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きらりたのしいくらし 

子育て情報紙 秋号 

<発行> 2021.9 
北区子育て支援連絡会 
北区役所・子育て支援室 
北区扇町２－１－２７ 
TEL：06-6313-9533 
FAX：06-6313-9905 

この情報紙は各子育て支援施設にも配架しています 

子育てを応援します！ 

地域からのイチオシ情報 

を掲載します♪ 

幼稚園一覧 名称・住所・電話 特徴・指導方針 時間 定員
入所可能

年齢
備考

（月・火・木・金）

9:00～14:00

神山町９－１９ （水）9:00～11:30

06-6361-1235 預かり保育あり

（月～金）

8:45～14:30

与力町４－１６ 預り保育

06-6353-9580 早朝 7:30～18:30まで

（月～金）

9:00～14:00

長柄西２－５－２２ 預かり保育　～17：30

06-6354-1972 早朝預かり 8:05～

（月～金）

9:00～14:00

中津３－６－１５

06-6371-0412

（月・火・木・金）

9:00～14:30

菅原町１１－２ （水）9:00～11:30

06-6361-6005

（月・火・木・金）

9:00～14:30

天満１－２４－１５ （水）9:00～11:30

06-6351-4565 登園時間8:40～ 9:00

（月・火・木・金）

8:45～14:30

大淀中４－１０－２１ （水）8:45～11:30

06-6458-9300 預かり保育あり

小人数制できめ細やかな保育。明るく元気で素

直な子どもに育てます。

４～５歳70人

３～５歳80人

満３～５歳105人

３～５歳150人

願書配布

9/1(水）～・9：30～17：00

入園説明会

9/7(火）10:00～（要予約）

願書受付

10/1（金 ）9:15～

扇町同胞幼稚園

写真掲載

写真掲載

北区の中では広い園庭があります。令和２年3月

に新園舎が完成し、それまではできなかった遊び

や取り組みができるようになりました。幼稚園は

楽しいことが第一ですが、それだけではない文字

や数字、英語等の知的な要素も取り入れ、バラン

スの取れた保育活動を行っています。大淀幼稚

園は北区の中では恵まれた園庭と施設を生かし

て、子どもたちの全人格的な成長を目指します。

願書配布　9/1～

入園説明会　未定（HP参照）

願書受付　10/1～

※入園見学会は未定です。

写真掲載

キリスト教の教会の付属園として誕生しました。

神さまの愛に守られてこどもたちが安心してすご

せるように願っています。

登園後は子どもたちが自由にコーナーでの遊び

を楽しんでいます。子どもの興味や発達、季節に

応じた遊具やゲームなど工夫して準備していま

す。楽しそう！やってみたい！いっしょにしよう！

から1日が始まります。

私

立

公

立

大阪市立
中大淀幼稚園

太成学院
天満幼稚園

大淀幼稚園

中津相愛幼稚園

大阪市立
菅南幼稚園

写真掲載

大阪市立
滝川幼稚園

写真掲載

写真掲載

写真掲載

見学は未定

願書交付10/1～10/12

願書受付10/1～10/18

見学は未定

願書交付10/1～10/12

願書受付10/1～10/18

願書配布 9/1～

入園説明会

9/3(金)15～16時（予約不要）

１家族１名でいらしてください。

願書受付

10/1～

豊かな心、やさしい心、感謝の心の育成と、園庭

には雨の日でも遊べるUVカット開閉式テントを設

備、一年間通して泳げる室内温水プールを設備

し、体力作りとバランスの良いカリキュラムを図っ

ています。新型コロナウィルス飛沫感染防止のパ

テーションを設置、また、空気清浄機も買い替え、

子ども達の健康と安全を守る環境設備を行って

おります。

見学、お問い合わせはお電話

にてご予約をお待ちしておりま

す。

入園説明会（要・予約）

9/7(火)・9/8(水)・9/9(木)

