
証明書交付対象施設（企業主導型）

1 企業主導型 れんげ保育園
学校法人　花園学園
理事長　曽根　弘全

曽根　弘全 御幸2丁目1番30号 令和2年4月1日 令和2年6月30日 ○ 令和2年度新設

2 企業主導型 松山きし保育園 株式会社設備社おおうえ
代表取締役　大上　洋

大上　政子 来住町1428番地1 平成31年3月25日 令和2年7月28日 ○

3 企業主導型 JAえひめ中央おひさま保育園
えひめ中央農業協同組合
代表理事理事長　福島　幸則

西田　紀子 湊町8丁目120番地1 平成31年3月1日 令和2年8月7日 ○

4 企業主導型 ここしあ保育園
株式会社　RIPLIE
代表取締役　濱田　聖子

濱田　聖子 南江戸4丁目6番30号 平成30年2月1日 令和2年8月7日 ○

5 企業主導型 ジャックと豆の木園　どいだ園
株式会社ジャックと豆の木園
代表取締役　中根　美香

藤田　真寿美 土居田町98番地1 平成30年3月20日 令和2年8月25日 ○

6 企業主導型
ジャックと豆の木園　あそうだ
園

株式会社ジャックと豆の木園
代表取締役　中根　美香

梶原　愛可 朝生田町5丁目3番28号福泉
ビル1F

平成29年4月1日 令和2年8月25日 ○

7 企業主導型 松山ベテル病院保育園
医療法人　聖愛会
理事長　森　洋二

中橋　恒 祝谷6丁目1224番地6 平成28年4月11日 令和2年8月26日 ○

8 企業主導型
松山しののめ学園附属保育
園

学校法人　松山東雲学園
理事長　小西　靖洋

小西　靖洋 桑原三丁目2番1号 平成30年9月1日 令和2年8月28日 ○

9 企業主導型 南高井病院保育園
医療法人　天真会
理事長　清水　惠太

西尾　俊治 南高井町320番地1 平成30年4月1日 令和2年9月2日 ○

10 企業主導型
アートチャイルドケアゆめみい
よ保育園

アートチャイルドケア株式会社
代表取締役　村田　省三

福島　君代 一番町4番地3 平成29年11月1日 令和2年9月3日 ○

11 企業主導型 いよぎんきっずらんど
株式会社伊予銀行
取締役頭取　三好　賢治

増田　早紀 三番町5丁目10番地14 平成29年4月1日 令和2年9月3日 ○

12 企業主導型 三福5starプリスクール和泉北
株式会社　三福綜合不動産
代表取締役　中矢　孝則

山本　絵里加 和泉北2丁目3番22号 平成28年12月16日 令和2年9月4日 ○

13 企業主導型 三福5starプリスクール中村
株式会社　三福ホールディングス
代表取締役　中矢　孝則

上西　広美 中村2丁目1番3号　2階 平成29年6月1日 令和2年9月4日 ○

14 企業主導型 フジにじいろ保育園
株式会社　フジ
代表取締役　山口　普

末光　恒子 宮西1丁目5番41号 平成30年2月1日 令和2年9月8日 ○

15 企業主導型 えみたす保育園
株式会社アート不動産
代表取締役　吉田　宏

上田　由美 朝生田町6丁目3番24号 平成31年3月29日 令和2年9月8日 ○

16 企業主導型 君子園
社会福祉法人　宗友福祉会
理事長　丹生谷　孝之

重見　幸二 中野町甲800番地 平成28年4月1日 令和2年9月9日 ○

17 企業主導型 キッズパオ道後あおぞら園
株式会社マミーズファミリー
代表取締役　増田　香

増田　香 南町二丁目8番17号 平成30年9月3日 令和2年9月10日 ○

18 企業主導型
医療法人　仁勇会　めぐみ保
育園

医療法人　仁勇会
理事長　井関　康武

井関　悦子 古三津4丁目619番地 平成25年10月1日 令和2年9月10日 ○

19 企業主導型 さかのうえ保育園　小坂園
株式会社　ＭＳＴ
代表取締役　藤家　祐介

木田　文子 小坂2丁目1番32号 平成30年7月1日 令和2年9月14日 ○

20 企業主導型 さくらんぼ園
有限会社ライフサポートさくら草
代表取締役　相原　香子

佐伯　美穂 和泉北三丁目5番18号 令和元年9月1日 令和2年9月14日 ○

21 企業主導型 松山リエール保育園
一般財団法人　永頼会
理事長　山本　祐司

山本　祐司 大手町2丁目1番地3 平成24年4月2日 令和2年9月16日 ○

22 企業主導型 あいぐらん保育園松山
株式会社アイグラン
代表取締役　橋本　雅文

隅田　早央里 三番町6丁目8番6号 平成30年4月1日 令和2年9月16日 ○

23 企業主導型 余戸おとのわ保育園 株式会社ウエストコンサルタント
代表取締役　祖母井　正博

武智　大輔 余戸東四丁目2番10号 平成30年7月18日 令和2年9月18日 ○

24 企業主導型 チアキッズ保育園　保免
株式会社　ビーシー・スフィーダ
代表取締役　村上　大東

高村　由貴 保免中1丁目2番9号 平成30年4月1日 令和2年9月18日 ○

25 企業主導型 ハーモニー保育園
株式会社　東海エステート
代表取締役　末光　宏之

遠藤　由樹子 竹原町628番地1 平成29年10月1日 令和2年9月23日 ○

26 企業主導型 竹原保育園
株式会社　東海エステート
代表取締役　末光　宏之

遠藤　由樹子 竹原三丁目18番12号 平成31年4月1日 令和2年9月23日 ○

27 企業主導型 本町保育園
株式会社東海産業
代表取締役　末光　宏之

中田　賢一 山越町466番地2 平成31年4月1日 令和2年9月23日 ○

28 企業主導型 こどもスマイル空港園
株式会社こどもスマイルプロジェ
クト　代表取締役　谷口　吉彦

林田　美穂 南吉田町371番地2 平成30年1月5日 令和2年9月25日 ○

29 企業主導型 こどもスマイルつばき園
株式会社こどもスマイルプロジェ
クト　代表取締役　谷口　吉彦

守野　めぐみ 越智3丁目11番48号 平成30年2月5日 令和2年9月25日 ○

30 企業主導型 エルパティオ保育園
株式会社エルパティオ
代表取締役　中山　暁子

中山　暁子 北土居3丁目2番25号 平成29年3月13日 令和2年9月25日 ○

31 企業主導型 ニチイキッズひめやま保育園
株式会社　ニチイ学館
代表取締役　森　信介

白間　優貴 山越1丁目7番55号 平成30年4月1日 令和2年9月28日 ○

32 企業主導型 あすなろ保育園
株式会社あすなろ
代表取締役　山本　寿美江

山本　寿美江 森松町921番地1 平成31年4月1日 令和2年9月28日 ○

33 企業主導型 いよてつ保育園
伊予鉄総合企画株式会社
代表取締役社長　元屋地　裕之

井上　みほ 三町3丁目8番18号 平成30年4月1日 令和2年9月29日 ○

34 企業主導型 いよてつ保育園　松山市駅
伊予鉄総合企画株式会社
代表取締役社長　元屋地　裕之

佐藤　恵子 永代町9番地7 平成30年4月1日 令和2年9月29日 ○

35 企業主導型 みその保育園
株式会社　中川
代表取締役　中川　孝志

仙波　嘉子 北立花町2番地11 平成30年4月1日 令和2年9月29日 ○
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