
月 日 曜

無資格者（保母）だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置
される体制とすること。

R3.1.18 改善済

緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画
を策定すること。

R2.11.17 改善済

一宮市 9 28 月 ヴィヴァキッズ 事業所
保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R2.11.16 未改善

一宮市 9 28 月
ラポルトインターナショナルキ

ンダーガーデン
一般 なし ○

一宮市 9 28 月
介護老人福祉施設　西御堂

の里　三笠
事業所 なし

津島市 9 29 火
医療法人三善会　託児所

宝島
病院 なし ○

主たる開所時間を超える時間帯について、現に保育されている乳幼児が１
人である場合を除き、常時、２人以上の保育に従事する者を配置すること。

R2.11.20 改善中

避難消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保
存しておくこと。

R2.11.20 改善中

児童一人一人の心身の発育や発達の状況に応じた保育計画を作成し、計
画的保育を行うこと。

R2.11.20 改善済

津島市 9 29 火 めぐみ園 病院 なし ○

津島市 9 29 火 津島市民病院　院内託児所 病院 なし ○

一宮市 9 30 水
医療法人泰玄会　泰玄会病

院　院内託児所
病院 なし ○

一宮市 9 30 水
特別養護老人ホームアルメ

ゾンみづほ内保育所
事業所 なし ○

一宮市 9 30 水 どんぐり保育所 病院 なし ○

一宮市 9 30 水 すくすくパークママエール
企業

主導型
なし ○

春日井市 10 1 木 ヤクルト白山保育ルーム 事業所
事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること（棚の転倒防止）。

R2.12.11 改善済 ○

春日井市 10 1 木
ベティさんの家キッズルーム

高蔵寺
企業

主導型
なし ○

消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が
記された計画を策定すること。

R2.12.17 改善済

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること(冷蔵庫の転倒防止）。

R2.12.17 改善済

春日井市 10 5 月
医療法人徳洲会　名古屋徳

洲会総合病院　保育所
病院

主たる開所時間を超える時間帯について、現に保育されている乳幼児が１
人である場合を除き、常時、２人以上の保育に従事する者を配置すること。

R2.12.14 改善中

主たる開所時間を超える時間帯について、現に保育されている乳幼児が１
人である場合を除き、常時、２人以上の保育に従事する者を配置すること。

R2.12.15 改善中

消防計画の作成、届出を行うこと。 R2.12.15 改善中

防火管理者を選任し、届出を行うこと。（30人以上の場合、選任・届出義務
あり）

R2.12.15 改善中

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること。（柵の固定）

R2.12.15 改善済

春日井市 10 5 月 ロジキッズ高蔵寺 事業所 なし ○

春日井市 10 5 月
自然保育　森のたんけんた

い
一般 なし ○

豊川市 10 6 火 青山病院保育所 病院 なし ○
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病院

一宮市 9 28 月
社会福祉法人愛知慈恵会

一宮市萩の里特別養護老人
ホーム

事業所

1 木 高蔵寺キッズガーデン 一般

津島市 9 29 火 医療法人佳信会　ＹＹルーム

春日井市 10 5 月
キーウィイングリッシュプリス

クール
一般

春日井市 10
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豊川市 10 6 火 豊川青山病院保育所 病院 なし ○

豊川市 10 6 火
豊川老人保健施設ケアリ

ゾートオリーブ
事業所

無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.11 改善中

豊川市 10 6 火 医療法人聖俊会　樋口病院 病院
事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること（本棚の転倒防止）。

R2.12.14 改善済 ○

春日井市 10 7 水 サンキッズランド勝川駅前
企業

主導型
なし ○

保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R3.1.5 未改善

無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R3.1.5 未改善

春日井市 10 7 水 ブランシェ・キッズガーデン 一般 サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R2.12.15 改善中