受付10：00～

出願日　10/1～

滝川小学校に併設。小学生と園児の交流活動が

多く、校庭や講堂など施設も共有できる。明るい

園庭でのびのび遊ぼう！

心身ともに明るくすこやかな子どもを育てることを

教育目標としています。中之島バラ園や天満宮な

ど、地域の環境や様々な人とのふれあいを大切

に、今年創立1３７年目を迎えます。

３～５歳95人

３～５歳90人

３～５歳90人

大淀小学校に併設。幼小連携活動が活発。広い

園庭でのびのびと体を動かして活動できます。

様々な人とのふれあいを通し、豊かな心を育てま

す。

見学は未定

願書交付10/1～10/12

願書受付10/1～10/18
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保育施設一覧 名称・住所・電話 特徴・指導方針 保育時間 定員 入所可能年齢 備考

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

大淀中4-9-11 （短時間）8:00～16:00

06-6458-6200

（最大）8:00～22:00

（標準）11:00～22:00

大淀中4-9-11 （短時間）14:00～22:00

06-6458-6200

（最大）7:30～19:00

（標準）7:30～18:30

長柄東3-2-3 （短時間）8:00～16:00

06-6357-1358

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

長柄中1-1-23 （短時間）8:00～16:00

06-6353-8618

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

本庄西3-13-5 （短時間）9:00～17:00

06-6374-2537 ☆一時預かり有り

（最大）7:30～19:00

（標準）7:30～18:30

豊崎3-1-12 （短時間）9:00～17:00

06-6372-8028

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

中津2-7-8-101 （短時間）8:00～16:00

06-6373-0979

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

同心1-5-27 （短時間）8:00～16:00

06-6881-0651

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

中崎3-4-22 グレンパーク梅田北１F （短時間）8:00～16:00

06-6459-7631

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

天満4-9-9 renbi第１ﾋﾞﾙ1・2F （短時間）8:00～16:00

06-6352-4152

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

本庄東1-24-9 （短時間）9:00～17:00

06-6373-0283

（最大）7:00～20:00

（標準）7:00～18:00

同心1-1-26ブリリアントタワー （短時間）8:30～16:30

06-6360-9681

（最大）7:00～20:00

（標準）7:30～18:30

大淀中3-9-22 （短時間）8:00～16:00

06-6345-5350

（最大）7:30～19:00

（標準）7:30～18:30

大淀中1-11-9 （短時間）8:30～16:30

06-6453-4150

（最大）7:00～20:00

（標準）7:00～18:00

長柄3-3-6 （短時間）8:00～16:00

06-4800-7050

こころとからだを育む

①すくすく育つ

②わくわく遊ぶ

③いきいき学ぶ

あそび（社会的総合作用）からの【生きる力】

の基礎を作る保育をしています。

見学は随時

お問い合わせ

ください。

