜２Ｆ ㈱ポピンズコーポレーション 平成10年4月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成20年3月31日 廃止

506 都筑 横浜保育室 さわやか保育園・センター南 都筑区茅ヶ崎中央7-20　クリアドール1F 東京リビングサービス㈱ 平成13年3月19日 平成17年4月1日 平成14年4月1日 平成14年4月1日 平成21年3月31日 廃止

507 都筑 横浜保育室 キッズフォレアカデミー 都筑区中川中央1-19-19 ㈱キッズフォレアカデミー 平成22年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

508 都筑 横浜保育室 もあな保育園 都筑区中川中央1-38-10 NPOもあなキッズ自然楽校 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日

509 都筑 横浜保育室 エクレスすみれ保育室 都筑区茅ヶ崎中央45-1 （学）岩谷学園 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成28年3月31日 認可移行
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510 都筑 横浜保育室 マミーナ仲町台 都筑区仲町台１丁目２－２６ 平成17年4月1日 平成16年4月1日 平成16年4月1日 平成17年4月30日 廃止

511 都筑 認可外保育所 第2シープ保育所 都筑区仲町台1-18-7 特定非営利活動法人　横浜草の実会 平成9年4月1日 平成22年6月16日 平成22年6月16日 令和2年3月31日 廃止

512 都筑 認可外保育所 ピッコリーノ学園 都筑区北山田1-15-1 有限会社　ピーターパン 平成13年4月1日 平成17年5月2日 平成17年5月2日

513 都筑 認可外保育所 モンテッソーリ　すみれが丘子供の家 都筑区すみれが丘42-10 個人 平成5年4月1日 平成23年3月28日 平成23年3月28日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

514 都筑 認可外保育所 見花山こどもの家 都筑区見花山8-6 個人 昭和59年11月1日 平成23年3月28日 平成23年3月28日 平成31年3月31日 廃止

515 都筑 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　鴨
居保育室

都筑区池辺町4571-1　パストラル201 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成12年7月10日 平成20年6月27日 平成20年6月27日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

516 都筑 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　北
山田保育室

都筑区北山田1-12-19 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成11年8月20日 平成20年6月27日 平成20年6月27日 令和1年5月1日 廃止

517 都筑 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　都
筑保育室

都筑区茅ケ崎南4-1-19 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成7年6月19日 平成20年6月27日 平成20年6月27日 令和1年5月1日 廃止

518 都筑 認可外保育所 プライベートルームエクレスフィア 都筑区仲町台1-34-14 学校法人　岩谷学園 平成17年7月11日 平成21年6月12日 平成21年6月12日 令和2年3月31日 廃止

519 都筑 認可外保育所
横浜バディスポーツ幼児園　センター南
校

都筑区荏田東4-9-8 株式会社　バディエデュケーション 平成12年9月1日 平成23年3月28日 平成23年3月28日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和2年9月6日

520 都筑 認可外保育所 ＴＷＩＮＫＬＥ・ＫＩＤＳ 都筑区中川1-16-14　ハーモニーヒルズ2F-B 株式会社　グローバルドリーム 平成16年9月1日 平成20年6月27日 平成20年6月27日

521 都筑 認可外保育所 あっとほーむ 都筑区牛久保西3-2-7 特定非営利活動法人　あっとほーむ 平成10年10月1日 平成23年3月28日 平成23年3月28日

522 都筑 認可外保育所 つづき病院保育室 都筑区川和町2493-11 医療法人社団若葉会　つづき病院 昭和60年11月15日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

523 都筑 認可外保育所 社会福祉法人怡土福祉会　託児所 都筑区池辺町2188－2 社会福祉法人　怡土福祉会 平成18年12月21日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

524 都筑 認可外保育所 子育て子育ち支援センター　ぽっぽ 都筑区中川中央1-39-11　1F 特定非営利活動法人　のはらネットワーク 平成19年4月1日 平成22年6月16日 平成22年6月16日

