
令和５年５月10日現在

施設名称 所在地 支援提供者の名称 確認をした年月日 施設の種類 事業の種別

1 いまいづみ幼稚園 富士市今泉５丁目８番２号 学校法人今泉学園 令和元年８月22日 幼稚園
預かり保育事業、
一時預かり事業

2 神戸幼稚園 富士市富士見台１丁目６番地の８ 学校法人吉田学園 令和元年９月６日 幼稚園
預かり保育事業、
一時預かり事業

3 吉原聖母幼稚園 富士市南町１番３０号 学校法人静岡聖母学園 令和元年８月22日 幼稚園 預かり保育事業

4 藤田幼稚園 富士市大淵２９６４番地の１ 学校法人藤田学園 令和元年８月22日 幼稚園
預かり保育事業、
一時預かり事業

5 富士リズム幼稚園 富士市伝法１７４０番地の１ 学校法人井沢学園 令和元年８月23日 幼稚園 預かり保育事業

6 するが幼稚園 富士市中島１２２番地 学校法人河合学園 令和元年８月23日 幼稚園
預かり保育事業、
一時預かり事業

7 ゆきよし幼稚園 富士市宮島２５１番地の５ 学校法人川口学園 令和元年８月23日 幼稚園
預かり保育事業、
一時預かり事業

8 富士光明幼稚園 富士市厚原３８８番地の８ 学校法人光明学園 令和元年８月23日 幼稚園
預かり保育事業、
一時預かり事業

9 富士市立第一保育園 富士市中央町３丁目２番１６号 富士市 令和元年９月９日 保育所 一時預かり事業

10 伝法保育園 富士市伝法１７０７番地の６ 社会福祉法人秀光会 令和元年８月20日 保育所 一時預かり事業

11 中里保育園 富士市中里１７６０番地の２２ 社会福祉法人福聚会 令和元年８月20日 保育所
一時預かり事業、
病児保育事業

12 富士見台リズム保育園 富士市比奈２４９０番地 社会福祉法人鶏声会 令和元年８月20日 保育所
一時預かり事業、
病児保育事業

13 みどりご保育園 富士市岩本２０３５番地 社会福祉法人幸のきずな 令和元年８月20日 保育所 一時預かり事業

14 富士わかば保育園 富士市天間１５９８番地の１ 社会福祉法人信愛会 令和元年８月20日 保育所
一時預かり事業、
病児保育事業

15 富士市立松野こども園 富士市北松野１８２５番地の１ 富士市 令和元年９月９日 認定こども園 一時預かり事業

16 認定こども園曙幼稚園 富士市吉原４丁目１７番４５号 学校法人草分学園 令和元年８月14日 認定こども園
預かり保育事業、
病児保育事業

　幼児教育・保育の無償化の実施に関し、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をした無償化の対象施設及び事業は以下の表のとおりです。
　なお、既に教育・保育給付の対象となっている認定こども園、保育所等については、教育・保育給付の中で利用者負担の無償化を実施するため、今回の確認の対象外であり、以下の表には含まれません。