写真掲載

マミーズアイ保育園
おおさかきた園

写真掲載
０～５歳

※R４年度より２～５歳

※０～１歳は分園のみ

子ども達の自立を促し、自ら考える力をつけら

れる保育を実践しています。異年齢との関わ

りも大切にして、沢山のお友達と過ごす時間を

持っています。
109人 ０～５歳

見学は随時

要予約

私
立

見学は随時

要予約

見学は随時

要予約

０～２歳

見学は随時

要予約

写真掲載 20人

０～５歳写真掲載

レイモンド梅田北保育園

110人

さつき保育園☆

見学は

要予約
０～５歳

大阪主婦之会保育園

中津保育園

同心保育園
リズム遊びや歌、自然での遊びを取り入れな

がら、豊かな心と生きる力を育みます。0歳児

からの発達・咀嚼力・探求心・出会いを大切に

一人一人に寄り添った保育を心がけていきま

す。

０～２歳

０～５歳

令和３年度

入園一斉説明会

８月２８日(土)9:30～

随時の見学もあり

要電話予約

見学は随時

要予約

私たちは保育を通して「3つの心」を育てます。

人・命を愛する心　自然と共に生きる心　想像

（創造）する心

写真掲載

かしこい頭・やさしい心・じょうぶな体を育む

「知・情・体三位一体の総合幼児教育」を実践

いたします。
20人

・見学は随時

・地域交流

　（第２金曜日）

変更の場合あり

＊事前要予約

15人 ０～５歳写真掲載

ひとりひとりを大切に丁寧に関わるなかで、自

尊感情を育くみます。大阪市就学前教育カリ

キュラムにもとづいて保育をしています。

見学は

要予約

写真掲載

園内は四季を感じる自然がいっぱい。安心し

て過ごせる環境の中でしっかり遊び、心身とも

に健やかに育つことを大切にしています。
139人

見学は随時

要予約
０～５歳

市

立

185人 ０～５歳

大淀保育所

大淀保育所（夜間）

長柄保育園

保護者の就労で夜間の保育が必要な児童対

象です。こどもの生活リズムに合わせた形で、

過ごします。

鶴満寺保育所

写真掲載

保育園が第二の家庭であり、かつ豊かな学び

の場となるよう、日々子どもたちに寄り添って

いきます。
75人

115人 ０～５歳

写真掲載

「心豊かに伸び伸びと明るく健康な子ども」一

人一人の個性を大切に、子どもも大人も心豊

かにありたいと願い日々取り組んでいます。

157人写真掲載

和合（みんなと仲良くし平和意識を育む）　人

格形成（個性を伸ばし正しい人間性を育む）

生命尊重（一人一人の命の尊さを学ぶ）

写真掲載

お子さま一人ひとりの個性を大切にし、お子さ

まの気持ちに寄りそった保育を実践していま

す。お子さまの第2のわが家になるべく家庭的

なぬくもりを大切にし、保護者の皆さまに安心・

信頼頂ける保育園を目指しています。

259人

０～５歳

蓮美幼児学園
てんまんぐうナーサリー 見学は随時

要予約

見学は随時

要予約

見学は随時

電話にて

要予約

80人

84人 ０～５歳

74人 ０～５歳

０～５歳102人

クオリスキッズ
北梅田保育園

写真掲載

「ほめて育てる」をモットーに幼児教育を目的

とした様々な活動を通して自己肯定感を育み

ます。

※R４年４月 分園が開園

【未来へ羽ばたくてんまっ子】

“自ら考え、挑戦してみる元気っ子”を支え、見

守る保育を大切にしています。特別活動のス

イミングも基礎体力の向上につながり、子ども

はもちろん、保護者の皆様からも大好評で

す。

音色つばさ保育園

写真掲載

ちゃいれっく
東天満保育園

写真掲載

ポポラー大阪長柄園

出会った時には元気な声でご挨拶。困ってい

る時には思いやりの言葉掛け。感謝の心と言

葉が響く『優しい家』であること。そんな当たり

前の事を当たり前にできる保育園です。そして

『五感を使った豊かな経験と体験を！』都会で

も思いっきり楽しみましょう！
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  保育施設一覧 名称・住所・電話 特徴・指導方針 保育時間 定員 入所可能年齢 備考

