
特例対象施設一覧　（認可外保育施設） （平成25年11月1日現在）Ｎｏ． 施設名 所在地 電話番号 証明書の交付期間1 はなまる保育園 広島市安佐北区亀山三丁目４－１２ 082-815-0090 平成22年12月3日～2 子ども育成舎「ゆう」 広島市安佐北区可部七丁目５－７ 082-824-8882 平成25年2月8日～3 卸センター・もみのき保育園 広島市西区商工センター二丁目１２－１１ 082-961-5770 平成23年10月28日～4 キッズルーム 広島市中区流川町５－８ 082-236-1482 平成22年11月17日～5 ひだまり保育園 広島市安芸区矢野東六丁目８－３０ 082-888-6221 平成17年12月2日～6 株式会社　幸風　ぴぃちふらわぁ保育園 広島市安佐南区山本三丁目１２－１６ 082-555-8858 平成25年2月8日～7 ＳｕｎＳｕｎ保育園～Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ～ 広島市安佐南区東原三丁目１１－１６ボヌールⅡ１F 082-874-1433 平成21年3月16日～8 キッズパークブ－フーウー 広島市安佐南区西原七丁目５－２０－１F 082-874-9922 平成17年9月27日～9 梅林よつば保育園 広島市安佐南区八木二丁目１９－５０ 082-830-5582 平成19年12月14日～10 ひろしまあゆみ保育園P.S.P 広島市安佐南区大町東一丁目４－６西本ビル２F 082-831-2554 平成18年9月23日～11 ＳｕｎＳｕｎ保育園～Furuichi～ 広島市安佐南区古市二丁目３５－１０タナカ古市ビル１・２F 082-205-8472 平成23年9月29日～12 保育所キッズランド 広島市安佐南区緑井一丁目１０－７ 082-877-5224 平成17年12月2日～13 保育所ちびっこランドＥＰＣ 広島市安佐南区相田一丁目３－５ 082-872-3111 平成18年9月29日～14 保育所ちびっこランドぎおん園 広島市安佐南区山本一丁目２４－２１ 082-875-9528 平成18年9月29日～15 ちびっこ保育園 広島市安佐南区中筋三丁目２９－２３フルリール沖西２０１ 082-831-8822 平成24年10月25日～16 にしはら保育園 広島市安佐南区西原二丁目３２－５－１０４ 082-874-0019 平成24年10月25日～17 めばえ幼稚舎 広島市安佐南区大町東三丁目１８－５ 082-830-6800 平成23年9月29日～18 くすの木保育園 広島市安佐南区西原六丁目５－２２スカール藤田１F 082-225-7811 平成24年2月20日～19 リトルニュートン八木幼児舎 広島市安佐南区川内６－２６－１９ 082-830-5132 平成22年7月30日～20 いつかいちちびっこの森保育園 広島市佐伯区五日市駅前二丁目１１－１８サンヒルズ五日市 082-943-1310 平成23年9月7日～21 うさぎっこランド 広島市佐伯区新宮苑１２－２６畑田ビル２０５ 082-943-2510 平成17年12月2日～22 インターナショナルプリスクール・ドレミ 広島市佐伯区五日市中央一丁目６－３１ 082-943-2415 平成24年10月25日～23 保育所ちびっこランド　皆賀園 広島市佐伯区皆賀二丁目７－２０ 082-924-8788 平成24年8月3日～24 ベビールーム・ドレミ 広島市佐伯区五日市駅前一丁目１１－５ 082-943-4033 平成25年2月8日～25 打越愛児園 広島市西区三篠町一丁目７－１１ 082-237-1967 平成18年1月6日～26 成和KIDSアカデミー 広島市西区三篠町二丁目９－２３ 082-238-0403 平成23年10月28日～27 ぷれいすくーる・ちゅーりっぷ 広島市西区新庄町４１－２７ 082-239-1518 平成17年3月31日～28 プレスクールわんぱくキッズ 広島市西区庚午中四丁目３－２４IYビル１F 082-273-5599 平成19年3月30日～29 保育所ちびっこランドいのくち園 広島市西区井口五丁目６－４ 082-501-4366 平成19年3月30日～30 保育所ちびっこランド商工センター園 広島市西区草津新町二丁目１５－７川村ビル１F 082-279-7600 平成18年1月6日～31 広島あゆみ保育園なかひろ 広島市西区中広町二丁目２０－６やおむらビル２F 082-294-4150 平成18年3月23日～32 保育所ちびっこランド南観音園 広島市西区南観音七丁目５－１５ 082-233-4370 平成18年11月15日～33 ちびっこランド己斐本町園 広島市西区己斐本町二丁目１８－１４ 082-507-9559 平成24年8月3日～34 MIE 広島市中区中島町２－２２ 082-245-0382 平成22年10月6日～35 キッズキャンバスべべ 広島市中区東白島町１９－７３－２０１ 082-502-7373 平成17年9月27日～36 