525 都筑 認可外保育所 都筑ポピー保育園 都筑区佐江戸町305　ヴィラ・アンジュ207 合同会社　ポピーチャイルド 平成20年3月17日 平成24年1月6日 平成24年1月6日

526 都筑 認可外保育所 スマイルインターナショナルプリスクール 都筑区牛久保1-5-18 個人 平成17年4月1日 平成25年4月10日 平成25年4月10日 平成28年4月1日 廃止

527 都筑 認可外保育所 Sunny Hills International 都筑区大丸3-27-204 個人 平成29年5月8日 平成30年9月12日 平成30年9月12日 平成31年3月18日 廃止

528 都筑 認可外保育所
ラビキッズワールド　ノースポートモール
保育園

都筑区中川中央1-25-1　3F セイハネットワーク株式会社　福岡本部 平成19年5月1日 平成24年1月6日 平成24年1月6日 平成29年3月25日 廃止

529 都筑 認可外保育所 Universal Kids 都筑ふれあいの丘園舎 都筑区葛が谷10-16　吉野ビル2F 株式会社Active World 平成20年10月1日 平成23年3月28日 平成23年3月28日 令和2年6月30日 廃止

530 都筑 認可外保育所 エンジェルプラネット　Kids 都筑区中川中央1-29-24-2F エンジェルプラネット 平成21年4月1日 平成23年3月28日 平成23年3月28日 平成30年3月31日 廃止

531 都筑 認可外保育所 めーぷるキッズ 都筑区中川中央1-39-37-101 特定非営利活動法人　もあなキッズ自然楽校 平成22年4月20日 平成23年3月28日 平成23年3月28日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

532 都筑 認可外保育所 保育室　シティガーデン 都筑区茅ケ崎中央51-10　シティタワー2F 個人 平成21年12月1日 平成24年10月29日 平成24年10月29日 令和3年8月1日 証明書取消

533 都筑 認可外保育所 APどろんここぶた 都筑区池辺町4328　2F 特定非営利活動法人　コドモノトナリ 平成23年5月16日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 積算対象外機関：令和1年8月1日～令和2年3月31日

534 都筑 認可外保育所
English Express International School　セ
ンター北校

都筑区中川中央1-38-1　プレヤデス2000　2F 株式会社　イングリシュ・エクスプレス 平成14年12月25日 平成24年12月27日 平成24年12月27日

535 都筑 認可外保育所 キティインターナショナルスクール 都筑区茅ケ崎東3-17-40-101 株式会社　キティクラブ 平成24年4月1日 平成24年10月29日 平成24年10月29日

536 都筑 認可外保育所 フェアリーランド横浜仲町台 都筑区仲町台1-3-7　ヤマヒョウＢ館１階 株式会社　フェアリーランド 平成25年2月1日 平成25年3月28日 平成25年3月28日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

537 都筑 認可外保育所 JOY&FUN チャイルドアカデミー 都筑区茅ケ崎東5-2-14 株式会社　ＪＯＹ＆ＦＵＮ 平成24年2月9日 平成24年1月6日 平成24年1月6日

538 都筑 認可外保育所
子育て子育ち支援センター　一時保育
さんぽ

都筑区荏田南5-8-13 特定非営利活動法人　のはらネットワーク 平成25年1月25日 平成25年3月28日 平成25年3月28日

539 都筑 認可外保育所 保育園ちびっこランドセンター北駅前園 都筑区中川中央1-8-3　プリムローズ２Ｆ 個人 平成25年4月15日 平成26年2月21日 平成26年2月21日 令和2年8月1日 証明書取消

540 都筑 認可外保育所
バイリンガル幼児園Kids Duo
International

都筑区茅ケ崎中央17-30 株式会社　やる気スイッチグループ 平成25年4月1日 平成26年2月21日 平成26年2月21日 旧施設名：キッズデュオインターナショナル