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

大淀南3-12-12 （短時間）8:00～16:00

06-6346-3012

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

天神橋8-4-16 （短時間）9:00～17:00

06-6755-4600

（最大）7:00～19:00

（標準）7:30～18:30

中崎西1-7-39 （短時間）9:00～17:00

06-6131-5551

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

中津3-3-3 （短時間）8:30～16:30

06-6377-6333

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

同心1-6-27 （短時間）8:30～16:30

06-6358-4611

（最大）7:30～19:00

（標準）7:30～18:30

大淀南3丁目3-14 （短時間）8:00～16:00

06-6454-0800

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

天満1丁目18-24 （短時間）8:30～16:30

06-6948-5707

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

豊崎1丁目6-5 （短時間）8:30～16:30

06-6131-4088

（最大）7:00～20:00

（標準）7:00～18:00

中津7丁目5-24 （短時間）8:30～16:30

06-6136-8312

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

中崎2丁目4-29 （短時間）8:30～16:30

06-6371-1387

（最大）7:00～20:00

（標準）7:30～18:30

長柄中2丁目5-35 （短時間）8:00～16:00

06-6940-0281

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

大淀中3丁目17-15 （短時間）9:00～17:00

06-6131-5704

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

中崎1-7-8 （短時間）8:30～16:30

06-6373-0080

（最大）7:00～19:00

（標準）7:00～18:00

兎我野町3-10 （短時間）8:30～16:30

06-6361-8344 ☆一時預かり有り

（最大）7:00～19:30

（標準）7:00～18:00

天神西町3-16 （短時間）8:00～16:00

06-6362-3755

110人 ０～５歳

天満ちとせ保育園
行き届いた安全な環境と、家庭的な温かい雰

囲気の中で、ひとりひとり子どもを大切にし、

健康で・明るく・思いやりのある・自律性を持っ

た子どもの育成を目指しています。

豊崎ちとせ保育園

保育士と子どもとの1対1の関係を大切に丁寧

な育児を行い愛着関係を形成し、自ら考え行

動できるように、知・心・体を育みます。

子どもたち一人ひとりを仏さまの子として大切

にし、優しい心で、強く明るく仲良く育ちあう保

育。

感謝することのできる子どもをお育ていたしま

す。

茶屋中津保育園
子ども一人ひとりを愛し、保護者の気持ちに寄

り添い、個性感性を伸ばし、社会で活躍する

子どもを育てる保育を目指します。

写真掲載

一人でも多くの子どもが

人間が生まれながらに持っている

素晴らしい力を育むことに喜びを感じ

笑顔と元気が溢れた園を

創造すること

マザーシップ
新梅田保育園

０～５歳

80人 ０～５歳

90人

56人

見学は随時

要予約

見学は随時

お問い合わせ

ください。

見学は随時

要予約
０～５歳

122人 ０～５歳

75人 ０～５歳

見学は随時

お問い合わせ

ください。

見学は随時

要予約
０～５歳写真掲載

こころと体と生きる力を育む保育園

①すくすく育つ②わくわく遊ぶ③いきいき学ぶ

少人数でアットホームな雰囲気の中、子ども

の育ちを大切に一人一人に寄り添った保育を

しています。異年齢保育、体操等の習い事を

取り入れています。

見学随時

要予約

金蘭会保育園
90人

クオリスキッズ天六
保育園

ぴっころきっず
新梅田園

いっぱい遊んですくすく育て

～心もからだもたくましく育ちあうこども～

ひとり一人の子どもたちのちがいを

受け入れながら、寄り添い、楽しく

元気に過すことを大切に保育しています！

愛のめぐみ保育園

「健やかな体・豊かな心・学ぶ意欲」を保育目

標とし、子どもを一人の人間として尊重し、保

育士との温かいふれあいを大切にして、日々

保育します。

写真掲載

中崎はな保育園◆

どのような活動も子ども自身が主人公。自主