春日井市 10 7 水
マルイチ・ママサポ　勝川駅

前園
企業

主導型
なし ○

豊川市 10 8 木 ほいっぽ 病院 なし ○

豊川市 10 8 木
医療法人啓仁会　豊川さくら
病院　院内保育施設　ひまわ

り
病院

消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が
記された計画を策定すること。

R3.3.23 改善済

豊川市 10 8 木 らら 事業所
保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R3.2.3 改善済 ○

非常口付近の設備等に対して適切な安全管理をし、適切な避難用経路を確
保すること（出入口の棚の固定）。

R2.12.17 改善済

食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応
すること。

R2.12.17 改善済

豊川市 10 12 月 しおざき保育園
企業

主導型
なし ○

豊川市 10 12 月
信愛医療療育センター　めぐ

み保育室
病院

保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R2.12.17 改善中

豊川市 10 12 月
特別養護老人ホームれんげ

そう
事業所 なし ○

春日井市 10 13 火 春緑苑事業所内託児所 事業所 なし ○

春日井市 10 13 火
社会福祉法人　春生会　特
別養護老人ホームしょうなあ

さひが丘　託児所
事業所 なし

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R2.12.2 改善中

サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。 R2.12.2 改善済

春日井市 10 13 火
家庭保育　ねっこぼっこのお

うち
一般 なし ○

病院 ○

春日井市 10 7 水
リードインターナショナルス

クール
一般

13 火 ひかり第一幼稚園 一般

豊川市 10 8 木 キッズラクーン

春日井市 10
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保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R2.12.17 改善中

無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.17 改善中

児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制を整備しておくこと。 R2.12.17 改善中

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R2.12.17 改善中

職員の健康診断は１年に１回実施し、その結果を保存すること。 R2.12.17 改善中

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること（電話機）。

R2.12.17 改善済

保育室内及び園庭内の点検を定期的に実施すること。 R2.12.17 改善中

豊川市 10 14 水
ヤクルト豊川みなみ保育

ルーム
一般 なし ○

豊川市 10 14 水 ヤクルト稲荷保育ルーム 一般 なし ○

身長や体重の測定などの基本的な発育チェックを毎月行い、記録しておくこ
と。

R2.12.15 改善済

乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を
保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断
書または母子手帳の写しの提出を受けること。

R2.12.15 改善済

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R3.3.9 改善済

調理関係職員（調乳等の調理に携わる職員）の検便を概ね月１回実施し、
その結果を保存しておくこと。

R3.3.9 改善済

春日井市 10 15 木
ヤクルト春日井中央保育

ルーム
事業所 なし

春日井市 10 15 木
ヤクルト春日井西部保育

ルーム
事業所 なし

春日井市 10 15 木 春日井市民病院保育所 病院 なし ○

春日井市 10 15 木 あさひキッズ
企業

主導型
なし

碧南市 10 16 金
碧南市民病院院内保育所

すくすく保育所
病院 なし ○

碧南市 10 16 金
小林記念病院

はとぽっぽ保育所
一般 なし ○

碧南市 10 16 金 ことは保育室
企業

主導型
なし ○

保育従事者について有資格者がいないので、早急に充足させること。（保育
に従事している者の概ね３分の１以上は保育士または看護師及び准看護師
の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.9 未改善

消防計画の作成、届出を行うこと。 R2.12.9 未改善

防火管理者を選任し、届出を行うこと。（30人以上の場合、選任・届出義務
あり）

R2.12.9 未改善

碧南市 10 19 月 岡村わくわく 病院 なし ○

碧南市 10 19 月 with クリーン保育園
企業

主導型
なし ○

豊川市 10 14 水 ちびっこハウス三和 一般

一般

豊川市 10 14 水 託児所　ゆたか 事業所 ○

碧南市 10 16 金 イーエーエス碧南保育所
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保育従事者について有資格者がいないので、早急に充足させること。（保育
に従事している者の概ね３分の１以上は保育士または看護師及び准看護師
の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.17 未改善

