
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　太成学院天満幼稚園 530-0036 北区与力町4-16 06-6353-9580 学校法人　天満学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　中之島ちどり保育園 530-0045 北区天神西町3‐16 06-6362-3755 社会福祉法人　晋栄福祉会

保育所型認定こども園 私立 きたの旭ヶ丘学園 530-0056 北区兎我野町3-10 06-6361-8344 社会福祉法人　旭ヶ丘学園

保育所型認定こども園 私立 明の守なかざき園 530-0016 北区中崎1-7-8 06-6373-0080 社会福祉法人明の守福祉会

保育所型認定こども園 私立 認定こども園　ぴっころきっず新梅田園 531-0071 北区中津7-5-24　ブリエウメキタ 06-6136-8312 株式会社　プライムツーワン

保育所 公立 大阪市立大淀保育所 531-0076 北区大淀中4-9-11 06-6458-6200 大阪市

保育所 私立 大阪主婦之会保育園 531-0072 北区豊崎3-1-12 06-6372-8028 社会福祉法人　大阪主婦の会保育所

保育所 私立 鶴満寺保育所 531-0062 北区長柄中1-1-23 06-6353-8618 社会福祉法人　鶴満寺慈光園

保育所 私立 中津保育園 531-0071 北区中津2-7-8-101 06-6373-0979 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 長柄保育園 531-0063 北区長柄東3-2-3 06-6357-1358 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 同心保育園 530-0035 北区同心1-5-27 06-6881-0651 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 音色つばさ保育園 531-0074 北区本庄東1-24-9 06-6373-0283 社会福祉法人　博光福祉会

保育所 私立 さつき保育園 531-0073 北区本庄西3-13-5 06-6374-2537 社会福祉法人　北区さつき会

保育所 私立 クオリスキッズ北梅田保育園 531-0076 北区大淀中3-9-22 06-6345-5350 株式会社　クオリス

保育所 私立 ちゃいれっく東天満保育園 530-0035 北区同心1-1-26　ブリリアントタワー 06-6360-9681 株式会社　プロケア

保育所 私立 マミーズアイ保育園おおさかきた園 531-0076 北区大淀中1-11-9 06-6453-4150 株式会社　ハグウィズ

保育所 私立 ポポラー大阪長柄園 531-0062 北区長柄中3-3-6 06-4800-7050 株式会社　タスク・フォースミテラ

保育所 私立 愛のめぐみ保育園 531-0041 北区天神橋8-4-16 06-6755-4600 社会福祉法人　清光福祉会

保育所 私立 マザーシップ新梅田保育園 531-0075 北区大淀南3-12-12 06-6346-3012 社会福祉法人　松稲会

保育所 私立 中崎町かいせい保育園 530-0015 北区中崎西1-7-39　 06-6131-5551 株式会社　成学社

保育所 私立 茶屋中津保育園 531-0071 北区中津3-3-3　　　　　　 06-6377-6333 社会福祉法人 山の子会

保育所 私立 金蘭会保育園 531-0075 北区大淀南3-3-14 06-6454-0800 学校法人　金蘭会学園

保育所 私立 えがおの森保育園・どうしん 530-0035 北区同心1-6-27　千趣会ビジネスセンター別館 06-6358-4611 株式会社　千趣会チャイルドケア

保育所 私立 豊崎ちとせ保育園 531-0072 北区豊崎1-6-5 06-6131-4088 社会福祉法人　ちとせ交友会

保育所 私立 天満ちとせ保育園 530-0043 北区天満1-18-24 06-6948-5707 社会福祉法人　ちとせ交友会

保育所 私立 クオリスキッズ天六保育園 531-0062 北区長柄中2-5-35 06-6940-0281 株式会社　クオリス

保育所 私立 中崎はな保育園 530-0016 北区中崎2-4-29 06-6371-1387 社会福祉法人　ハナ集いの家

保育所 私立 ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　大淀中 531-0076 北区大淀中3-17-15 06-6131-5704 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

保育所 私立 トレジャーキッズほんじょう保育園 531-0074 北区本庄東2-7-9 06-6485-8206 株式会社　セリオ

保育所 私立 天音つばさ保育園 530-0044 北区東天満1-4-5 06-6882-0283 社会福祉法人　博光福祉会

保育所 私立 アイグラン保育園天満 530-0043 北区天満3-10-4 06-4397-4338 株式会社　アイグラン

保育所 私立 フェアリー保育園　本庄東 531-0074 北区本庄東1-1-2 06-6371-2033 株式会社　リンクス

保育所 私立 ポピンズナーサリースクール扇町 530-0054 北区南扇町1-14　関西電力労働組合会館1階 06-4307-6275 株式会社ポピンズエデュケア

