
企業主導型保育事業所一覧（１／２）

◆企業主導型保育事業所とは
・子育て中の従業員のお子様が入所するために会社が設置する保育施設であり、内閣府（委託先：児童育成協
会）が所管し、職員配置や施設面積などは認可保育所並みの基準で運営されています。
・地域枠を設けた施設では従業員以外の方のお子様も入所できるようになっています。また、大野城市内に限
らず、春日市など市外の企業主導型保育事業所にも入所することができます。
・地域枠の人数や対象年齢などを一覧にまとめています。市による確認日以降、内容は変更されている場合が
ありますので、入所申請方法などとあわせて、詳細は各施設にお問い合わせください。
・一覧以外にも、助成決定を受け、開設済あるいは開設予定の施設があります。最新情報は児童育成協会の
ホームページ（http://www.kigyounaihoiku.jp/infoから「助成決定」をクリック）をご覧ください。

令和3年6月１日現在

地区 施設名
イオンゆめみらい
保育園乙金

大池さんしょう
保育園

ぽかぽか保育園
大野城園

第２このみ保育園

東
地
区
（
7
園
）

設置者名 イオン九州株式会社 三省製薬株式会社
一般社団法人

子育て支援の会ぽかぽか
NPO法人このみ

スマイルキッズサポート

所 在 地 乙金3-23-1 大池2-26-7 乙金台1-9-2 乙金2-16-41

電話番号 504-2383
558-0126

（9:00～18:00）
558-9339 586-5738

ホームページ ― ―
http://poka-poka-
hoikuen.jp/

http://www.konomi-
hoikuen.com/

定員
15名 15名 26名 60名

うち地域枠 7名 7名 13名 30名

開園時間

平日 7:30～18:30 7:45～18:45 7:00～18:00 7:30～18:30

延長 18:30～22:00 18:45～19:30 18:00～20:00 18:30～19:00

土曜 7:30～18:30 ― 7:00～18:00 7:30～18:30

延長 18:30～22:00 ― 18:00～20:00 18:30～19:00

日・祝 7:30～18:30 ― ― －

対象年齢 6ヶ月～2歳 3ヶ月～2歳（地域枠） 2ヶ月～5歳 6ヶ月～5歳

入園料 なし なし なし なし

保育料

¥23,000～¥30,000 ¥30,000～¥33,000 ¥19,100～¥35,900 ¥24,500～¥38,000

兄弟割引 ― あり あり あり

給食費

一食分は保育料に含む
（昼食・夕食ともに必要な
場合は一食分¥500のみ追
加）

保育料に含む 保育料に含む
保育料に含む

（３歳以上児のみ主食持参）

一時預かり
対象年齢 ― ― 2ヶ月～5歳 6ヶ月～5歳

料金（時間） ― ― ¥500～¥1,000 ¥500～

施設名 with たいが保育園 富世学舎 せんだんの丘保育園

設置者名 株式会社 UP FIELD 株式会社富世
株式会社

シンクロファーマネット１４

所 在 地 乙金2-1-5 乙金2-1-1 大城4-2-1

電話番号 503-0811 514-1034 580-8771

ホームページ －
http://www.tomiyo-
school.jp

https://www.sendannoo
ka-hoikuen.com

定員
19名 180名 12名

うち地域枠 9名 90名 6名

開園時間

平日 7:00～20:00 7:00～20:00 7:30～18:30

延長 － －
7:00～7:30
18:30～19:00

土曜 7:00～20:00 7:00～20:00 7:30～18:30

延長 － －
7:00～7:30
18:30～19:00

日・祝
祝日8：30～17：30
（その他の時間は応相談）

－ －

対象年齢
4ヶ月（首がすわってから）

～2歳
3歳～5歳 3ヶ月～5歳

入園料 なし なし なし

保育料

¥32,000～¥37,000 ¥23,100～¥26,600 ¥22,600～¥37,100

兄弟割引 なし なし なし

給食費 保育料に含む 別途徴収 保育料に含む

一時預かり
対象年齢 － 3歳～5歳 －

料金（時間） － ¥2,500／日 －



企業主導型保育事業所一覧（２／２）
◆支給認定証について
・企業主導型保育事業所に入所申請する方は施設から支給認定証（保育の必要性を確認する書類）を求められる場
合があります。認可保育所などを入所申請した方は、市が発行する認定証を使用することができます。新規ある
いは再度発行が必要な方は、認可保育所などの入所申請同様、保護者の入所要件に沿って、申請書（裏面：子ど
もの状況は記入不要）や勤務証明書などを市子育て支援課へ提出すれば、市が認定証を発行します。