消防計画の作成、届出を行うこと。 R2.12.17 未改善

防火管理者を選任し、届出を行うこと。（30人以上の場合、選任・届出義務
あり）

R2.12.17 未改善

２階保育室からの乳幼児の転落事故を防止する設備を整備しておくこと。 R2.12.17 改善済

児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制を整備しておくこと。 R2.12.17 改善済

乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を
保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断
書または母子手帳の写しの提出を受けること。

R2.12.17 改善中

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R2.12.17 未改善

入所後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設
付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育従事者に周知すること。

R2.12.17 改善中

職員の健康診断は１年に１回実施し、その結果を保存すること。 R2.12.17 未改善

児童に関する保険に加入すること。 R2.12.17 未改善

労働基準法等その他法令に基づき、各事業所ごとに備え付けが義務付けら
れた労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係
に関する書類を整備すること。

R2.12.17 改善中

保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R2.12.16 改善中

児童一人一人の心身の発育や発達の状況に応じた保育計画を作成し、計
画的保育を行うこと。

R2.12.16 改善済

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R2.12.16 改善中

サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。 R2.12.16 改善済

豊川市 10 20 火 特別養護老人ホーム光楽苑 事業所 なし ○

春日井市 10 21 水 maco’s kids garden 一般 なし ○

春日井市 10 21 水 保育園ハイジの森 一般 なし ○

春日井市 10 21 水

大型デイサービスセンター
サンサンリゾートグレイスフ
ル春日井　サンサンリゾート

保育所

事業所 なし ○

春日井市 10 21 水
ダールルイーマーン春日井

保育園
一般 なし ○

長久手市 10 22 木 長久手くるみ保育園
企業

主導型
なし ○

安城市 10 26 月 保育所　やちぴよ 病院
事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること（棚の転倒防止）。

R2.12.17 改善済 ○

安城市 10 26 月 託児所「わくわく」 病院 なし ○

安城市 10 26 月
マミーズ保育園　FEELでっか

いどう！！
企業

主導型
なし ○

安城市 10 26 月 ひまわり園 病院 児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制を整備しておくこと。 R2.12.9 改善済 ○

弥富市 10 27 火 海南保育ルーム 事業所
児童一人一人の心身の発育や発達の状況に応じた保育計画を作成し、計
画的保育を行うこと。

R2.12.11 未改善

19 月
ESCOLA SEMENTINHA DE

JESUS
一般

豊川市 10 20 火 医療法人桃源堂後藤病院 病院

碧南市 10
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弥富市 10 27 火
愛知県厚生農業協同組合連
合会海南病院さくらんぼ園

病院 なし ○

安城市 10 28 水 ほしの園 一般 なし

安城市 10 28 水 ら・ら・らんど 一般
無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.15 改善中

保育従事者について有資格者が不足しているので、早急に充足させるこ
と。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士または看護師及び
准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.15 未改善

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること。（棚上のステレオ）

R2.12.15 改善済

安城市 10 28 水 ドキドキッズ
ベビー
ホテル

なし ○

安城市 10 29 木 みんなの子だから
企業

主導型
なし ○

保育従事者について有資格者がいないので、早急に充足させること。（保育
に従事している者の概ね３分の１以上は保育士または看護師及び准看護師
の資格を有する者を配置すること。）

調理室は、乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることができないように区画
等を行うこと。

乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を
保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断
書または母子手帳の写しの提出を受けること。

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

職員の健康診断は１年に１回実施し、その結果を保存すること。

睡眠中に児童がうつぶせで寝ている場合は、医学上の理由がある場合を除
き、仰向けに体勢を変えること。

保育室には、転倒転落して事故につながる恐れのあるものは置かない様に
十分配慮すること。

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。

サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。

職員の氏名・連絡先、採用年月日等を記入した帳簿を備えること。

労働基準法等その他法令に基づき、各事業所ごとに備え付けが義務付けら
れた労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係
に関する書類を整備すること。

