
 

 

平成２９年４月１日付け 認可予定案件一覧（小規模保育事業） 

 

○ 平成２９年４月１日付けで認可を予定している小規模保育事業は，以下のとおり。 

 

 
教育・保育 

提供区域 
事業類型 

 

事業所名称 

 

事業所の所在地 

利用定員 

申請者 
３号認定 

合計 １・２ 

歳児 
０歳児 

１ 北１ 小規模保育事業Ａ型 ゆりかご WEC しおん 北区小山南上総町 14-1 8人 4人 12人 
社会福祉法人 ゆりかご福祉会 

理事長 國友 基子 

２ 北２ 小規模保育事業Ａ型 
とうりん幼稚園小規模保

育こみち 
北区紫竹高縄町 43 12人 0人 12人 

学校法人 桃林幼稚園 

理事長 大西 建太郎 

３ 左京４ 小規模保育事業Ａ型 
リトルベアー  ナーサリ

ー 
左京区下鴨神殿町 20-2 11人 1人 12人 

有限会社 京都幼児教室 

代表取締役 熊本マリ子 

４ 左京５ 小規模保育事業Ａ型 
吉田こじかナーサリース

クール 

左京区吉田上大路町 36 

吉田幼稚園内 
12人 0人 12人 

学校法人 吉田学園  

理事長 澤井 隆男 

５ 中京１ 小規模保育事業Ａ型 
こどもの杜保育園 

すくすく 

中京区二条通柳馬場西入観音

町 88-1デトム・ワン烏丸二条１階 
9人 3人 12人 

特定非営利活動法人国際医療支援機構 

理事長 田中 輝男 

６ 中京１ 小規模保育事業Ａ型 からすま御池保育園 
中京区烏丸通御池上ル二

条殿町 546-2 
8人 4人 12人 

一般社団法人未来会 

代表理事 広尾 郷史 

７ 中京２ 小規模保育事業Ａ型 
洛陽幼稚園小規模保育

クラスまるべり 
中京区西ノ京中御門西町 18-1 12人 0人 12人 

学校法人 洛陽総合学院 

理事長 土屋 文秀 

８ 山科２ 小規模保育事業Ａ型 
アヴェ・マリア小規模保

育部 マミータ 
山科区御陵中筋町 3 12人 0人 12人 

学校法人カトリック京都教区学園 

理事長 花井 拓夫 

資料１ 



 
教育・保育 

提供区域 
事業類型 

 

事業所名称 

 

