
令和４年度 第1回横浜市保育⼠就職⾯接・相談会 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 NPO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
2 株式会社ダーウィンこどもアカデミー 蒔⽥ひまわり保育園 南区 認可保育所
3 ドットファム株式会社 ⼩規模保育事業MIRAio新横浜 港北区 ⼩規模保育A
4 特定⾮営利活動法⼈プラス保育園 希望が丘プラス保育園（令和5年4⽉開所） 旭区 認可保育所
5 ⼀般財団法⼈三和徳育会 アメリカ⼭徳育こども園 中区 認可保育所

徳育ナーサリー⼭下公園 中区 ⼩規模保育A
6 社会福祉法⼈ゆめ和 ゆめ和ほいくえん ⾦沢区 認可保育所
7 社会福祉法⼈みわの会 MIWAあかね台光の⼦保育園 ⻘葉区 認可保育所

8
特定⾮営利活動法⼈

ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会
ケンパ⾼⽥ 港北区 認可保育所

9 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

10 社会福祉法⼈⽔の会 北六浦いちい保育園 ⾦沢区 認可保育所
名瀬いちい保育園 ⼾塚区 認可保育所
上郷いちい保育園 栄区 認可保育所

11 株式会社港南台保育センター 港南台保育センタ― 港南区 認可保育所
12 社会福祉法⼈ももの会 芙蓉保育園 ⼾塚区 認可保育所

南⼾塚保育園 ⼾塚区 認可保育所
ののはな保育園 ⼾塚区 認可保育所
丘の上保育園 ⼾塚区 認可保育所
もも保育園 泉区 認可保育所

13 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
14 社会福祉法⼈豊会 六ッ川みどり保育園 南区 認可保育所
15 テノ、コーポレーション ほっぺるランド横浜岡野 ⻄区 認可保育所
16 株式会社スマイルクルー おひさますまいる保育園 緑区 認可保育所

すまいる保育園 緑区
にこにこすまいる園 緑区
すまいる⼗⽇市場保育園(令和５年４⽉開園) 緑区
すまいるおおふな保育園 栄区
すまいるセンターみなみ保育園 都筑区

17 社会福祉法⼈ささやま福祉会 笹⼭保育園 保⼟ケ⾕区 認可保育所
18 学校法⼈岩⾕学園 認定こども園エクレス 緑区 認定こども園

エクレスすみれ保育園 都筑区 認可保育所
認定こども園エクレス保育園 都筑区 認定こども園

19 社会福祉法⼈博愛福祉会 もみじ保育園 ⻘葉区 認可保育所
もみじ第⼆保育園 ⻘葉区 認可保育所
たまプラーザもみじ保育園 ⻘葉区 認可保育所
藤が丘もみじ保育センター ⻘葉区 認可保育所

20 社会福祉法⼈しらとり台保育園 しらとり台保育園 ⻘葉区 認可保育所
しらとり台保育園つつじが丘 ⻘葉区 認可保育所
しらとり台保育園さつきが丘 ⻘葉区 認可保育所
しらとり台保育園⻘葉台 ⻘葉区 認可保育所
第⼆しらとり台保育園 都筑区 認可保育所

21 アートチャイルドケア株式会社 アートチャイルドケア鶴⾒ 鶴⾒区 認可保育所
アートチャイルドケア東⼾塚 ⼾塚区 認可保育所
アートチャイルドケアろりぽっぷたまプラーザ ⻘葉区 認可保育所

22 株式会社グリーンネット 横濱あんじゅ保育園 旭区 認可保育所
横濱あんじゅ⼩規模保育園 旭区 ⼩規模保育Ａ

23 社会福祉法⼈尚徳福祉会 ⽣⻨保育園 鶴⾒区 認可保育所
保⼟ケ⾕保育園 保⼟ケ⾕区 認可保育所
境⽊保育園 保⼟ケ⾕区 認可保育所
⽇野保育園 港南区 認可保育所

24 社会福祉法⼈⼭王平成会 上永⾕⻄保育園 港南区 認可保育所
阿久和保育園 瀬⾕区 認可保育所
阿久和キッズ 瀬⾕区 ⼩規模保育A

25 (仮)サクラフェリーチェ保育園⼆俣川 旭区 ⼩規模保育A
サクラフェリーチェ保育園 泉区 ⼩規模保育A

26 キッズラボ株式会社 キッズラボ⽩楽園 神奈川区 認可保育所
キッズラボ第⼀横浜楠町園 ⻄区 事業所内保育
キッズラボ第⼆横浜楠町園 ⻄区 事業所内保育
キッズラボ菊名園 港北区 認可保育所