きっずランドたむたむ 広島市中区白島九軒町７－２１－２０２ 082-224-6635 平成19年11月9日～37 広島YMCA（ビーズ・ニーズ・キンディケア） 広島市中区八丁堀７－１１ 082-228-2269 平成22年10月13日～38 保育所花キュー園 広島市中区河原町５－３パブリコート１０１ 082-293-2667 平成24年11月16日～39 チャイルドフレンドリー保育園 広島市中区銀山町１６－１８大崎ビル２F 082-541-2162 平成18年9月29日～40 レクプラザあいあい 広島市東区牛田早稲田四丁目５－３５ 082-221-5331 平成23年10月28日～41 にこにこ保育園 広島市南区元宇品町８－４ 082-254-6906 平成18年9月29日～42 保育所ちびっこランド宇品神田園 広島市南区宇品神田三丁目６－３２川又ビル２F 082-255-4311 平成17年3月31日～43 畑川小児科病児保育室 広島市安芸区船越南三丁目５－３ 082-823-8181 平成25年3月1日～44 あすか病児保育室 広島市安佐南区緑井三丁目２０－１－１０３ 082-830-5330 平成25年3月1日～45 病児保育室ちゅんちゅん 広島市安佐南区伴南一丁目５－１８－８－４０３ 082-848-6619 平成25年3月1日～46 病児保育室くれいどる 広島市安佐北区口田三丁目２６－５－３F 082-841-2661 平成25年3月1日～47 コアラ病児保育室 広島市佐伯区五日市四丁目３－１ 082-943-3771 平成25年3月1日～48 くじら病児保育室 広島市西区南観音二丁目７－１４ 082-296-8088 平成25年3月1日～49 病児保育室ピッピの森 広島市西区己斐本町一丁目２５－８ 082-272-3110 平成25年3月1日～50 さくらんぼ病児保育室 広島市中区大手町五丁目２－２０－２F 082-249-9302 平成25年3月1日～51 病児保育室きぼう 広島市東区東蟹屋町１０－２１ 082-568-2828 平成25年3月1日～52 病児保育室 みどりキッズ 広島市南区翠二丁目２７－２７ 082-251-1787 平成25年3月1日～53 プティット矢野ルーム 広島市安芸区矢野西１－３３ 082-889-0123 平成18年12月1日～54 ＮＰＯ法人かぞくの家　さくら 広島市安佐南区西原五丁目４－１６ 082-875-7603 平成17年12月2日～55 ちびっこハウスプティット安佐北ルーム 広島市安佐北区落合一丁目４２－１３グランドール坪井１F 082-845-7070 平成17年4月18日～56 プティット五日市ルーム 広島市佐伯区五日市一丁目１－１６ 082-943-8889 平成18年11月15日～57 あい保育園 広島市西区観音本町一丁目２－１４ 082-291-6284 平成17年12月2日～58 ＭＡＭＡ　ＫＩＤＳ　ＲＯＯＭ（地蔵通り店） 広島市中区国泰寺町一丁目１０－６木谷ビル２F 082-543-5747 平成18年3月23日～59 すぃーとハウス 広島市中区本川町一丁目１－２２ﾃﾞﾙﾀﾋﾞﾙ301 082-295-8886 平成24年10月25日～1/2



特例対象施設一覧　（認可外保育施設） （平成25年11月1日現在）Ｎｏ． 施設名 所在地 電話番号 証明書の交付期間60 託児所えんぜるぱあく 広島市中区薬研堀８－１３－２F 082-245-1345 平成18年3月23日～61 チビハウス託児所 広島市中区西平塚町４－２２新本ビル１F 082-541-0750 平成20年5月13日～62 あゆみ共同保育園 呉市中央６丁目７－７ 0823-23-5110 平成17年4月1日～63 地球っ子くらぶ・善隣館 呉市西中央５丁目１３－３ 0823-24-7527 平成17年4月1日～64 民営保育園なかよし園 呉市広駅前２-７-３８　広駅前フェスタビル３F 0823-76-4801 平成18年3月7日～65-1 おかえりランド 呉市本通３－５－１ 0823-24-5313 平成19年10月30日～平成20年10月14日65-2 おかえりランド 呉市本通３－５－１ 0823-24-5313 平成23年10月6日～66 ゆあーまりん託児所 呉市広古新開１－５－８ 0823-75-1194 平成21年11月2日～67 広サムエル学園 呉市広大新開２丁目12－19 0823-71-6409 平成23年10月12日～68 民営さくら保育園 呉市広白石１丁目３番４２号 0823-74-3756 平成25年9月25日～69 中央幼児園 竹原市本町２丁目4-29 0846-22-3000 平成20年2月18日～70 あんず保育園 三原市幸崎渡瀬1番1号 0848-69-1641 平成17年4月1日～平成24年3月8日71-1 子どもサロンドレミ園 三原市宮浦3-24-25西陣ﾏﾝｼｮﾝ2階 0848-36-6466 平成22年9月22日～平成24年3月8日71-2 