保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

便所は、保育室及び調理室と区画をすること。

乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を
保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断
書または母子手帳の写しの提出を受けること。

職員の健康診断は１年に１回実施し、その結果を保存すること。

睡眠中に児童がうつぶせで寝ている場合は、医学上の理由がある場合を除
き、仰向けに体勢を変えること。

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。

安城市 10 29 木 このみ保育園
企業

主導型
なし ○

あま市 10 30 金 ひかりっこ園
企業

主導型
なし ○

一般

安城市 10 28 水 ノーボーダーズ　安城校 一般

29 木 こどもランド　ＢＡＭＢＩ 一般

安城市 10 29 木 CASINHA VERDE

安城市 10



月 日 曜

令和２年度認可外保育施設実施指導調査結果（調査実施順）
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報告日

改善
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緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画
（マニュアル）を策定すること。

R3.1.6 未改善

乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を
保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断
書または母子手帳の写しの提出を受けること。

R3.1.6 未改善

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R3.1.6 未改善

緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画
（マニュアル）を策定すること。

R3.1.6 未改善

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R3.1.6 未改善

小牧市 11 2 月
小牧市民病院　竹の子保育

所
病院 なし ○

保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R3.1.8 改善中

無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R3.1.8 改善中

緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画
（マニュアル）を策定すること。

R3.1.8 改善済

避難及び消火に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておく
こと。

R3.1.8 改善中

児童一人一人の心身の発育や発達の状況に応じた保育計画を作成し、計
画的保育を行うこと。

R3.1.8 改善済

身長や体重の測定などの基本的な発育チェックを毎月行い、記録しておくこ
と。

R3.1.8 改善済

乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を
保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断
書または母子手帳の写しの提出を受けること。

R3.1.8 改善中

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R3.1.8 改善中

職員の健康診断は採用時に実施し、その結果を保存すること。 R3.1.8 改善中

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理（テレビの固定）をすること。

R3.1.8 改善済

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R3.1.8 改善済

サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。 R3.1.8 改善済

在籍乳幼児及び保護者の氏名、乳幼児の生年月日及び健康状態、保護者
の連絡先、乳幼児の在籍記録及び契約内容等が確認できる書類を整備す
ること。

R3.1.8 改善済

西尾市 11 4 水 シルヴィー西尾託児 事業所
保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R3.1.7 改善済 ○

西尾市 11 4 水 キッズルーム丘の上 病院 なし ○

西尾市 11 4 水 かにえ歯科内託児室 病院 サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。

西尾市 11 4 水 せんねん村託児所 病院 なし ○

小牧市 11 5 木
学校法人　福厳寺学園　めだ

かの学校
一般 なし ○

小牧市 11 5 木
認可外保育所☆キラッとクラ

ブ☆
一般 なし ○

小牧市 11 5 木 小牧こひつじ保育園 病院 なし ○

小牧市 11 2 月 ヤクルト小牧南保育ルーム 事業所

事業所

小牧市 11 2 月 ヤクルト岩崎保育ルーム 事業所

小牧市 11 2 月 あいえいファミリー



月 日 曜
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西尾市 11 9 月 なないろはうす 病院 なし ○

西尾市 11 9 月
西尾市民病院　ひまわり保

育所
病院 なし ○

西尾市 11 9 月 にじいろほいくえん
企業

主導型
なし ○

保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R3.1.5 未改善

乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を
保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断
書または母子手帳の写しの提出を受けること。

R3.1.5 未改善

乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断
を年２回（おおむね６か月ごとに）実施し、その結果を保存しておくこと。
施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母
子手帳の写しの提出を受けること。