27
社会福祉法⼈

武蔵野ユートピアダイアナクラブ ダイアナ保育園
ダイアナ保育園 保⼟ケ⾕区 認可保育所

28 社会福祉法⼈フィロス ゆめの樹保育園ほどがや 保⼟ケ⾕区 認可保育所
29 株式会社学研ココファン・ナーサリー Gakkenほいくえん⽮向 鶴⾒区 認可保育所

Gakkenほいくえん 反町 神奈川区 認可保育所
Gakkenほいくえん ⽚倉 神奈川区 認可保育所
Gakkenほいくえん ⽇吉本町 港北区 認可保育所
Gakkenほいくえん 綱島 港北区 認可保育所

株式会社SACRA FELICE
サクラフェリーチェ保育園



法⼈No. 法⼈⼜は個⼈事業者名 施設名 区 施設種別
30 社会福祉法⼈⼭百合会 ペガサスベビー保育園 港北区 認可保育所

ペガサス新横浜保育園 港北区 認可保育所
ペガサス夜間保育園 港北区 認可保育所
幼保連携型認定こども園岸根こども園 港北区 認定こども園
幼保連携型認定こども園若葉台こども園 旭区 認定こども園
⼩⼭保育園 緑区 認可保育所
やまゆり中⼭保育園 緑区 認可保育所

31
特定⾮営利活動法⼈

ワーカーズ・コレクティブこそだてつるみ
三⾊えのぐの保育園 鶴⾒区 ⼩規模保育A

32 有限会社ベビーステーション さんさん森の保育園センター南 都筑区 認可保育所
33 社会福祉法⼈仁成会 尚花愛児園 港北区 認可保育所

第⼆尚花愛児園 港北区 認可保育所
尚花ぞうさん保育室 港北区 ⼩規模保育

34 社会福祉法⼈元気の泉 ⼤倉⼭元気の泉保育園 港北区 認可保育所
35 社会福祉法⼈ちとせ会 ちとせ保育園 旭区 認可保育所

鶴ヶ峰保育園 旭区 認可保育所
36 公益財団法⼈神奈川県労働福祉協会 ことぶき保育園 中区 認可保育所
37 社会福祉法⼈のぞみ みつる保育園 鶴⾒区 認可保育所
38 社会福祉法⼈コスモス福祉会 港北コスモス保育園 港北区 認可保育所

⼤曽根コスモス保育園 港北区 認可保育所
39 社会福祉法⼈春献美会 みのわのぞみ保育園 港北区 認可保育所

おおくらやまえきまえのぞみ保育園 港北区 認可保育所
40 学校法⼈⼋ッ橋学園 やつはしキッズ 旭区 認定こども園

ハニービー保育園 旭区 ⼩規模保育
41 社会福祉法⼈虹の会 上の原保育園 旭区 認可保育所
42 社会福祉法⼈秀峰会 つくし保育園東⼾塚 ⼾塚区 認可保育所

つくし保育園⼾塚 ⼾塚区 認可保育所
つくし保育園上⼤岡 港南区 認可保育所
つくし保育園センター南 都筑区 認可保育所

43 株式会社⽊下の保育 ⽊下の保育園 江ヶ崎 鶴⾒区
⽊下の保育園 ⼭下町 中区 認可保育所
⽊下の保育園 ⽇吉 港北区 認可保育所
⽊下の保育園 綱島東 港北区 認可保育所
⽊下の保育園 センター南 都筑区

44 社会福祉法⼈わおわお福祉会 わおわお保育園 鶴⾒区 認可保育所
わおわお江ケ崎保育園 鶴⾒区 認可保育所
わおわお東寺尾保育園 鶴⾒区 認可保育所
わおわお⼤倉⼭保育園 港北区 認可保育所
わおわお仲町台保育園 都筑区 認可保育所

45 株式会社ニチイ学館 ニチイキッズ新⾼島保育園 ⻄区
⼩規模保育

（企業主導型）
ニチイキッズ桜⽊町保育園 中区 ⼩規模保育
ニチイキッズ東⼾塚保育園 ⼾塚区 認可保育所
ニチイキッズさくら本郷台保育園 栄区 認可保育所
ニチイキッズ美しが丘保育園 ⻘葉区 認可保育所

46 社会福祉法⼈イクソス会 とつかルーテル保育園 ⼾塚区 認可保育所
いいじまルーテル保育園 栄区 認可保育所
⼤船ルーテル保育園 栄区 認可保育所

47 社会福祉法⼈成和会 野庭保育園 港南区 認可保育所
48 社会福祉法⼈漆原清和会 旭あじさい保育園 旭区 認可保育所
49 学校法⼈平等学園新⽻幼稚園 認定こども園新⽻幼稚園 港北区 認定こども園
50 株式会社ナーサリープラットフォーム きゃんばす東神奈川保育園 神奈川区 認可保育所

きゃんばす⼦安台保育園 神奈川区 認可保育所
みなとみらいくばがさ保育園 ⻄区 認可保育所


