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保育施設等の整備について 

 

 

１ 認定こども園の整備（平成２９年度１施設、平成３０年度２施設） 

 

 

平成２９年度整備 保育所から認定こども園へ移行 

 現 新 

法人名 社会福祉法人未来保育会 変更なし 

所在地 狭山市入間川 3-26-21 変更なし 

代表者 大野 広幸 変更なし 

事業の種類 保育所 幼保連携型認定こども園 

名 称 ふじみ保育園 未来ふじみ認定こども園 

所在地 狭山市入間川 3-26-21 変更なし 

開所予定日 開所中 平成 30年 4月 1日 

利用定員 
120名 

3号 24名、2号 96名 

120名 

3号 37名、2号 78名、1号 5名 

 

 

平成３０年度整備 保育所から認定こども園へ移行 

 現 新 

法人名 社会福祉法人未来保育会 変更なし 

所在地 狭山市入間川 3-26-21 変更なし 

代表者 大野 広幸 変更なし 

事業の種類 保育所 幼保連携型認定こども園 

名 称 未来たけのこ保育園 未来たけのこ認定こども園 

所在地 狭山市北入曽字 656-1 変更なし 

開所予定日 開所中 平成 31年 4月 1日 

利用定員 
90名 

3号 37名、2号 53名 

96名 

3号 37名、2号 53名、1号 6名 
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平成３０年度整備 保育所から認定こども園へ移行 

 現 新 

法人名 社会福祉法人いるま保育会 変更なし 

所在地 狭山市北入曽 1294-1 変更なし 

代表者 小川 勝利 変更なし 

事業の種類 保育所 幼保連携型認定こども園 

名 称 いるま保育園 いるま認定こども園 

所在地 狭山市北入曽 1294-1 変更なし 

開所予定日 開所中 平成 31年 4月 1日 

利用定員 
90名 

3号 30名、2号 60名 

96名 

3号 30名、2号 60名、1号 6名 

 

 

 

 

２ 保育所の整備（平成３０年度１施設） 

 

平成３０年度整備  

法人名 社会福祉法人 至福の会 

所在地 狭山市南入曽 1044-1 

代表者 大野 裕明 

事業の種類 保育所 

名 称 こどもの森保育園 

所在地 狭山市南入曽 1045 

開所予定日 平成 31年 4月 1日 

利用定員 90名（0歳児 10名、1から 5歳児それぞれ 16名） 
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３ 地域型保育事業の整備（平成２９年度４施設、平成３０年度１施設） 

 

 平成２９年度整備 新規認可事業 

法人名 学校法人武蔵野学院 

所在地 東京都北区西ヶ原 4-56-20 

代表者 高橋 暢雄 

事業の種類 小規模保育事業Ａ型 

名 称 武蔵野短期大学附属保育園 

所在地 狭山市上広瀬 1110 

開所予定日 平成 30年 4月 1日 

利用定員 18名（0歳児 6名、1歳児 6名、2歳児 6名） 

 

法人名 学校法人石川学園 

所在地 狭山市鵜ノ木 7-18 

代表者 東 喜代雄 

事業の種類 小規模保育事業Ａ型 

名 称 狭山ひかり保育室 

所在地 狭山市鵜ノ木 7-18の一部 

開所予定日 平成 30年 4月 1日 

利用定員 19名（0歳児 3名、1歳児 8名、2歳児 8名） 

 

 

平成２９年度整備 法人移行等に伴う認可 

 現 新 

法人名 個人（戸口 有余子） 一般社団法人有人会 

所在地 狭山市中央 4-26-6小池ビル 1階 変更なし 

代表者 戸口 有余子 変更なし 

事業の種類 小規模保育事業Ｂ型 変更なし 

名 称 こうさぎ保育園 変更なし 

所在地 狭山市中央 4-26-6小池ビル 1階 変更なし 

開所予定日 開所中 平成 30年 3月 1日 

利用定員 
15名（0歳児 3名、1歳児 6名、

2歳児 6名） 
変更なし 
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平成２９年度整備 運営法人の変更 園長・事務長が引継ぎ運営 

 現 新 

法人名 株式会社ソフィア 株式会社つむぎ 

所在地 狭山市新狭山 2-19-35 所沢市若松町 810-18 

代表者 磯野 聡乃 福本 秀彦 

事業の種類 小規模保育事業Ａ型 変更なし 

名 称 ソフィアキンダーガーデン つむぎ保育園 

所在地 狭山市新狭山 2-19-35 変更なし 

開所予定日 開所中 平成 30年 4月 1日 

利用定員 
17名（0歳児 5名、1歳児 6名、

2歳児 6名） 

18名（0歳児 6名、1 歳児 6名、2

歳児 6名） 

 

 

平成３０年度整備 認可外保育施設から事業所内保育事業へ移行 

 現 新 

法人名 防衛省（共済組合入間支部） 変更なし 

所在地 
狭山市稲荷山 2丁目 3番地 

入間基地第 1厚生センター2階 
変更なし 

代表者 中原 茂樹（支部長） 変更なし 

事業の種類 認可外保育施設 事業所内保育事業 

名 称 Ｊキッズスカイ入間 変更なし 

所在地 
狭山市稲荷山 2丁目 3番地 

入間基地第 1厚生センター2階 
変更なし 

開所予定日 開所中 平成 31年 4月 1日 

利用定員 60名 48名（内地域枠 12名） 

 

 