小規模保育事業者―Ａ型 私立 さくらんぼルーム 531-0063 北区長柄東3-2-1-103 06-6354-6420 社会福祉法人　みおつくし福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 フェアリールーム天六園 531-0074 北区本庄東2-2-30-2B号　ウィッシュ大阪ビル 06-7220-4224 株式会社　リンクス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 クオリスキッズ中津三丁目保育園 531-0071 北区中津3-25-2　北梅田パークレジデンス1階 06-6292-5757 株式会社　クオリス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 こぐまの森保育園　梅田園 531-0072 北区豊崎2-8-13　ジョリーフローラ1Ｆ 06-6376-1671 株式会社　ワークプロジェクト

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かいせいプチ保育園　天満橋園 530-0043 北区天満2-1-11 06-6232-8817 株式会社　成学社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 中之島ちどりキッズ 530-0047 北区西天満3-8-11　レジデンス富貴屋101号 06-6926-4467 社会福祉法人　晋栄福祉会
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小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぴっころきっず中津園 531-0071 北区中津3-4-33　明成中津ビル1階 06-6292-7224 株式会社　プライムツーワン

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぴっころきっず北区役所園 530-0025 北区扇町2-1-27 06-6809-1228 株式会社　プライムツーワン

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズハーモニー・なかのしま 530-8201 北区中之島1-3-20 06-4708-7080 株式会社　パソナフォスター

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ニチイキッズ大淀中保育園 531-0076 北区大淀中3-11-32　ドムール北三番館1階 06-6442-3631 株式会社　ニチイ学館

小規模保育事業者―Ａ型 私立 にじのとり保育園 530-0038 北区紅梅町1-2　アーデン南森町1Ｆ 06-6356-1135 株式会社　にじのとり

小規模保育事業者―Ａ型 私立 輝け未来保育園 531-0074 北区本庄東1-9-5 06-7850-1224 イーストクオリティ　株式会社

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 コミニケ保育園 530-0043 北区天満4-1-2　コミニケ出版ビル2階 06-6882-7701 株式会社　コミニケライフサービス

家庭的保育事業者 私立 ぬくもりのおうち保育　南森町園 530-0045 北区天神西町7-16　藤井ビル1階12号 06-6311-4188 ぬくもりのおうち保育　株式会社

家庭的保育事業者 私立 商店街の保育ママ　興学院 530-0023 北区黒崎町6-13 06-6371-6056 合同会社　北天満ユニオン

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　淀川幼稚園 534-0002 都島区大東町2-5-28 06-6922-1214 学校法人　松尾学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　東野田ちどり保育園 534-0024 都島区東野田町4-15-20 06-6358-1415 社会福祉法人　晋栄福祉会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　友渕児童センター 534-0016 都島区友渕町1-3-141 06-6924-4788 社会福祉法人　都島友の会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　都島児童センター 534-0021 都島区都島本通3-4-3 06-6921-5323 社会福祉法人　都島友の会

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　内代まつのはな保育園 534-0014 都島区都島北通2-9-16 06-6921-5515 社会福祉法人　治栄会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　桜宮児童センター 534-0027 都島区中野町5-10-80 06-6922-2670 社会福祉法人　都島友の会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　子ロバ保育園 534-0011 都島区高倉町2-8-5 06-6928-2828 社会福祉法人　大阪婦人ホーム

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　ひがみや児童センター 534-0021 都島区都島本通4-10-12 06-6922-7332 社会福祉法人　都島友の会

保育所型認定こども園 私立 なのはなこども園 534-0023 都島区都島南通1-9-1 06-6921-6818 社会福祉法人　尚和会

保育所 公立 大阪市立毛馬保育所 534-0001 都島区毛馬町2-5-13 06-6924-1565 大阪市

保育所 公立 大阪市立御幸保育所 534-0012 都島区御幸町2-7-13 06-6922-2000 大阪市

保育所 私立 大東保育園 534-0002 都島区大東町2-19-7 06-6925-6777 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 都島第二乳児保育センター 534-0021 都島区都島本通3-16-10 06-6921-7221 社会福祉法人　都島友の会