541 都筑 認可外保育所
学校法人三幸学園　キッズ大陸よこは
ま中川園

都筑区中川1-19-23 学校法人　三幸学園 平成25年7月1日 平成26年3月31日 平成26年3月31日

542 都筑 認可外保育所 キッズルームむくむく 都筑区茅ケ崎中央6-19　おとめクリニック　4F 医療法人緑椿会　おとめクリニック 平成25年9月9日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

543 都筑 認可外保育所 スマイルキッズセンター北園 都筑区中川中央1-1-5　Yotsubako　4F イノセンス株式会社 平成23年12月1日 平成25年3月22日 平成25年3月22日 旧：KidsセンターPicoa　センター北

544 都筑 認可外保育所 Universal Kids 仲町台 都筑区仲町台1-24-22 株式会社　フォーハンズ 平成26年10月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日

545 都筑 認可外保育所 ソライロキッズ園 都筑区荏田東町4279-3 個人 平成27年5月1日 平成30年1月18日 平成30年1月18日

546 都筑 認可外保育所 Ｇ－ｋｉｄｚアフタースクール 都筑区茅ケ崎中央47-7　センターステージビル2階 株式会社　GODAIスポーツエンターテイメント 平成27年4月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 積算対象外期間：令和1年7月5日～令和2年3月31日

547 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
横浜センター北保育園(企業主導型保育
事業)

都筑区中川中央1-38-22　アルファビル2B 笑株式会社 平成29年7月1日 平成30年9月12日 平成29年7月1日

548 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
フェアリーランド横浜センター北(企業主
導型保育事業)

都筑区中川中央1-29-24　アビテノール3F 株式会社　ワーク・イノベーション 平成29年9月1日 平成29年11月9日 平成29年9月1日

549 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
＆KIDS つなぐほいくえん(企業主導型保
育事業)

都筑区茅ケ崎中央39-3　グランシェル2F インフィニック株式会社 平成29年11月1日 平成30年2月21日 平成29年11月1日

550 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ばでぃぴっころ保育園　東山田(企業主
導型保育事業)

都筑区東山田2-19-7 株式会社　バディエデュケーション 平成29年12月1日 令和1年8月1日 平成29年12月1日

551 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
つづきポピー仲町台園(企業主導型保育
事業)

都筑区仲町台1-15-15磯部ビル2F 合同会社　ポピーチャイルド 平成30年2月1日 平成30年11月29日 平成30年2月1日

552 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
アロハちがさきひがし保育園(企業主導
型保育事業)

都筑区茅ケ崎東3-6-26 株式会社　ユーフォリアファミリー 平成30年8月1日 平成30年11月28日 平成30年8月1日

553 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　セ
ンター南ヤクルト保育ルーム(企業主導

都筑区茅ケ崎中央52-2　ライオンズマンション301 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成30年10月22日 平成31年2月18日 平成30年10月22日

554 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業） プリム保育園(企業主導型保育事業) 都筑区中川中央1-8-11　グランドールセンター北101号室 笑株式会社 平成31年2月28日 令和3年4月1日 平成31年2月28日

555 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業） ひまわり保育園(企業主導型保育事業) 都筑区勝田南1-1-40　プレンティーヒルズ102 株式会社メディカルサポート 平成31年3月25日 令和2年4月1日 平成31年3月25日

556 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
都市型保育園ポポラー横浜センター南
園(企業主導型保育事業)

都筑区茅ケ崎中央7-10　アートヒルズセンター南１階 株式会社タスク・フォース 平成31年3月30日 令和2年4月1日 平成31年3月30日

557 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
学校法人田園学園　ほっと保育園(企業
主導型保育事業)

都筑区荏田南2-7-6　サウス・テラ・タウンA-101 学校法人　田園学園 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

558 都筑 認可外保育所 ＫＩＤＳＦＯＲＥ　ＡＣＡＤＥＭＹ 都筑区中川中央1-21-7 株式会社キッズフォレアカデミー 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年3月31日 廃止

