
大阪市内保育施設等一覧（認定こども園・保育所・地域型保育事業）（令和5年4月）

施設種別 設置運営 施設名称 郵便番号 施設住所 施設電話 運営法人名

幼稚園型認定こども園 私立 幼稚園型認定こども園　念法幼稚園 538-0054 鶴見区緑3-3-18 06-6911-3158 学校法人　念法学園

幼稚園型認定こども園 私立 三愛幼稚園 538-0042 鶴見区今津中4-3-13 06-6968-1981 学校法人　三愛学園

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　茨田大宮こども園 538-0031 鶴見区茨田大宮3-1-43 06-6911-0101 社会福祉法人　向日葵福祉会

保育所型認定こども園 私立 保育所型認定こども園　茨田東こども園 538-0031 鶴見区茨田大宮4-40-15 06-6911-2600 社会福祉法人　向日葵福祉会

保育所 公立 大阪市立茨田第1保育所 538-0051 鶴見区諸口5-浜6-17 06-6912-6149 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立今津保育所 538-0042 鶴見区今津中3-7-2 06-6968-0418 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立茨田第2保育所 538-0052 鶴見区横堤4-12-33 06-6912-1110 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 鶴見えのもと保育園 538-0043 鶴見区今津南1-1-4 06-6964-1164 社会福祉法人　恵友会

保育所 私立 俊英舘保育園 538-0035 鶴見区浜2-5-14 06-6912-0045 社会福祉法人　俊英舘福祉事業会

保育所 私立 鶴見学園 538-0053 鶴見区鶴見3-11-30 06-6912-6846 社会福祉法人　願正会

保育所 私立 鶴見みどり保育園 538-0054 鶴見区緑2-3-10 06-6913-8864 社会福祉法人　恵友会

保育所 私立 放出保育園 538-0044 鶴見区放出東1-12-20 06-6961-4366 社会福祉法人　正因福祉会

保育所 私立 俊英舘第2保育園 538-0037 鶴見区焼野1-2-18 06-6915-2211 社会福祉法人　俊英舘福祉事業会

保育所 私立 みつばさ保育園 538-0042 鶴見区今津中4-4-22 06-6967-3455 社会福祉法人　マナ会

保育所 私立 もろぐち保育園 538-0051 鶴見区諸口1-6-23 06-6915-8558 社会福祉法人　敬愛会

保育所 私立 鶴見みどり第二保育園 538-0053 鶴見区鶴見4-11-34 06-6914-1221 社会福祉法人　恵友会

保育所 私立 のぎく保育園 538-0051 鶴見区諸口5浜-14-6 06-6913-9622 社会福祉法人　野の花福祉会

保育所 私立 にじの木保育園 538-0042 鶴見区今津中1-1-14 06-6180-3341 社会福祉法人　マナ会

保育所 私立 横堤みのり保育園 538-0053 鶴見区鶴見1-6-50 06-6913-2600 社会福祉法人　久栄会

保育所 私立 鶴見はとぽっぽ保育園 538-0052 鶴見区横堤5-5-51 06-6911-1200 社会福祉法人　城東福祉会

保育所 私立 三愛こども園 538-0042 鶴見区今津中4-3-13 06-6968-1981 学校法人　三愛学園

保育所 私立 いずみの保育園 538-0041 鶴見区今津北1-11-18 06-6955-8140 社会福祉法人　マナ会

保育所 私立 よこづつみ保育園 538-0052 鶴見区横堤3-1-10 06-6911-0077 社会福祉法人　敬愛会

保育所 私立 つるみ保育園 538-0053 鶴見区鶴見4-16-4 06-6913-7400 社会福祉法人　恵友会

保育所 私立 ほっぺるランド鶴見緑地 538-0035 鶴見区浜2-2-68 06-6995-4122 株式会社　テノ．コーポレーション

保育所 私立 トレジャーキッズよこづつみ保育園 538-0052 鶴見区横堤5-8-9 06-6780-4771 株式会社　セリオ

保育所 私立 ポピンズナーサリースクール鶴見緑地 538-0052 鶴見区横堤2-3-12 06-6991-8961 株式会社ポピンズエデュケア

保育所 私立 ソフィア横堤保育園 538-0052 鶴見区横堤1-11-62 06-6115-5148 社会福祉法人　みやび

保育所 私立 えがおの森保育園・つるみ 538-0053 鶴見区鶴見4-17-22 06-6912-6060 株式会社　千趣会チャイルドケア

保育所 私立 うれしい保育園　放出 538-0043 鶴見区今津南3-4-26 06-4258-0021 株式会社　ケア２１

保育所 私立 えがおの森保育園・いまづ 538-0043 鶴見区今津南1-6-38 06-6968-1440 株式会社　千趣会チャイルドケア

保育所 私立 やけの保育園 538-0037 鶴見区焼野2-5-17 06-6911-5500 社会福祉法人　正覚会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 鶴見なないろ保育園　諸口園 538-0051 鶴見区諸口2-14-13 06-6915-4444 株式会社　なないろ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かいせいプチ保育園　鶴見園 538-0053 鶴見区鶴見3-13-35　グリーンビューつるみ1-(4)(5) 06-6115-5680 株式会社　成学社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ソフィアみどり保育園 538-0054 鶴見区緑1-11-3　ベルデカーサ2Ｆ 06-6180-3578 社会福祉法人　みやび

小規模保育事業者―Ａ型 私立 みどり一丁目にこにこ保育園 538-0054 鶴見区緑1-7-28　菊千マンション1階 06-6932-1503 株式会社　スマイルファクトリー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 念法保育園 538-0054 鶴見区緑3-3-18 06-6911-3159 学校法人　念法学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 今福鶴見にこにこ保育園 538-0053 鶴見区鶴見2-22　鶴見第2住宅5号棟110号室 06-6780-4594 株式会社　スマイルファクトリー



施設種別 設置運営 施設名称 郵便番号 施設住所 施設電話 運営法人名

小規模保育事業者―Ａ型 私立 放出東にこにこ保育園 538-0044 鶴見区放出東3-2　市営放出東住宅1号棟104号室 06-6978-4881 株式会社　スマイルファクトリー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 とまり木保育園　今津中園 538-0042 鶴見区今津中1－7－2　グランツ鶴見101号室 06-6167-7067 株式会社　ＪＯＫＯ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 しあわせいっぱい保育園　今福 538-0053 鶴見区鶴見3-4-17　メディシオン鶴見1階 06-6180-5720 株式会社　ハンドシェイク


