
令和2年度 第1回横浜市保育⼠就職⾯接会 出展事業者⼀覧

法⼈No. 法⼈⼜は個⼈事業者名 施設名 区 施設種別
1 社会福祉法⼈ 漆原清和会 旭ローズ保育園 旭区 ⼩規模保育Ａ

旭あじさい保育園（仮称） 旭区 認可保育所
2 社会福祉法⼈ ゆめ和 ゆめ和保育園 ⾦沢区 認可保育所

ゆめ和柳町保育園 ⾦沢区 認可保育所
3 株式会社ニチイ学館 横浜⽀店 ニチイキッズ美しが丘保育園 ⻘葉区 認可保育所

ニチイキッズ東⼾塚保育園 ⼾塚区 認可保育所
ニチイキッズ桜⽊町保育園 中区 ⼩規模保育
ニチイキッズさくら本郷台保育園 栄区  認可保育所

4 特定⾮営利活動法⼈ グランディール エンゼル保育園 神奈川区 認可保育所
5 株式会社 コミニティハウス ラフ・クルー星川保育園 保⼟ヶ⾕区 認可保育所

ラフ・クルー元町保育園 中区 認可保育所
6 学校法⼈ 森学園 いのやま幼稚園・保育園 栄区 認定こども園
7 社会福祉法⼈ 葵友会 オハナ鶴⾒保育園 鶴⾒区 認可保育所

オハナ新⽻保育園 港北区 認可保育所
8 ドットファム株式会社 ⼩規模保育事業MIRAio新横浜園 港北区 ⼩規模保育A
9 特定⾮営利活動法⼈ 森のエルマー保育園 森のエルマー保育園 港北区 認可保育所
10 社会福祉法⼈ 久遠園 第⼆福澤保育センター 港北区 認可保育所
11 社会福祉法⼈ 神奈川県社会福祉事業団 みなみひの保育園 港南区 認可保育所

屛⾵ヶ浦保育園 磯⼦区 認可保育所
屏⾵ゆめの森保育園 磯⼦区 認可保育所

12 社会福祉法⼈ 聖徳会 聖徳保育園 神奈川区 認可保育所
⽩幡保育園 神奈川区 認可保育所
おおつな保育園 港北区 認可保育所
神ノ⽊保育園 神奈川区 認可保育所
⻄寺尾保育園 神奈川区 認可保育所

13 特定⾮営利活動法⼈ノエル 聖保育園 港北区 認可保育所
14 株式会社Ｂｅｒｒｙ みなみ台保育園 緑区 認可保育所

みなみ台保育園アネックス 緑区 認可保育所
みもざ保育園 緑区 認可保育所
もりの⾵保育園 緑区 認可保育所
もみの⽊保育園 緑区 認可保育所
ゆめの実保育園 緑区 認可保育所

15 都合により出展取りやめとなりました
16 社会福祉法⼈ ももの会 芙蓉保育園 ⼾塚区 認可保育所

もも保育園 泉区 認可保育所
南⼾塚保育園 ⼾塚区 認可保育所
⼾塚芙蓉保育所 ⼾塚区 認可保育所
丘の上保育園 ⼾塚区 認可保育所
東⼾塚⾚ちゃん保育園 ⼾塚区 認可保育所

17 都合により出展取りやめとなりました
18 学校法⼈ 原⽥学園 認可保育所 どうぞのひろば 緑区 認可保育所

シャルール保育園 緑区 認可保育所
⼩規模保育事業 ベビーぽけっと松⾵台 ⻘葉区 ⼩規模保育

19 社会福祉法⼈ あおぞら あおぞら保育園 神奈川区 認可保育所
あおぞら第２保育園 神奈川区 認可保育所
あおぞら菅⽥保育園 神奈川区 認可保育所

20 株式会社 TKC 楽遊館綱島園 港北区 ⼩規模保育A
楽学館⼤倉⼭園 港北区 認可保育所
楽学館あざみ野園 ⻘葉区 認可保育所

21 社会福祉法⼈ 星槎 ティンクル瀬⾕保育園 瀬⾕区 認可保育所
22 株式会社 ポピンズ ポピンズナースリースクール鶴⾒ 鶴⾒区 認可保育所

ポピンズナースリースクール鶴⾒⻄すみせいキッズ 鶴⾒区 その他
ポピンズナースリースクール綱島 港北区 認可保育所
ポピンズナースリースクールあざみ野  ⻘葉区 認可保育所
ポピンズナースリースクール⼩机 港北区 認可保育所
ポピンズナースリースクールセンター南 都筑区 認可保育所
ポピンズナースリースクール横浜⼗⽇市場 緑区 認可保育所
ポピンズナースリースクール⽚倉町（仮） 神奈川区 認可保育所
ポピンズナースリースクール⾺⾞道 中区 認可保育所

23 特定⾮営利活動法⼈びーのびーの ちいさなたね保育園 港北区 認可保育所
24 社会福祉法⼈ 美希福祉会 ⼩さな⾜あと保育園 南区 認可保育所
25 株式会社 クオリス クオリスキッズ上⼤岡駅前保育園 港南区 認可保育所