559 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
保育所ちびっこランド　都筑ふれあいの
丘園(企業主導型保育事業)

都筑区大丸8-4　岩澤ビル３階 株式会社　トラストワン 令和1年7月23日 令和3年4月1日 令和1年7月23日

560 都筑 認可外保育所（企業主導型保育事業）
フェアリーランド横浜センター南（企業主
導型保育事業）

都筑区茅ケ崎中央17-22　プルミエールセンター南１階 株式会社　エムアイシー 令和3年3月1日 令和3年3月1日
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561 戸塚 横浜保育室 ひまわり保育園 戸塚区原宿３－６０－２　国立横浜病院内 (任)ひまわり会 昭和45年8月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成16年11月30日 認可移行 おおぞらひまわり保育園

562 戸塚 横浜保育室 戸塚芙蓉保育所 戸塚区戸塚町４４０４ 個人 昭和47年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成18年3月31日 廃止

563 戸塚 横浜保育室 うみのくに保育園とつか 戸塚区川上町464-15　翠峯壱番館 （株）空のはね 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

564 戸塚 横浜保育室 みどり共同保育所 戸塚区小雀町７８９－１ NPO法人みどり会 昭和41年9月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成23年8月31日 廃止

565 戸塚 横浜保育室 あけぼの保育園 戸塚区下倉田町1720 パインヴィレッジ（有） 昭和50年8月1日 平成17年4月1日 平成9年10月1日 平成9年10月1日 平成30年3月31日 認可移行

566 戸塚 横浜保育室 メモリー保育室 戸塚区舞岡町3561-1 特定非営利活動法人メモリーの会 昭和59年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成28年3月31日 認可移行

567 戸塚 横浜保育室 東戸塚わんぱく園 戸塚区前田町503-2　コウエイビル （株）こどもの森 平成6年4月6日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 令和2年3月31日 認可移行

568 戸塚 横浜保育室 東戸塚赤ちゃん保育園 戸塚区品濃町538-7　オセアン第２ビル 個人 平成11年2月27日 平成17年4月1日 平成12年4月1日 平成12年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

569 戸塚 横浜保育室 シェ・ママン保育室 戸塚区品濃町548-12　東戸塚ＮＳビル２ （有）松岡 平成14年4月1日 平成17年4月1日 平成15年4月1日 平成15年4月1日 平成30年3月31日 小規模移行

570 戸塚 横浜保育室 しんざわあゆみ保育室 戸塚区戸塚町3680-2　ライオンズマンション戸塚第６ （学）柏栄学園 平成15年4月1日 平成17年4月1日 平成15年12月1日 平成15年12月1日

571 戸塚 横浜保育室 こっこるTOTSUKA 戸塚区矢部町26　エムアイマンション 幼児活動研究会（株） 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日 平成28年3月31日 認可移行

572 戸塚 認可外保育所 踊場駅前はまっこ保育園 戸塚区矢部町2062
特定非営利活動法人
子育て支援はまっこ

平成11年10月4日 平成18年6月6日 平成18年6月6日 平成29年3月31日 廃止

573 戸塚 認可外保育所 幼児教室すぎのこ会 戸塚区俣野町1403　ドリームハイツ第3集会所 幼児教室　すぎのこ会 昭和50年4月1日 平成19年3月20日 平成19年3月20日 平成27年2月9日 証明書取消 廃止

574 戸塚 認可外保育所 聖ローザナーサリー ローズ
戸塚区品濃町535-2ニューシティー東戸塚　タワーズシティー１ｓｔ３
０３・３０５

個人 平成19年4月1日 平成21年9月14日 平成21年9月14日 平成31年3月31日 廃止

575 戸塚 認可外保育所 保育所ほいっく戸塚西口園 戸塚区戸塚町141-1　2階 個人 平成21年6月25日 平成22年6月18日 平成22年6月18日 旧：ちびっこランド戸塚西口園