性を尊重し、やってみたいことに意欲的に取り

組めるよう見守り励まします。

発達に応じた豊かな経験ができるよう遊びの

環境を整えます。

０～５歳

０～５歳

「子育て支援を通して子どもと子育てにかかわ

るすべての人を笑顔にする」という企業理念

のもと、子どもたち一人ひとりの可能性を探求

し、これからの「生きる力」を育みます。
70人 ０～５歳

見学は随時

要予約

85人

写真掲載

見学は随時

要予約

見学は随時

お問い合わせ

ください。

中崎町かいせい保育園
75人

写真掲載

えがおの森保育園・
どうしん

見学は随時

要予約

あい・あい保育園
大淀中園

子どもたちが安心して笑えるこども園であるこ

と。私たちが最も大事にしていることです。子

どもたちに優しさ、正しさを育みます。また時代

のニーズに合わせた教育・保育を心がけてい

ます。

明の守なかざき園

80人 ０～５歳

77人 ０～５歳
見学随時

要予約

☆・・・一時預かり　利用に当たっては、事前登録・利用料が別途必要です。　◆・・・期間限定保育　詳細は大阪市HPをご覧ください。

私

立

モンテッソーリ教育と臨床美術を核にして、子

どもたちが自ら想像力を養い、創造力を高め

られる保育を行っています。

保育者は、温かく見守る姿勢を大切にしてい

ます。

行き届いた安全な環境と、家庭的な温かい雰

囲気の中で、ひとりひとり子どもを大切にし、

健康で・明るく・思いやりのある・自律性を持っ

た子どもの育成を目指しています。

認

定

こ

ど
も

園
いっぱい遊び

　　いっぱい学ぶ

少人数を活かした異年齢活動・屋上園庭の安

田式遊具

玄米・和食中心の給食

中之島ちどり保育園

写真掲載

見学・説明会

8/28(土）10/23(土)

10時又は11時

電話にて要予約

０～５歳206人

子どもたちが「明るく・正しく・仲よく」成長して

いく保育園です。「いつも子どもを真ん中に」保

育を実践しています。
きたの旭ヶ丘学園☆

写真掲載

97人 ０～５歳
見学随時

要予約

見学は随時

月曜日または水曜日

10：00～

電話にて要予約

０～５歳95人
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保育施設一覧 名称・住所・電話 特徴・指導方針 保育時間 定員 入所可能年齢 備考

（最大）7:30～18:30

（標準）7:30～18:30

長柄東3-2-1-103 （短時間）8:00～16:00

06-6354-6420

（最大）8:00～19:00

（標準）8:00～19:00

本庄東2-2-30-2Bｳｨｯｼｭ大阪ﾋﾞﾙ （短時間）9:00～17:00

06-7220-4224

こぐまの森保育園 （最大）7:30～19:30

梅田園 （標準）7:30～18:30

豊崎2-8-13ｼﾞｮﾘｰﾌﾛｰﾗ1F （短時間）8:30～16:30

06-6376-1671

（最大）7:00～20:00

（標準）7:30～18:30

中津3-25-2北梅田ﾊﾟｰｸﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F （短時間）8:00～16:00

06-6292-5757

かいせいプチ保育園 （最大）7:30～18:30

天満橋園 （標準）7:30～18:30

天満2-1-11ｱﾙｽ天満橋 （短時間）9:00～17:00

06-6232-8817

（最大）7:00～18:00

（標準）7:00～18:00

西天満3-8-11ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ富貴屋101号室 （短時間）8:00～16:00

06-6926-4467

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

中津3-4-33明成中津ビル1階 （短時間）8:30～16:30

06-6292-7224

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

扇町2-1-27　北区役所１階 （短時間）8:30～16:30

06-6809-1228

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

中之島1-3-20 （短時間）8:30～16:30

06-4708-7080

（最大）7:30～19:30

（標準）7:30～18:30

大淀中3-11-32 （短時間）8:30～16:30

06-6442-3631

（最大）7:30～19:30

（標準）8:00～19:00

紅梅町1丁目2アーデン南森町1F （短時間）8:00～16:00

06-6356-1135

（最大）8:00～19:00

（標準）8:00～19:00

鶴野町3-17ﾌｧｰｽﾄNﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ203 （短時間）9:00～17:00