クオリスキッズ鴨居駅前保育園 都筑区 認可保育所
クオリスキッズ港南中央保育園 港南区 認可保育所
クオリスキッズ上⼤岡⻄保育園 港南区 ⼩規模保育A



法⼈No. 法⼈⼜は個⼈事業者名 施設名 区 施設種別
26 社会福祉法⼈ ⻑幼会 千丸台保育園 保⼟ヶ⾕区 認可保育所

横浜みなとみらい保育園 ⻄区 認可保育所
すくすく保育園 都筑区 認可保育所

27 社会福祉法⼈ 千⾥会 ピッコロ・グランデ新横浜 港北区 ⼩規模保育A
28 有限会社 KBC ⽣⻨ポケット保育園 鶴⾒区 認可保育所

鶴⾒ポケット保育園 鶴⾒区 認可保育所
市場ポケット保育園 鶴⾒区 認可保育所

29 都合により出展取りやめとなりました
30 社会福祉法⼈ 豊会 六ツ川みどり保育園 南区 認可保育所
31 都合により出展取りやめとなりました
32 社会福祉法⼈ いずみ苗場の会 苗場保育園 泉区 認可保育所

保野保育園 ⼾塚区 その他
緑園なえば保育園 泉区 認可保育所
いずみ苗場の会 えんがわ 泉区 ⼩規模保育A

33 有限会社 ドゥーラ なかまちっこ園 都筑区 認可保育所
なかまちっこじゃんぷ園 都筑区 認可保育所
なかまちっこゆめ園 都筑区 認可保育所

34 キッズラボ株式会社 キッズラボ横浜楠町園 ⻄区 事業所内保育
キッズラボ⽩楽園 神奈川区 認可保育所

35 株式会社 ⽊下の保育 ⽊下の保育園 綱島東 港北区 認可保育所
⽊下の保育園 江ヶ崎 鶴⾒区 認可保育所
⽊下の保育園 たまプラーザ ⻘葉区 認可保育所
⽊下の保育園 本牧 中区 認可保育所
⽊下の保育園 ⽇吉（仮称） 港北区 認可保育所

36 社会福祉法⼈ 相愛会 新桜ヶ丘保育園 保⼟ヶ⾕区 認可保育所
37 社会福祉法⼈ 鶴⾒乳幼児福祉センター 鶴⾒乳幼児福祉センター保育園 鶴⾒区 認可保育所

⼊船の森保育園 鶴⾒区 認可保育所
38 社会福祉法⼈ 春献美会 おおくらやま駅前のぞみ保育園 港北区 認可保育所
39 有限会社 グランメール こあらっこはうす「ル・ソレイユ」 鶴⾒区 認可保育所
40 社会福祉法⼈ 松緑会 松みどり保育所 ⼾塚区 認可保育所
41 社会福祉法⼈ ⽯狩友愛福祉会 杉⽥保育園 磯⼦区 認可保育所

清⽔ケ丘保育園 南区 認可保育所
42 社会福祉法⼈ 誠幸会 泉の郷保育園なかだ 泉区 認可保育所

泉の郷保育園いずみ 泉区 認可保育所
泉の郷保育園かみいいだ 泉区 事業所内保育

43 社会福祉法⼈ あひる会 港南あひる保育園 港南区 認可保育所
44 社会福祉法⼈ 三篠会 末吉いづみ保育園 鶴⾒区 認可保育所
45 株式会社 マミー・インターナショナル マミー保育園⼆俣川 旭区 ⼩規模保育
46 社会福祉法⼈ つくしんぼの会 つくしんぼ保育園 磯⼦区 認可保育所

港南つくしんぼ保育園 港南区 認可保育所
笹下南つくしんぼ保育園 港南区 認可保育所

47 株式会社 こどもの森 星川こども園 保⼟ヶ⾕区 認可保育所
東⼾塚こども園 ⼾塚区 認可保育所
ヴィラ東⼾塚こども園 ⼾塚区 その他
駒岡こども園 鶴⾒区 認可保育所
綱島こども園 港北区 認可保育所
⽇吉こども園 港北区 認可保育所
菊名こども園 港北区 認可保育所
中⼭こども園 緑区 認可保育所
⻑津⽥こども園 緑区 認可保育所
⻑津⽥保育の家 緑区 その他
⼗⽇市場こども園 緑区 認可保育所
⼗⽇市場南こども園 緑区 認可保育所
鴨居こども園 緑区 認可保育所
鴨居北こども園 都筑区 認可保育所
中川こども園 都筑区 認可保育所

48 株式会社プチ・ナーサリー プチ・ナーサリー弘明寺 南区 認可保育所
49 株式会社 空のはね うみのくに保育園とつか ⼾塚区 認可保育所

うみのくに保育園きくな 港北区 認可保育所
50 社会福祉法⼈ ⽑⾥⽥睦会 北寺尾むつみ保育園 鶴⾒区 認可保育所

北寺尾むつみ⼩規模保育施設 鶴⾒区 ⼩規模保育A
北寺尾第⼆むつみ保育園 鶴⾒区 認可保育所
北寺尾4丁⽬むつみ⼩規模保育施設 鶴⾒区 ⼩規模保育A