576 戸塚 認可外保育所 横浜医療センターさくらんぼ保育園 戸塚区原宿3-60-2
独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

平成17年1月24日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

577 戸塚 認可外保育所 日立グループ託児施設　ゲン木くらぶ 戸塚区吉田町292 日立製作所労働組合　ソフト支部 平成15年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

578 戸塚 認可外保育所
医療法人　積愛会　横浜舞岡病院院内
保育施設　まいキッズ

戸塚区舞岡町3482 医療法人積愛会 昭和41年7月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日 令和3年8月1日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

579 戸塚 認可外保育所 すみれ保育室 戸塚区吉田町579-1
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立
第２病院

平成27年7月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

580 戸塚 認可外保育所
介護老人保健施設　ハートケア横浜小
雀　託児室

戸塚区小雀町2248-1 医療法人社団協友会 平成21年9月4日 令和1年8月22日 令和1年8月22日

581 戸塚 認可外保育所 つばめのこ保育園　東戸塚保育ルーム 戸塚区名瀬町780-13 湘南ヤクルト販売株式会社 平成6年4月1日 平成26年7月9日 平成26年7月9日

582 戸塚 認可外保育所 キッズスクール新戸塚 戸塚区川上町804-10 医療法人社団明芳会　新戸塚病院 平成30年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

583 戸塚 認可外保育所 戸塚共立第１病院　ひまわり保育室 戸塚区戸塚町3970-5
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立
第１病院

平成9年8月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

584 戸塚 認可外保育所 東戸塚記念病院　すくすく保育室 戸塚区品濃町548-12　東戸塚ＮＳビル2-201号室 医療法人財団明理会　東戸塚記念病院 平成17年9月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年8月1日 証明書取消

585 戸塚 認可外保育所 聖ローザナーサリーマーガレット 戸塚区品濃町543-4　アール＆アールビルⅡ2-B 個人 平成23年11月15日 平成24年3月30日 平成24年3月30日 令和1年8月1日 廃止

586 戸塚 認可外保育所
医療生協かながわ　事業所内保育室
ぴーす

戸塚区汲沢町1005-1 医療生協かながわ生活協同組合 平成24年9月6日 令和1年7月1日 平成24年9月6日

587 戸塚 認可外保育所
医療法人社団健齢会　ふれあい東戸塚
ホスピタル保育園

戸塚区上品濃16－8 医療法人社団健齢会 平成6年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日 平成31年3月31日 廃止

588 戸塚 認可外保育所 コアの木保育園 戸塚区矢部町74　グランデール戸塚2-A 特定非営利活動法人　ミリミリケイキ 平成25年10月21日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 旧施設名：聖ローザナーサリーリリー

589 戸塚 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ブリヂストン横浜保育園　とことこ保育園
(企業主導型保育事業)

戸塚区矢部町425-1 株式会社ブリヂストン 平成27年7月1日 令和1年7月1日 平成28年4月1日

590 戸塚 認可外保育所 聖ローザナーサリーカトレア 神奈川県戸塚区品濃町544-12 長井　快舟 平成27年9月1日 平成28年2月10日 平成28年2月10日 平成29年5月23日 休止

591 戸塚 認可外保育所 つばめのこ保育園　戸塚保育ルーム 戸塚区戸塚町3935　桜ハウス201 湘南ヤクルト販売株式会社 平成28年1月6日 平成28年12月9日 平成28年12月9日

592 戸塚 認可外保育所
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

戸塚区矢部町270-5 福祉クラブ生協 平成26年11月16日 平成28年12月9日 平成28年12月9日 令和3年8月1日 証明書取消

593 戸塚 認可外保育所（企業主導型保育事業） ソフィア保育園(企業主導型保育事業) 戸塚区東俣野町911 医療法人社団　ピーエムエー 平成29年10月1日 平成30年1月18日 平成29年10月1日