◆注意点
・企業主導型保育事業所は認可外保育施設ですが、内閣府所管の認可保育所と同等の施設であるため、施設に入所
した場合は、認可保育所の入所を待っている状況であっても、国の定義に沿って待機児童ではなくなります。
（※企業主導型保育事業所へ入所後も、認可保育所を入所申請したまま、入所調整を受けることは可能です。）

・待機児童ではなくなるため、「大野城市待機児童支援補助金」の対象外となります。
令和3年6月１日現在

地区 月の浦保育園 リョーユー保育園 なないろ保育園 ふよう保育園

南
地
区
（
４
園
）

一般社団法人
まどか学園

株式会社
リョーユーパン

一般社団法人
なないろ会

医療法人芙蓉会
筑紫南ヶ丘病院

月の浦4-1-8 旭ケ丘1-８-25 畑ケ坂2-1-17 大字牛頸1034-5

595-5700 558-0313 596-7716 596-0100

http://www.tsukinour
ahoikuen.com

－
http://www.nanairo-
hoikuen.com

―

73名 12名 30名 19名

36名 2名 14名 2名

7:30～18:30 7:00～18:00 7:30～18:30 7:45～18:45

18:30～19:00 18:00～20:00 18:30～19:00 18:45～19:15

7:30～18:30 7:00～18:00 7:30～18:30 7:45～18:45

18:30～19:00 18:00～20:00 18:30～19:00 18:45～19:15

― 祝日の開所有 ― ―

6ヶ月～５歳 3ヶ月～5歳 6ヶ月～2歳 6ヶ月～５歳

なし なし なし なし

¥37,100～ ¥22,600～¥35,900 ¥37,000～¥37,100 ¥26,600～¥34,300

あり あり あり ―

あり（別途徴収） 保育料に含む 保育料に含む 保育料に含む

6ヶ月～5歳 3ヶ月～5歳 6ヶ月～2歳 ―

¥600 ¥2,000／日 ¥600 ―

中
央
地
区
（
５
園
）

クオーレリッコ
しもおおり保育園

東大利保育園 おおりん保育園 あいうえ保育園 下大利駅前保育園

株式会社 SIC 株式会社 成香
医療法人十全会
おおりん病院

ありさんプロ株式会社 株式会社 成香

東大利2-3-1-103 東大利4-7-23 中央1-13-8 瑞穂町1-3-18 下大利2-18-10

592-3500 591-3900 588-1270 558-2248 588-2539

https://cuore-ricco-
world.com

―
http://oorin.org/perks
ofthejob.html

https://www.aiue-
hoikuen.com

―

12名 27名 12名 36 19名

6名 13名 0名 17 9名

7:30～20:30 7:30～18:30 8:00～19:00 7:00～18:00 7:30～18:30

― － ― 18:00～19:00 －

7:30～20:30 7:30～18:30 8:00～19:00 7:00～18:00 7:30～18:30

― ― ― － －

7:30～20:30 ― ― － －

6ヶ月～2歳 5ヶ月～5歳 3ヶ月～5歳 3ヶ月～5歳 5ヶ月～2歳

なし なし なし なし なし

¥37,000～¥37,100 ¥20,000～¥33,000 ¥17,000～¥25,000 ¥23,100～¥37,100 ¥34,000～¥37,000

あり なし ― なし なし

昼食は保育料に含む
夕食は1食¥300

保育料に含む
3歳児以上は別途徴収あり

保育料に含む 別途徴収 保育料に含む

― 5ヶ月～5歳 ― ― 5ヶ月～2歳

― ¥450～¥800 ― － ¥500～¥800