保育所 私立 都島乳児保育センター 534-0021 都島区都島本通3-4-14 06-6922-4120 社会福祉法人　都島友の会

保育所 私立 都島友渕乳児保育センター 534-0016 都島区友渕町1-6-3 06-6929-1580 社会福祉法人　都島友の会

保育所 私立 毛馬コティ保育園 534-0001 都島区毛馬町2-8-7 06-6924-9811 社会福祉法人　敬福会

保育所 私立 さくらさくみらい　善源寺 534-0015 都島区善源寺町1-13-22 06-6180-6039 株式会社　さくらさくみらい

保育所 私立 アスクうちんだい保育園 534-0013 都島区内代町1-6-7 06-6958-1573 株式会社　日本保育サービス

保育所 私立 トレジャーキッズともぶち保育園 534-0016 都島区友渕町2-10-17 06-6180-7020 株式会社　セリオ

保育所 私立 うれしい保育園　都島 534-0011 都島区高倉町3-6-11 06-6924-7121 株式会社　ケア２１

保育所 私立 ニチイキッズ都島南通り保育園 534-0023 都島区都島南通1-22-11 06-6923-8722 株式会社　ニチイ学館

保育所 私立 トレジャーキッズきょうばし保育園 534-0023 都島区都島南通2-12-4 06-6923-8105 株式会社　セリオ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 きらきらＢａｂｙ　都島園 534-0014 都島区都島北通1-11-8　アーバン都島1階 06-7182-2158 株式会社　Ａｇｅｎｔ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 きらきらＢａｂｙ　都島本通園 534-0021 都島区都島本通1-21-15 06-6955-9008 株式会社　Ａｇｅｎｔ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 桜の宮ベビーセンター 534-0024 都島区東野田町1-15-18 06-6352-4907 株式会社　ピースandスマイル

小規模保育事業者―Ａ型 私立 社会福祉法人大阪婦人ホーム 子ロバ乳児園 534-0014 都島区都島北通2-21-33 06-6180-7258 社会福祉法人　大阪婦人ホーム

小規模保育事業者―Ａ型 私立 東野田ちどりキッズ 534-0024 都島区東野田町5-8-16　マリス京橋WING　102号室 06-6925-1577 社会福祉法人　晋栄福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くじら保育園　都島東野田園 534-0014 都島区東野田町1-20-4　SWISS京橋1階 06-4792-8050 株式会社くじら保育園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 桜ノ宮サンフレンズ保育園 534-0027 都島区中野町5-2-32　　サンフォーリーフタウン桜ノ宮1階 06-7502-7193 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くじら保育園　都島北園 534-0014 都島区都島北通1-16-18 06-6180-7407 株式会社くじら保育園
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小規模保育事業者―Ａ型 私立 東野田ちどりキッズ庁舎内 534-8501 都島区中野町2-16-20　都島区役所設備棟1階 06-6358-8008 社会福祉法人　晋栄福祉会

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 エンジェルキッズ都島園 534-0014 都島区都島北通1-23-13　マルニコーポ都島第4　102号 06-6180-4080 株式会社　セリオ

幼保連携型認定こども園 私立 海西ひばりこども園 553-0001 福島区海老江8-13-21 06-6455-6005 社会福祉法人　麦の穂

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　玉川ひばりこども園 553-0004 福島区玉川1-6-2 06-6444-1225 社会福祉法人　麦の穂

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　和光園 553-0002 福島区鷺洲2-14-1 06-6451-7193 社会福祉法人　聖天奉仕会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　第二和光園 553-0002 福島区鷺洲3-1-59 06-6456-0550 社会福祉法人　聖天奉仕会

保育所 公立 大阪市立海老江保育所 553-0001 福島区海老江6-1-9 06-6451-5734 大阪市

保育所 公立 大阪市立野田保育所 553-0005 福島区野田2-12-1 06-6462-0080 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立吉野保育所 553-0006 福島区吉野3-17-11 06-6461-1350 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 ふじのもり保育園 553-0005 福島区野田6-5-41 N101　リバーガーデン福島 06-6460-6060 社会福祉法人　ユニバーサルケア

保育所 私立 中之島ひばり保育園 553-0003 福島区福島1-1-51-401 06-6453-6048 社会福祉法人　麦の穂

保育所 私立 アイグラン保育園海老江 553-0001 福島区海老江2-11-12　共和ビル2階・3階 06-6136-8846 株式会社　アイグラン

保育所 私立 アイグラン保育園玉川 553-0004 福島区玉川4-4-17 06-6225-8152 株式会社　アイグラン

保育所 私立 どんぐりこ福島吉野保育園 553-0006 福島区吉野2-9-4 06-6441-8872 株式会社　オペレーションナーサリー

保育所 私立 社会福祉法人　阪神長楽苑　優心保育園 553-0003 福島区福島8-3-9 06-4798-0278 社会福祉法人　阪神長楽苑

保育所 私立 新家保育園 553-0006 福島区吉野5-6-12　　　　　 06-6462-0064 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 新福島ちどり保育園 553-0006 福島区吉野1-5-1 06-6136-8660 社会福祉法人　晋栄福祉会