594 戸塚 認可外保育所 神奈川インターナショナルスクール 戸塚区戸塚町3940　2F 有限会社　率秀舎 平成24年3月19日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

595 戸塚 認可外保育所（企業主導型保育事業）
戸塚おもいやり保育園(企業主導型保育
事業)

戸塚区戸塚町116　まことビル2階 湘南おもいやり株式会社 平成31年4月1日 令和2年4月1日 平成31年4月1日

596 戸塚 認可外保育所 ふれあい東戸塚保育園 戸塚区上品濃16－15 株式会社FMC 平成31年3月18日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

597 戸塚 認可外保育所（企業主導型保育事業）
にっしょうひがしとつか保育園(企業主導
型保育事業)

戸塚区川上町84-1 株式会社　日勝 平成31年4月10日 令和2年4月1日 平成31年4月10日

598 戸塚 認可外保育所 ICEモンテッソーリこどものいえ東戸塚 戸塚区川上町90-6　東戸塚ウエストビル8F 株式会社　エー・アンド・アイ 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年8月1日 証明書取消

599 戸塚 認可外保育所
バディスポーツ幼児園・Jリーグ横浜FC
校

戸塚区品濃町1527　横浜FC東戸塚フットボールパーク・クラブハウ
ス内

株式会社　バディエデュケーション 令和1年8月8日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

600 戸塚 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園戸塚(企業主導型保育
事業)

戸塚区吉田町631-１　元町清水ビル1階 アンダンテ株式会社 令和3年2月15日 令和3年2月15日

601 戸塚 認可外保育所（企業主導型保育事業）
びすけっと東戸塚(企業主導型保育事
業)

戸塚区前田町503-2　2F 株式会社　ソーシエ 令和3年3月31日 令和3年3月31日

602 栄 横浜保育室 くでんあすなろ保育園 栄区公田町１４６７ 個人 昭和43年3月31日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 令和2年3月31日 廃止

603 栄 横浜保育室 つくし共同保育所 栄区公田町６２７－５ (任)つくしの会 昭和43年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

604 栄 横浜保育室 すずかけ保育室 栄区本郷台2-6-17　MTビル2F （学）三橋学園 平成14年4月1日 平成17年4月1日 平成14年3月15日 平成14年3月15日 平成29年3月31日 認可移行

605 栄 横浜保育室 ふぁみりーさぽーと のあ 栄区野七里1-37-10 NPO法人ふぁみりーさぽーと　のあ 平成14年4月1日 平成17年4月1日 平成22年4月1日 平成22年4月1日 平成27年3月31日 認可移行

606 栄 横浜保育室 ひよこ保育園 栄区小菅ヶ谷３－５０－８ 任意団体（ひよこの会） 昭和57年4月1日 明治33年1月0日 平成13年12月31日 認可移行 エミールの森ひよこ保育園

607 栄 認可外保育所
神奈川中央ヤクルト販売株式会社　鍛
冶ヶ谷センター保育室

栄区元大橋1-48-14 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 平成5年8月 令和1年8月1日 令和1年8月1日

608 栄 認可外保育所 ＯＹＡＫＯ　ＣＬＵＢ　チューリップ保育室 栄区公田町497-7　こみね第一ビル１階 社会福祉法人　地域サポート虹 平成12年4月1日 平成17年6月9日 平成17年6月9日

609 栄 認可外保育所
国家公務員共済組合連合会　横浜栄共
済病院

栄区桂町132 国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院 昭和41年11月10日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

610 栄 認可外保育所 読売センター大船北部 栄区笠間1-6-18 株式会社　ユース 平成16年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

611 栄 認可外保育所 ＳＥＩ横浜キッズ 栄区金井町20 住友電気工業株式会社 平成20年3月24日 令和1年7月1日 令和1年7月1日
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612 栄 認可外保育所
栄子育て支援ワーカーズコレクティブ
「スキップ」