施設名称 所在地 支援提供者の名称 確認をした年月日 施設の種類 事業の種別

17 認定こども園わかば幼稚園 富士市大淵３番地 学校法人　国際教育機構 令和元年８月15日 認定こども園 預かり保育事業

18 認定こども園みのる幼稚園 富士市原田１７４２番地の１ 学校法人田中学園 令和元年８月15日 認定こども園 預かり保育事業

19 認定こども園須津幼稚園 富士市神谷新町２２７番地 学校法人博学園 令和元年８月15日 認定こども園 預かり保育事業

20 認定こども園鈴川幼稚園 富士市鈴川東町１６番１７号 学校法人志田学園 令和元年８月21日 認定こども園 預かり保育事業

21 認定こども園富士見台リズム 富士市原田２２４４番地の９ 社会福祉法人鶏声会 令和元年９月５日 認定こども園 預かり保育事業

22 認定こども園富士ふたば幼稚園 富士市水戸島本町２番１０号 学校法人今村学園 令和元年８月16日 認定こども園 預かり保育事業

23 富士中央幼稚園 富士市蓼原１１３番地の１５ 学校法人眞蹊樹小林学園 令和元年８月14日 認定こども園 預かり保育事業

24 岩松保育園 富士市松岡８３４番地 社会福祉法人富士育英福祉会 令和元年９月５日 認定こども園 預かり保育事業

25 すみれ認定こども園 富士市平垣１４１番地 社会福祉法人富士育英福祉会 令和元年８月８日 認定こども園 預かり保育事業

26 たかおかこども園 富士市厚原１３８５番地 学校法人渡辺学園 令和元年８月８日 認定こども園 預かり保育事業

27 認定こども園さくら台幼稚園 富士市中之郷３７７９番地 学校法人浄巖学園 令和元年８月16日 認定こども園 預かり保育事業

28 チビッコ園ひばり 富士市国久保２丁目３番１２号 有限会社米山 令和元年８月27日 小規模保育事業所 一時預かり事業

29 長田小児センター 富士市伝法２６１９番地の１８ 合同会社Lukas 令和３年４月１日 小規模保育事業所
一時預かり事業
病児保育事業

30 慶明保育園 富士市瓜島町１９８番地の１ 個人 令和元年８月27日 小規模保育事業所 一時預かり事業

31 つぐみ 富士市一色１６８番地の１ 社会福祉法人誠信会 令和元年８月27日 小規模保育事業所 一時預かり事業

32 プティット富士中央保育園 富士市青葉町７５番地 株式会社ヤクルト山陽 令和元年８月27日 小規模保育事業所 一時預かり事業

33 保育所ちびっこハウス富士松本園 富士市松本９２番地の５ 個人 令和元年８月28日 小規模保育事業所 一時預かり事業

34 富士にじいろ保育園 富士市蓼原１８６番地の２９ 個人 令和元年８月28日 小規模保育事業所 一時預かり事業



施設名称 所在地 支援提供者の名称 確認をした年月日 施設の種類 事業の種別

35 富士ことのは保育園 富士市久沢１丁目３番２０号 個人 令和元年８月27日 小規模保育事業所 一時預かり事業

36 富士こでまり保育園 富士市宮島３２４番地の２ 個人 令和元年８月28日 小規模保育事業所 一時預かり事業

37 もこちゃんハウス 富士市大淵２８３３番地の５ 個人 令和元年８月30日 認可外保育施設

38 ひよこクラブ 富士市南町１番３号 公益社団法人富士市シルバー人材センター 令和元年８月29日 認可外保育施設

39 夜間キッズ笑子
富士市水戸島１丁目５番１６号
新飯田ビル１Ｆ

個人 令和元年９月３日 認可外保育施設

40 新富士病院保育所 富士市大淵３９０５番地の６ 医療法人社団喜生会 令和元年８月30日 認可外保育施設

41 富士第一クリニック保育所 富士市伝法５６０番地 医療法人社団道仁会 令和元年９月３日 認可外保育施設

42 湖山リハビリテーション病院保育室ぽっぽ 富士市大淵４０５番地の２５ 医療法人財団百葉の会 令和元年８月30日 認可外保育施設

43 共立蒲原総合病院組合保育所 富士市中之郷２５００番地の１ 共立蒲原総合病院組合 令和元年９月５日 認可外保育施設

44
富士いきいき病院院内保育室
くうちゃんはうす

富士市天間１６４０番地の１ 医療法人社団紫苑会 令和元年８月29日 認可外保育施設

45 ヤクルト鷹岡保育所 富士市厚原６９５番地の６ 中央静岡ヤクルト販売株式会社 令和元年８月29日 認可外保育施設

46 ヤクルト吉原保育所 富士市中央町１丁目５番６号 中央静岡ヤクルト販売株式会社 令和元年８月29日 認可外保育施設

47 ヤクルト富士保育所 富士市水戸島３１１番地の７ 中央静岡ヤクルト販売株式会社 令和元年８月29日 認可外保育施設

48
GOOD SHEPHERD INTERNATIONAL SCHOOL OF
FUJI

富士市御幸町１１番２９号
GSSビル

グッドシェパードサービス株式会社 令和元年９月26日 認可外保育施設

49 さんめい保育園 富士市瓜島町９９番地 株式会社さんめい 令和元年９月４日 認可外保育施設 病児保育事業

50
トータルファミリーケア北西医院
病児保育室おんぷ

富士市本市場１４８番地の１ 個人 令和元年９月４日 病児保育事業

51 保育室ひなた 富士市瓜島町１０４番地の３ 医療法人社団こどもクリニック中山医院 令和元年９月４日 病児保育事業

52 むく保育園 富士市大淵３８００番地の９ ひかり株式会社 令和元年９月４日 病児保育事業
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53 すまいるにじ保育園 富士市神戸４４１番地の５ NPO法人はっぴぃ 令和元年９月４日 病児保育事業

54 富士市ファミリー・サポート・センター
富士市本市場４３２番地の１
フィランセ

富士市 令和元年９月９日
子育て援助活動支援
事業

55 キズナシッター183644 - 個人 令和元年10月25日
認可外保育施設
（居宅訪問型）

56 蓮沼保育園 富士市中丸９９番地の４ 社会福祉法人福聚会 令和２年７月31日 保育所 一時預かり事業

57 いまここえん 富士市久沢１５６６番地の６ 個人 令和２年８月25日 認可外保育施設

58
学校法人国際教育機構
愛と希望の保育園

富士市石坂５５０－１１９ 学校法人国際教育機構 令和３年12月28日
一時預かり事業
病児保育事業

59 みなみっこ 富士市横割五丁目１０－１ 富士市 令和４年６月30日 小規模保育事業所 一時預かり事業

60 ﾘﾄﾙﾁｬｲﾙﾄﾞﾊｳｽ　Sweet Happy 富士市森島 個人 令和４年９月29日 認可外保育施設

61 BabyResort菜桜 富士市富士町　１３－１６ 合同会社asterisk柚 令和４年11月18日 一時預かり事業

62 すくすく保育園 富士市富町　１－３２ 一般財団法人　恵愛会 令和５年１月26日 病児保育事業