06-6110-5922

（最大）7:30～19:30

（標準）8:00～19:00

天神西町7-16藤井ﾋﾞﾙ1階12号室 （短時間）9:00～17:00

06-6311-4188

（最大）7:30～18:30

（標準）7:30～18:30

黒崎町6-13 （短時間）9:00～17:00

06-6371-6056

（最大）　 7:00～19:00

（標準）　 7:00～18:00

天満4丁目1－2コミニケ出版ビル2階 （短時間）9:00～17:00

06-6882-7701

※大淀保育所（夜間）について　保護者の就労等により午後７時半以降の保育を必要とする児童を対象とします。

　 また午前８時～11時までは、別途延長保育料が必要です。

事

業

所

内

保

育

コミニケ保育園
一人ひとりの子どもに応じて、のびのび育つ・

むちゅうで遊ぶ保育に取り組み、子どもたちと

共にいきいきした園生活を送ります。
12名 ０～２歳

見学は随時

要予約

※延長保育の利用料は別途必要です。保育時間と定員は変更になることがあります。詳しくはお問い合わせください。

◎保育施設の入所申し込みについては、北区保健福祉センター福祉課(06-6313-9489)へお問い合わせください。

家

庭

的

保

育

写真掲載

ぬくもりのおうち保育
南森町園

一人ひとりの好奇心に寄り添い、じぶんで考え

行動する楽しさを味わえる保育を心がけてい

ます。
5人 ０～２歳

見学は随時

電話にて

要予約

写真掲載

商店街の保育ママ
興学院

一人ひとりの子どもに合わせた関わり方を大

切にしています。異年齢での遊びを通じて思

いやりの気持ちや人と関わる力を育みます。
5人 ０～２歳

見学は随時

要予約

19人 ０～２歳

写真掲載

０～２歳

「園児達の第二のおうち」として安らぎがあり、

保護者や地域の方々に信頼される保育園を

目指しています。

キッズハーモニー・
なかのしま

写真掲載

０～2歳

０～２歳

写真掲載

写真掲載

ニチイキッズ
大淀中保育園

写真掲載

【家庭と保育園とでお子さまの成長を共に喜び

ます。】

1年を通して元気に体を動かして遊びます。季

節の自然に触れたり、音楽を聴いたり、多くの

絵本に触れて情操を養います。食を大切にし

ます。

19人 ０～２歳

０～２歳

19人

19人

写真掲載

ぴっころきっず
中津園

　　いっぱい遊んで、

　　　　　　　　　すくすく育て

　～心もからだもたくましく、

　　　　　　　　育ちあうこども～

ひとりひとりに寄り添い成長を見守ります。

19人 ０～２歳
見学随時

要予約

19人 ０～２歳

中之島ちどりキッズ

見学は随時

要予約

大阪市役所内にあり、一人ひとりに合わせた

保育を実践しています。安全で安心できる保

育環境の中で「自主性を持った」「思いやりの

ある」子どもたちを育みます。
15人

いっぱい遊び

　　いっぱい学ぶ

家庭的な雰囲気を大切にしながら、年齢別発

達も大切に育む

０～２歳
見学随時

要予約

安心できる関係の中で、“大切にされている”

ことを感じ、自己肯定感と他者への信頼感を

育てます。
10人

おもいっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。私たち

は、「やさしく・つよく生き抜く力」を育みます。

○すくすく育つ

○わくわく遊ぶ

○いきいき過ごす

見学は随時

要予約

にじのとり保育園

梅田ひまわり保育園
見学は随時

要予約

見学は随時

要予約

見学は随時

要予約
12人 ０～２歳

家庭的な保育の中で子ども達1人ひとりに

合った丁寧なかかわりや乳幼児が安心して伸

び伸びと育つ環境を目指しています。
19人 ０～２歳

クオリスキッズ
中津三丁目保育園

フェアリールーム天六園

家庭的な雰囲気の中で担当制保育を通して

一人ひとりを大切にした保育を心がけていま

す。長柄保育園と連携をとり保育をしていま

す。
11人 ０～２歳

見学は

要予約

写真掲載

見学は随時

（要予約）

長柄保育園に問い合わ

せて下さい。

小

規

模

保

育

〇明るくやさしく素直で元気な子〇自ら考え行

動できる子〇愛し愛される子を保育目標に、

小規模保育園ならではの、きめの細かい温か

な保育を特徴としています。

写真掲載

写真掲載

こころとからだを育む

①すくすく育つ

②わくわく遊ぶ

③いきいき学ぶ

一人ひとりの個性を大事にし、きめ細かい保

育を心がけています。

見学は随時

要予約

見学は随時

要予約

見学随時

要予約

ぴっころきっず
北区役所園

            いっぱい遊んで、すくすく育て

 ～心もからだもたくましく、育ちあうこども～

のびのびと自分の思いや気持ちを表現できる

よう、また好きなこと、楽しいことをたくさん見つ

けられるよう、一人ひとり丁寧に関わることを

心がけています。

14人

さくらんぼルーム
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保育コンシェルジュが保育施設･幼稚園などの疑問や相談をお聞きします♪ 