栄区中野町15-1 福祉クラブ生活協同組合 平成25年9月29日 平成27年12月3日 平成27年12月3日

613 栄 認可外保育所（企業主導型保育事業）
新大船幼稚園　ナーサリールームＣｉａｏ
(企業主導型保育事業)

栄区小菅ヶ谷3-45-37 学校法人みのる学園 平成30年4月1日 平成30年7月5日 平成30年4月1日

614 栄 認可外保育所（企業主導型保育事業） 本郷台わかば保育園 栄区本郷台2-6-17　第2MTビル2階 一般社団法人Ｈ＆Ｐ 平成30年8月1日 平成31年3月5日 平成30年8月1日 平成31年3月31日 廃止

615 泉 横浜保育室 鳩の森愛の詩保育園 泉区弥生台1-8 （福）はとの会 昭和60年3月1日 明治33年1月0日 平成11年7月31日 認可移行

616 泉 横浜保育室 苗場保育園 泉区和泉町４８３－１ (任)苗場の会 平成2年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成17年3月31日 認可移行

617 泉 横浜保育室 ＹＭＣＡチャイルドケアセンターアルク 泉区領家２－１１－１ （財）横浜ｷﾘｽﾄ教青年会 平成3年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日 平成16年3月31日 認可移行 ＹＭＣＡ山手台保育園アルク

618 泉 横浜保育室 そうてつ保育園GENKIDS緑園都市 泉区緑園２－１－３プラードビル２階 相鉄アメニティライフ㈱ 平成13年4月1日 平成17年4月1日 平成13年4月1日 平成13年4月1日 平成16年10月31日 認可移行

619 泉 横浜保育室 中田駅前はまっこ保育園 泉区中田南３－２－２１ NPO法人子育て支援はまっこ 平成14年10月22日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成28年3月31日 小規模移行

620 泉 横浜保育室 泉の郷保育園 泉区和泉町3856-1 （社福） 誠幸会 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成28年1月31日 認可移行

621 泉 認可外保育所 保育所わらべ 泉区上飯田町4552-10 個人 平成8年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日

622 泉 認可外保育所 愛託児所 泉区和泉町7413-7 株式会社ユウケイ 平成19年9月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日 令和2年3月31日 廃止

623 泉 認可外保育所 はなみずき保育園 泉区西が岡3-10-1 社会福祉法人　親善福祉会　国際親善総合病院 平成20年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

624 泉 認可外保育所 つばめのこ保育園　阿久和保育ルーム 泉区和泉町7820-1 湘南ヤクルト販売株式会社 平成13年10月1日 平成23年1月6日 平成23年1月6日 旧：湘南ヤクルト販売（株）阿久和保育ルーム

625 泉 認可外保育所 パンジー保育園 泉区和泉中央北1-40-40
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム
戸塚共立リハビリテーション病院

平成15年8月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

626 泉 認可外保育所
医療法人　敬生会　介護老人保健施設
やよい台仁

泉区弥生台55-55 医療法人　敬生会 平成13年4月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

627 泉 認可外保育所 鳩の森愛の詩　ともとものおうち 泉区和泉町6214-1　相鉄ライフいずみ野　2階 社会福祉法人　はとの会 平成28年9月1日 令和1年8月1日 令和1年8月1日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

628 泉 認可外保育所 認可外保育室ひまわり 泉区中田南1-19-13　ビューバレー踊場206 株式会社　HIMAWARI 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日

629 泉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
泉の郷保育園　かみいいだ(企業主導型
保育事業)

泉区上飯田町2079-1 社会福祉法人　誠幸会 令和2年4月1日 令和3年4月1日 令和2年4月1日

630 泉 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ぴーまん保育園いずみ中央(企業主導
型保育事業)

泉区和泉中央南5-3-29　1階 アンダンテ株式会社 令和3年2月15日 令和3年2月15日

631 瀬谷 横浜保育室 ＮＰＯ法人ちびっこハウス 瀬谷区三ツ境２４－８ NPO法人ちびっこハウス 平成3年4月1日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