R3.1.5 未改善

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R3.1.5 改善済

サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。 R3.1.5 改善済

犬山市 11 11 水 おひさま保育園
企業

主導型
なし ○

犬山市 11 11 水 たんぽぽ 病院 なし ○

日進市 11 12 木 ひよこ託児所 事業所 なし ○

日進市 11 12 木
名古屋東物流センター内保

育所
企業

主導型
なし ○

日進市 11 12 木
日進おりど病院　つくし保育

室
病院 なし ○

日進市 11 12 木 さんさん教室
ベビー
ホテル

月極契約の児童一人一人の心身の発育や発達の状況に応じた保育計画
（週案、月案）を作成し、計画的保育を行うこと。

R3.3.16 改善済 ○

日進市 11 13 金
認定こども園愛知国際プリス

クール
一般 なし ○

消防計画の作成、届出を行うこと。 R3.1.6 未改善

防火管理者を選任し、届出を行うこと。（30人以上の場合、選任・届出義務
あり）

R3.1.6 未改善

犬山市 11 16 月 保育所ぬく森
企業

主導型
事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること。（棚及びビデオデッキの固定）

R2.12.31 改善済 ○

無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.28 未改善

消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が
記された計画を策定すること。

R2.12.28 改善済

避難及び消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録
を保存しておくこと。

R2.12.28 未改善

睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。（午睡
チェック記録を作成すること。）

R2.12.28 改善中

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること。(棚の転倒防止対策）

R2.12.28 未改善

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R2.12.28 改善済

11 水 犬山駅西病院　託児所 病院

犬山市 11 16 月 ヤクルト犬山保育ルーム 事業所

犬山市 11

犬山市 11 16 月
子育て支援サービス　わんま

るキッズ（東古券）
一般
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無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
体制とすること。（保育に従事している者の概ね３分の１以上は保育士また
は看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。）

R2.12.28 未改善

消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が
記された計画を策定すること。

R2.12.28 改善済

避難及び消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録
を保存しておくこと。

R2.12.28 未改善

睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。（午睡
チェック記録を作成すること。）

R2.12.28 改善中

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理をすること。(棚の転倒防止対策）

R2.12.28 未改善

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R2.12.28 改善済

無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時有資格者が配置される
よう、保育士登録を実施すること。（保育に従事している者の概ね３分の１以
上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置するこ
と。）

R3.1.6 改善済

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R3.1.6 改善済

尾張旭市 11 17 火
アンインターナショナルス

クール
一般 なし ○

尾張旭市 11 17 火 あんじゅ保育室 病院 なし ○

田原市 11 18 水 特別養護老人ホーム花の里 事業所
保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R3.1.4 改善中

保育従事者が１人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育
に従事できる勤務体制を整えること。

R3.1.4 改善中

児童一人一人の心身の発育や発達の状況に応じた保育計画を作成し、計
画的保育を行うこと。

R3.1.4 改善済

児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制を整備しておくこと。 R3.1.4 改善済

身長や体重の測定などの基本的な発育チェックを毎月行い、記録しておくこ
と。

R3.1.4 改善済

入所後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設
付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育従事者に周知すること。

R3.1.4 改善済

サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。 R3.1.4 改善済

田原市 11 18 水
特別養護老人ホーム田原福

寿園
事業所 なし

尾張旭市 11 19 木 nursery school friend 一般 なし ○

尾張旭市 11 19 木 マミーズ保育園　FEEL三郷
企業

主導型
なし ○

春日井市 3 8 月 ひかり保育所
企業

主導型
なし ○

碧南市 3 10 水 ARCA DE NOE 一般
保育従事者について有資格者がいないので、早急に充足させること。（保育
に従事している者の概ね３分の１以上は保育士または看護師及び准看護師
の資格を有する者を配置すること。）

R3.4.7 未改善

東海市 3 11 木
マリーアグランマ保育園　ＤＲ

ＥＡＭＳ
企業

主導型
なし ○

北名古屋
市

3 17 木 沖村ひかり園 一般 なし ○

一般

17 火 ヤクルトあさひ保育ルーム 事業所

犬山市 11 16 月
子育て支援サービス　わんま

るキッズ（松本町）

○

田原市 11 18 水
特別養護老人ホーム田原ゆ

の里
事業所

尾張旭市 11