保育所 私立 吉野かいせい保育園 553-0006 福島区吉野3-9-24 06-6131-8820 株式会社　成学社

保育所 私立 吉野ちとせ保育園 553-0006 福島区吉野4-9-19 06-6461-3380 社会福祉法人　ちとせ交友会

保育所 私立 ソフィア吉野保育園 553-0006 福島区吉野4-13-10 06-6225-8607 社会福祉法人　みやび

保育所 私立 海老江ひばり保育園 553-0001 福島区海老江５－３－22 06-4256-5775 社会福祉法人　麦の穂

保育所 私立 ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　鷺洲 553-0002 福島区鷺洲4-2-19 06-6743-4815 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

保育所 私立 アポロ鷺洲保育園 553-0002 福島区鷺洲5-9-11 06-6451-8911 社会福祉法人　博樹会

保育所 私立 クオリスキッズ野田保育園 553-0005 福島区野田3-5-3 06-6467-8731 株式会社　クオリス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 小規模保育園　育　福島本園 553-0003 福島区福島4-5-49 080-9986-5627 学習教室秀英　有限会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ほっこりひばり保育園 553-0004 福島区玉川2-6-12　フローレス玉川1Ｆ 06-6441-8899 社会福祉法人　麦の穂

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ＡＩＡＩ　ＭＩＮＩ　中之島 553-0004 福島区玉川1-2-3　徳仏ビル2Ｆ 06-6136-7376 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 げんき保育園　吉野園 553-0006 福島区吉野3-14-21　T’scourt 福島１Ｆ 06-6147-8253 株式会社　エアフォルク

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズステーション　あすなろっこ 553-0006 福島区吉野3-6-23　ブラン福島 06-6464-3744 合同会社　駸駸会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くじら保育園　海老江園 553-0001 福島区海老江7-14-1　アミル9　1階 06-6225-7089 株式会社くじら保育園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アップル保育園　野田 553-0005 福島区野田3-1-20　ロベリア玉川 06-6466-1170 株式会社　KEGキャリア・アカデミー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 まんまる保育園 553-0002 福島区鷺洲1-5-17　1F 06-6442-1002 株式会社ｐｏｅｐｏｅ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 のだふじひばり保育園 553-0007 福島区大開1-8-1 06-4303-3552 社会福祉法人　麦の穂

小規模保育事業者―Ａ型 私立 海東ひばりベビーセンター 553-0001 福島区海老江1丁目5-52　ｲｵﾝｽﾀｲﾙ海老江店内2階 06-6131-4057 社会福祉法人　麦の穂

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ハートフルふくしま保育園 553-0004 福島区玉川1-1-36　キングマンション堂島川1階 06-6450-8452 日本チャイルドケア株式会社

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 小規模保育園　育　大開園 553-0007 福島区大開1-10-5 06-6468-8020 学習教室秀英　有限会社

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 ＫＩＤＳＲＯＯＭ　Baby-beeふくしま園 553-0002 福島区鷺洲3-1　鷺洲第2団地1棟102号 06-6458-0328 株式会社　Blue-bee

保育所 公立 大阪市立高見町保育所 554-0001 此花区高見3-1-4 06-6461-5610 大阪市

保育所 公立 大阪市立酉島保育所 554-0051 此花区酉島1-18-19-101 06-6468-8105 大阪市



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

保育所 公設置民営 大阪市立西九条保育所 554-0012 此花区西九条1-7-14 06-6461-5329 社会福祉法人　南海福祉事業会

保育所 私立 島屋保育所 554-0024 此花区島屋2-5-14 06-6461-1098 社会福祉法人　島屋福祉会

保育所 私立 勢至学園保育所 554-0002 此花区伝法5-7-4 06-6465-7227 社会福祉法人　伝法福祉会

保育所 私立 天使ベビーセンター 554-0022 此花区春日出中1-15-13 06-6466-0974 社会福祉法人　イエス団

保育所 私立 天使保育園 554-0022 此花区春日出中1-15-13 06-6461-3713 社会福祉法人　イエス団

保育所 私立 天使虹の園 554-0021 此花区春日出北1-18-13 06-6463-9784 社会福祉法人　イエス団

保育所 私立 秀野保育園 554-0051 此花区酉島1-5-1-100 06-6464-1045 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 北港学園保育所 554-0051 此花区酉島3-26-11 06-6461-7849 社会福祉法人　多善会