月～金（火曜のぞく）  ９：００～１７：００【予約優先】 

大阪市北区役所福祉課（保育担当）３階３３番窓口 

Tel：０６－６３１３－９４８９（保育コンシェルジュ） 

※繁忙期等都合により、相談予約を受付できない場合があります。 

保育所(園) 

仕事等のために家庭で保育ができない時に、保護者に代わって保育

をする児童福祉施設です。(原則生後６か月～小学校就学前) 

地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育) 

保育所（園）より少人数で子どもを預かる事業です。(原則生後６か月～２歳児) 

認定こども園 

幼稚園・保育所の機能や特徴を併せ持つ施設です。(原則生後６か月～小学校就学前) 

 

利用するには？ 

保育内容や施設の規模、家や職場からの利便性を施設見学やホー

ムページで確認して、北区保健福祉センター福祉課(３階３３番)に

申込みをしてください。年度途中の利用を希望する場合は、前月の

５日までに申込んでください。 

 

━ 令和４年４月１日からの入所（一斉入所）━ 

利用申込書配付：令和３年 9 月６日～10 月 15 日 

利用申込受付  ：令和３年 10 月１日～10 月 15 日 

受付場所：区役所３階 301 会議室 

※10 月 11 日(月)大淀地域で出張受付を行います。詳しくは北区 HP をご覧下さい。 

※申込書は配付開始日より大阪市ホームページからもダウンロードできます。 

３歳(市立中大淀幼稚園は４歳)から小学校就学前の子ども

が、先生や友達と過ごすなかで小学校からの生活や学習の基

礎を作る教育施設です。北区は大阪市立幼稚園が３園、私立幼

稚園が４園あります。自由遊びを大切にしている園、英語やリ

トミックなど様々な分野の経験を大事にする園、通園バスの

有無、お弁当か給食かなどそれぞれ特色があります。 

 

 

利用するには？ 

お子さんの発達や興味や関心、家庭の教育方針を考え、幼稚

園説明会などに参加し希望する園を決めましょう。希望する

幼稚園に直接申し込みをします。 

 

 

━令和４年４月１日からの入園━ 

公立幼稚園：10 月 1 日～願書交付・受付 

私立幼稚園：９月願書交付・１０月受付 

(希望者が多い場合は、抽選や先着順で入園を決定します｡) 

詳しい日時、選考方法は各園にお問い合わせください。 

令和４年度 新園がオープンします！ 

保育施設・事業ってなに？ 幼稚園ってなに？ 

◆申込みの際には申込み対象のお子様を同伴してください。 

申込み受付時に区職員による面接を実施します。母子手帳の持参にご協力ください。施設職員による面接は原則行いません。 

◆できるだけ、第一希望施設ごとに指定する日にお越しください。 

区職員による面接を同時実施することにより、大変混雑することが予測されるため、第一希望施設ごとに申込日を設定しています。 

指定日は申込書類に挟み込まれている一覧や北区ホームページ等でご確認ください。都合のつかない方は申込期間内であれば受付します。 

※園名は仮称です。事情により開園が遅れる場合があります。 

マミーズアイ保育園 

おおさかきた園分園 
住所：大淀南２丁目２番 

入所可能年齢：０～１歳 

天音つばさ保育園 
住所：東天満１丁目４番 

入所可能年齢：０～５歳 

トレジャーキッズ 

ほんじょう保育園 
住所：本庄東２丁目７番 

入所可能年齢：０～５歳 

相談予約は 

こちらから 

どうぞ♪ 

R3 年７月現在 