632 瀬谷 横浜保育室 横浜保育室ほうゆう 瀬谷区阿久和東３－４５－２ (医）鵬友会 平成6年4月1日 平成23年9月1日 平成23年9月1日 平成23年9月1日 平成27年3月31日 認可移行

633 瀬谷 横浜保育室
NPO法人全国子育て支援ネットワーク
協会つぼみ保育園

瀬谷区三ツ境８－１８　北井ビル２Ｆ NPO法人全国子育て支援ネットワーク協会 平成6年10月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成27年3月31日 廃止 （旧：アンデルセン）

634 瀬谷 横浜保育室 保育室「ネスト」 瀬谷区三ツ境５－５グレートヒル三ツ境 NPO法人さくらんぼ 平成9年6月2日 平成17年4月1日 平成9年7月1日 平成9年7月1日

635 瀬谷 横浜保育室 ネスト瀬谷 瀬谷区瀬谷４－５－３２ NPO法人さくらんぼ 平成10年4月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成30年3月31日 認可移行

636 瀬谷 横浜保育室 ゆたか保育園 瀬谷区瀬谷１－１－３ 個人 平成10年4月1日 平成17年4月1日 平成10年4月1日 平成10年4月1日 平成20年3月31日 認可移行

637 瀬谷 横浜保育室 ネストぽぽ 瀬谷区瀬谷3-10-5 NPO法人さくらんぼ 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成23年4月1日 平成27年3月31日 小規模移行

638 瀬谷 横浜保育室 ネストうーたん 瀬谷区瀬谷3-9-20 NPO法人さくらんぼ 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成29年3月31日 小規模移行

639 瀬谷 認可外保育所
神奈川東部ヤクルト販売株式会社　細
谷戸保育ルーム

瀬谷区相沢6-38-1 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 平成5年3月8日 平成20年4月23日 平成20年4月23日 平成28年3月31日 廃止

640 瀬谷 認可外保育所 横浜相原病院 こぐま保育室 瀬谷区阿久和南2-3-9-406 医療法人社団哺育会　横浜相原病院 平成5年7月1日 令和1年7月1日 令和1年7月1日

641 瀬谷 認可外保育所
医療法人社団美里会　瀬谷ふたつ橋た
からもの保育室

瀬谷区瀬谷1-23-8 医療法人社団美里会　瀬谷ふたつ橋病院 昭和55年7月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日

642 瀬谷 認可外保育所 保育ルーム「ばおばぶ」 瀬谷区三ツ境5-5　グレートヒル三ツ境 特定非営利活動法人　さくらんぼ 平成21年6月1日 平成24年3月30日 平成24年3月30日 積算対象外期間：令和2年8月1日～令和3年3月31日

643 瀬谷 認可外保育所 保育所　フルまる～む 瀬谷区瀬谷1-13-9 株式会社　富士住建 平成23年4月1日 平成30年9月12日 平成30年9月12日

644 瀬谷 認可外保育所 つばめのこ保育園　瀬谷保育ルーム 瀬谷区南台2-8-9　コンフォートビルⅢ202 湘南ヤクルト販売株式会社 平成27年6月8日 平成27年11月10日 平成27年11月10日 旧：湘南ヤクルト販売株式会社瀬谷保育ルーム

645 瀬谷 認可外保育所（企業主導型保育事業）
ベストキッズ瀬谷保育園(企業主導型保
育事業)

瀬谷区瀬谷2-47-17　桜井貸店舗１F 株式会社　ベストライフジャパン 平成31年3月25日 令和3年4月1日 平成31年3月25日

646 瀬谷 認可外保育所 保育ルーム「くくる」 瀬谷区瀬谷3-9-20 特定非営利活動法人　さくらんぼ 平成31年4月1日 令和3年4月1日 令和3年4月1日
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