
証明書交付対象施設（地域保育所） 

1 その他 HKインターナショナル 株式会社　英語アカデミー　代表取締役　田中　直彦 舩本　諭 一番町2丁目9-6 令和元年10月1日 令和2年7月21日 ○

2 事業所内 松山笠置記念心臓血管病院 社会医療法人笠置記念胸部外科　理事長　笠置　康 笠置　康 末広町18-2 不明 令和2年7月22日 ×
一部項目に
ついて報告

あり
○

・調理設備について、便所の手洗設備と共用されており、衛
生的な状態が保たれていないため改善すること。
・便所の手洗設備について、専用の手洗設備が設けられて
いないため改善すること。
・提供するサービス内容の掲示について、利用者の見やす
いところに掲示を行うこと。
・保育室を4階以上に設置する場合の要件について、確認で
きない項目があるため、建築士に確認後報告すること。（調
理室に関する設備）

3 家庭的マザークリス託児所 中矢　美佳 中矢　美佳 三番町5丁目3番地8　フレッ
シュリーブス302号

平成20年4月1日 令和2年7月27日 ○

4 その他 チャイルド園 窪前　操 窪前　操 千舟町1丁目2番地11 八束
総合ビル2F

昭和61年10月1日 令和2年7月27日 ○

5 その他 くじらぐも保育園 泉　和男 泉　和男 来住町233番地1　サンハイ
ツ11　1階

平成19年4月10日 令和2年7月29日 ○ 令和2年10月31日閉園

6 事業所内 済生会松山病院内保育所 社会福祉法人　恩賜財団済生会松山病院
院長　宮岡　弘明

宮岡　弘明 山西町880番地2 平成25年7月1日 令和2年8月3日 ○

7 事業所内 愛媛県立中央病院院内保育所 愛媛県立中央病院　病院長　菅　政治 柚山　里子 春日町83番地　愛媛県立中央病院医師公舎1階 平成4年6月1日 令和2年8月5日 ○

8 事業所内 松山リハビリテーション病院　院内保育室 医療法人財団　慈強会　理事長　木戸　保秀 木戸　保秀 高井町1211番地 平成2年11月20日 令和2年8月5日 ○ ○ ○ ・建物の基準について、保育室を2階以上に設置する場合、
設置階数に応じた条件を満たすこと。

9 事業所内 愛媛生協病院院内保育所 にこにこ 愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院
院長　今村　高暢