事業所の所在地 

利用定員 

申請者 
３号認定 

合計 １・２ 

歳児 
０歳児 

９ 山科２ 小規模保育事業Ａ型 
洛東幼稚園小規模保育

めばえ  

山科区西野広見町 1-4 

洛東幼稚園内 
12人 0人 12人 

学校法人 二葉学園 

理事長 小林 一恵    

１０ 下京１ 小規模保育事業Ａ型 
こどもの杜保育園 

ぽかぽか 

下京区御幸町通五条上る安土

町 626 井忠ビル 1階 
13人 6人 19人 

特定非営利活動法人国際医療支援機構 

理事長 田中 輝男 

１１ 下京１ 小規模保育事業Ａ型 
アソカ幼稚園小規模保

育うめこうじ 
下京区朱雀裏畑町 33 12人 0人 12人 

学校法人朱雀学園 

理事長 末廣 敬邦 

１２ 下京１ 小規模保育事業Ａ型 ちいさなおうち保育園 
下京区西堀川高辻通下る高辻

堀川町 365 
10人 2人 12人 

合同会社 ＧＯＯＤ ＨＡＮＤ 

代表社員 小家 洋 

１３ 下京２ 小規模保育事業Ａ型 チャイルドハウス石ヶ坪 下京区西七条東石ヶ坪町 32 13人 6人 19人 南 道雄 

１４ 南１ 小規模保育事業Ａ型 
隨林寺小規模保育園 

ずいりんじ保育ルーム 
南区西九条東島町 15-1 8人 4人 12人 

宗教法人 隨林寺 

代表役員 戸津川 聖信 

１５ 右京２ 小規模保育事業Ａ型 小規模保育室 いけした 右京区嵯峨広沢池下町 69-14 6人 2人 8人 
一般社団法人 森田保育室 

代表理事 森田 綾 

１６ 西京１ 小規模保育事業Ａ型 
葉室幼稚園小規模保育

こばと園 
西京区山田葉室町 13-124 19人 0人 19人 

学校法人葉室幼稚園 

理事長 西谷 操 

１７ 西京２ 小規模保育事業Ａ型 おひさま乳児保育室 
西京区山田大吉見町 3-5 レワ

ード桂 101 
8人 2人 10人 本田 敦子 

１８ 西京２ 小規模保育事業Ａ型 こよりほいくえん 西京区桂南巽町 137-1 10人 2人 12人 
株式会社 ココリナ 

代表取締役 川本 順子 

１９ 西京２ 小規模保育事業Ａ型 小規模園 三ノ宮 西京区樫原杉原町 20 12人 0人 12人 

学校法人 三ノ宮学園 

理事長 渡邉 慶子 

 



 
教育・保育 

提供区域 
事業類型 

 

事業所名称 

 

事業所の所在地 

利用定員 

申請者 
３号認定 

合計 １・２ 

歳児 
０歳児 

２０ 西京２ 小規模保育事業Ａ型 みらい保育園 
西京区桂稲荷山町 67 ドムス桂

101号 
13人 6人 19人 

一般社団法人未来会 

代表理事 広尾 郷史 

２１ 西京２ 小規模保育事業Ａ型 かつら東口保育園  西京区桂野里町 50-47 13人 6人 19人 
一般社団法人未来会 

代表理事 広尾 郷史 

２２ 伏見１ 小規模保育事業Ａ型 あすか保育園 伏見区京町南 8丁目 101-1 8人 4人 12人 
合同会社 イネイト保育会 

代表社員 小畑 良明 

２３ 伏見１ 小規模保育事業Ａ型 京町保育園 伏見区京町大黒町 118-8 10人 2人 12人 
一般社団法人 南の風保育園 

代表理事 金ヶ崎 秀明 

２４ 伏見１ 小規模保育事業Ａ型 
ほほえみ保育園  竹田

園 

伏見区竹田段川原町 190 アヴ

ニール・パレ 103 
13人 6人 19人 

株式会社 Life youth 

代表取締役 澤田 敦子 

２５ 伏見１ 小規模保育事業Ｂ型 
ヤクルトきっずすく～る 

マムズ 
伏見区中島鳥羽離宮町 21 13人 6人 19人 

京滋ヤクルト販売 株式会社 

代表取締役 田中 照治 

２６ 伏見１ 小規模保育事業Ａ型 
プレスクール・エンゼ

ルネット伏見桃山教室 

伏見区東大手町 749 フロム

イースト 3階 
10人 2人 12人 

特定非営利活動法人エンゼルネット 

理事 山本 拓史 

２７ 伏見２ 小規模保育事業Ａ型 
プレスクール・エンゼ

ルネット京町教室 
伏見区京町 2丁目 206-1 10人 2人 12人 

特定非営利活動法人エンゼルネット 

理事 山本 拓史 

２８ 深草 小規模保育事業Ａ型 
にじの木保育園  藤

森ルーム 

伏見区深草直違橋 3-391

ラ・フィーネ藤森１Ｆ 
17人 2人 19人 

株式会社 にじの木保育園 

代表取締役 髙島政美 

２９ 深草 小規模保育事業Ａ型 第三あけぼの保育園 伏見区深草大亀谷岩山町 147 7人 3人 10人 
社会福祉法人 曙福祉会 

理事長 矢島 里美 

      合計 396人  

 