子どもサロンドレミ園 三原市宮浦3-24-25西陣ﾏﾝｼｮﾝ2階 0848-36-6466 平成25年5月29日～72 めいび保育園 尾道市栗原西1-8-15 0848-23-3452 平成17年4月1日～73 私立みどりの園 尾道市向島町5557-37 0848-44-0999 平成17年4月1日～74 ママ保育園 尾道市久保町2257 0848-37-3642 平成17年4月1日～75 たんぽぽ保育園 尾道市向東町1339-2 0848-45-0257 平成17年4月1日～76 久山田保育園 尾道市久山田町60-38 0848-23-3620 平成17年4月1日～77 あゆみ保育園 尾道市栗原町8254 0848-25-2885 平成17年4月1日～78 ゆめみ保育園 尾道市高須町1257-5 0848-46-0195 平成17年5月6日～79 愛育保育園 尾道市栗原町1268－26 0848-24-1595 平成17年6月6日～80 うさぎとかめ保育園 尾道市高須町5569-2 0848-36-6708 平成17年7月11日～81 おひさま 尾道市向東町11350 0848-20-6123 平成24年11月5日～82 高須たんぽぽ保育園 尾道市高須町4837-10 0848-46-6926 平成22年11月18日～83 愛慈園 福山市三吉町四丁目2-46-8 084-926-9872 平成25年6月24日～84 ふたば園 福山市東町二丁目3-37 084-922-4804 平成20年3月17日～85 はごろも保育園 福山市御門町三丁目10-17 084-926-2677 平成18年12月19日～86 愛幼稚舎 福山市幕山台一丁目4-7 084-947-4077 平成18年2月6日～87 青空保育園 三次市三次町3-14 0824-62-1119 平成19年3月6日～88 託児所光寿 庄原市板橋町73番地6 0824-75-0880 平成18年5月10日～89-1 保育所ちびっこランド西条中央園 東広島市西条栄町9-12 082-424-1155 平成17年4月11日～平成21年9月18日89-2 保育所ちびっこランド西条中央園 東広島市西条栄町9-12 082-424-1155 平成22年8月26日～平成23年11月9日89-3 保育所ちびっこランド西条中央園 東広島市西条栄町9-12 082-424-1155 平成24年9月19日～90-1 広島新生学園ひまわり園 東広島市西条町田口391-2 082-425-1378 平成17年12月16日～平成23年10月7日90-2 広島新生学園ひまわり園 東広島市西条町田口391-2 082-425-1378 平成24年3月29日～91-1 オーエヌ保育園 東広島市西条御条町２番１１号 082-421-0470 平成20年7月25日～平成23年11月9日91-2 オーエヌ保育園 東広島市西条御条町２番１１号 082-421-0470 平成25年3月29日～92 保育所ちびっこランド西条土与丸園 東広島市西条土与丸5丁目4－35慶応ビル 082-421-4410 平成22年2月23日～平成23年7月8日93 木阪病児・病後児保育室たんぽぽ 東広島市西条本町12-11-301 082-421-4300 平成25年2月1日～94-1 保育所ちびっこランドみやうち園 廿日市市宮内4349‐1 0829-38-6665 平成17年12月12日～平成18年12月11日94-2 保育所ちびっこランドみやうち園 廿日市市宮内4349‐1 0829-38-6665 平成20年1月22日～95 託児所なかよしルーム 廿日市市宮内4314-1 0829-39-6661 平成17年12月27日～96 託児保育にこにこキッズ 廿日市市串戸３丁目１番６号 0829-31-2121 平成19年12月12日～97 エルベ幼稚館 廿日市市宮園３丁目１－１ 0829-37-2022 平成20年3月5日～98 アトリエＲＥＩレイこども舎 廿日市市佐方639-1 0829-32-7489 平成21年11月25日～99-1 シルバーママサービス 安芸郡府中町浜田３丁目９番２号 082-285-0161 平成17年12月8日～平成18年12月11日99-2 シルバーママサービス 安芸郡府中町浜田３丁目９番２号 082-285-0161 平成19年1月9日～100 たからの保育園 安芸郡府中町大須４丁目１－５８－１０４ 082-283-2266 平成17年10月27日～101 病児保育室バンビ 安芸郡府中町大須３丁目８－５６ 082-508-2323 平成25年6月20日～102-1 託児センターひまわりランド 安芸郡海田町中店8-14 082-824-0051 平成17年3月31日～平成24年1月10日102-2 託児センターひまわりランド 安芸郡海田町中店8-14 082-824-0051 平成24年1月23日～
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