大森　ゆか 来住町1091番地1 昭和61年4月1日 令和2年8月17日 ○

10 事業所内 四国がんセンターくにたち保育園
独立行政法人国立病院機構　四国がんセン
ター
院長　谷水　正人

向井　敬浩 南梅本町甲160番地　SCCコート南梅本1階 昭和52年5月1日 令和2年8月17日 ○

11 事業所内
事業所内託児所梅本の里・小
梅

社会福祉法人　松山紅梅会
理事長　亀本　堯

亀本　堯 水泥町961番地 平成23年12月26日 令和2年8月18日 ○

12 事業所内 愛媛大学城北保育所 国立大学法人愛媛大学　学長　大橋　裕一 満永　雅大 文京町３番 平成23年9月1日 令和2年8月18日 ○

13 事業所内 松山赤十字病院託児所 松山赤十字病院　院長　横田　英介 横田　英介 文京町1番地 昭和37年10月1日 令和2年8月19日 ○

14 事業所内
一般財団法人　創精会　松山
記念病院　つばさ保育所

一般財団法人　創精会
代表理事　木村　尚人

門屋　真介 美沢一丁目10番38号 昭和50年6月1日 令和2年8月19日 ○

15 その他
ミキ・スタディ・パルズ　イン
ターナショナルスクール

ミキ・スタディ・パルズ　有限会社
取締役　中川　美紀

中川　美紀 中央1丁目12番15号 平成16年4月1日 令和2年8月20日 ○

16 その他 愛光プレスクール
有限会社　愛光幼稚舎
代表取締役　河原　次瞭

山内　幸美 東石井6丁目6番6号 昭和52年4月28日 令和2年8月20日 ○

17 その他
保育所　ちびっこランドどいだ
園

塩見　博司 塩見　博司 土居田町848番地7 平成16年6月24日 令和2年8月21日 ○

18 その他
保育所　ちびっこランドいしい
園

塩見　博司 塩見　博司 西石井1丁目1番25号 平成19年6月1日 令和2年8月21日 × 口頭指導事項について確認中

19 その他
保育所　ちびっこランドつばき
園

塩見　博司 塩見　博司 居相1丁目1番10号 平成17年11月9日 令和2年8月21日 × 口頭指導事項について確認中

20 その他
Angel Kids インターナショナ
ル・プリスクール

高橋　じゅん 高橋　じゅん 東石井3丁目2番11号 平成22年11月1日 令和2年8月24日 ○

21 事業所内 南松山病院附属託児所 社会医療法人　仁友会
理事長　瀨野　晋吾

谷本　恵子 朝生田町一丁目14番43号 平成4年8月20日 令和2年8月24日 ○

22 事業所内 奥島病院　院内保育所 医療法人　団伸会
理事長　奥島　伸治郎

奥島　伸治郎 道後町二丁目1番6号　烏谷ビル１階南東号 平成25年9月1日 令和2年8月26日 ○

23 その他 ひがしの保育園 加藤　君人 加藤　君人 東野6丁目5番45号 平成29年9月1日 令和2年8月28日 ○

24 その他 二神塾幼稚舎
有限会社　二神塾幼稚舎
代表取締役　玉井　和子

玉井　和子 桑原7丁目1番18号 昭和49年4月1日 令和2年8月28日 ○

25 その他 認可外保育施設あいみー
株式会社　Le Ciel
代表取締役　伊藤　梨絵

伊藤　梨絵 千舟町4丁目2番地2　 ＩＴＯビ
ル1F

平成19年6月15日 令和2年9月2日 ○ ○ ○ ・建物の基準について、保育室を2階以上に設置する場合、
設置階数に応じた条件を満たすこと。

26 その他 東松山託児所
学校法人　慈強学園
理事長　桑原　寛吏

田中　美紗 久米窪田町394番地1 平成26年7月1日 令和2年9月3日 ○

27 その他 たまのいし保育園
たまのいし観光株式会社
代表取締役　　﨑山　尭之

是澤　果歩 勝山町1丁目10番地2　第2え
びすビル2F

平成23年4月1日 令和2年9月9日 ○

28 その他 チャイルドハウスおれんじ 西山　朗子 西山　朗子 祝谷町1丁目6番23号 平成27年10月15日 令和2年9月17日 ○

29 その他 託児ルームこころ
株式会社NOKS
代表取締役　西山　徹

入船　絵梨香 富久町422 平成28年4月1日 令和2年9月18日 ○

30 その他 ひだまり保育園
株式会社石鎚
代表取締役　塩見　洋三

塩見　洋三
三番町1丁目13番地1　ライ
ブタウン三番町1Ｆ

平成25年12月1日 令和2年10月9日 ×
一部項目に
ついて報告

あり
○

・主たる開所時間において、年齢別の必要保育従事者数を
配置すること。
・主たる開所時間において有資格者（保育士又は看護師
（准看護師を含む））を保育従事者の必要数の３分の１以上
配置すること。
・主たる開所時間において保育に従事する者を、常時、複数
名配置すること。
・令和2年度運営状況報告書を作成し、提出すること。
・利用者への情報提供を適切に行うこと。（貴園のホーム
ページ上にある、認可外保育施設指導監督基準を満たす施
設である旨の記述と過年度の証明書の掲載をやめること）
・職員の健康診断を実施すること。
・職員の検便を実施すること。
・提供するサービス内容の掲示について、作成後、利用者
の見やすいところに掲示を行うこと。

文書指導内容 備考文書指導番号 類型 施設名 設置者 管理者 所在地 事業開始年月日 立入調査実施日 証明書発行 改善報告