保育所 私立 無憂園 554-0002 此花区伝法2-10-26 06-6461-2063 社会福祉法人　人類相愛事業無憂園

保育所 私立 無憂園第二保育所 554-0002 此花区伝法2-10-26 06-6461-2063 社会福祉法人　人類相愛事業無憂園

保育所 私立 れんげ保育園 554-0002 此花区伝法6-5-43 06-6464-2839 社会福祉法人　蓮華会

保育所 私立 しんが保育園 554-0024 此花区島屋6-2-90　リバーモールD棟303号 06-6463-3221 社会福祉法人　新芽会

保育所 私立 勢至学園西九条園 554-0012 此花区西九条1-36-5 06-6147-8563 社会福祉法人　伝法福祉会

保育所 私立 しおん大谷保育園 554-0024 此花区島屋3-6-32　　　　　　 06-6466-2805 宗教法人　本眞寺

保育所 私立 四貫島保育園 554-0013 此花区梅香3-7-2 06-6468-0006 社会福祉法人　なみはや福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　春日出中園 554-0022 此花区春日出中1-1-14 06-4804-4188 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キングダム・キッズ春日出 554-0022 此花区春日出中1-28-16 ステージ21 06-6463-1901 C2C Twinkle Academy株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 しおん大谷保育園めばえ 554-0024 此花区島屋3-7-26 06-6466-2805 宗教法人　本眞寺

小規模保育事業者―Ａ型 私立 西九条おはな保育園 554-0012 此花区西九条3-8-23 06-6147-8063 株式会社　マカロンベビー

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 ぬくもりのおうち保育　梅香園 554-0013 此花区梅香1-26-11　大森ビル1階 06-6462-8841 ぬくもりのおうち保育　株式会社

保育所型認定こども園 私立 アーバンチャイルドこども園上町 540-0005 中央区上町1-1-18 06-6711-0113 社会福祉法人　由寿会

保育所 公立 大阪市立南大江保育所 540-0011 中央区農人橋1-1-2 06-6942-0590 大阪市

保育所 私立 あゆみ保育園 542-0065 中央区中寺1-1-49 06-6766-5388 社会福祉法人　大阪あゆみ福祉会

保育所 私立 大手前保育園 540-0008 中央区大手前1-7-31 OMMビル1階 06-6948-7970 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 マザーシップ船場保育園 541-0058 中央区南久宝寺町2-1-9　船場メディカルビル2F 06-4964-0717 社会福祉法人　松稲会

保育所 私立 ゆめ中央保育園 540-0025 中央区徳井町2-1-12 06-6949-5255 社会福祉法人　隆生福祉会

保育所 私立 蓮美幼児学園まつやまちナーサリー 542-0067 中央区松屋町8-13 06-6762-4152 社会福祉法人　光聖会

保育所 私立 つばな保育園 542-0072 中央区高津3-2-9 06-6636-0287 社会福祉法人　創粋会

保育所 私立 蓮美幼児学園もりのみやナーサリー 540-0003 中央区森ノ宮中央2-8-7 06-6949-4152 社会福祉法人　光聖会

保育所 私立 慶生会上町みどり保育園 540-0005 中央区上町1-20-6 06-6765-8844 社会福祉法人　慶生会

保育所 私立 御堂筋本町ちどり保育園 541-0058 中央区南久宝寺町2-6-7 06-6282-3888 社会福祉法人　晋栄福祉会

保育所 私立 ブライト保育園大阪谷町 540-0026 中央区内本町1-2-8 06-6943-0190 社会福祉法人　済聖会

保育所 私立 あゆみ東保育園 540-0014 中央区龍造寺町1-7 06-6766-6772 社会福祉法人　大阪あゆみ福祉会

保育所 私立 ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　長堀橋 542-0082 中央区島之内1-4-32　ホワイティ島之内3階 06-6210-2638 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

保育所 私立 船場ちとせ保育園 541-0057 中央区北久宝寺町1-5-5　　　　　　 06-6262-8030 社会福祉法人　ちとせ交友会

保育所 私立 ぴっころきっず谷町園 540-0013 中央区内久宝寺町3-1-9　ヒガシトゥエンティワンビル2階 06-4794-0066 株式会社　プライムツーワン

保育所 私立 うれしい保育園　玉造 540-0004 中央区玉造1-19-6 06-6762-0321 株式会社　ケア２１

保育所 私立 なにわのもり保育園 540-0003 中央区森ノ宮中央１－11－11 06-6360-4343 社会福祉法人　小市福祉会

保育所 私立 谷町中央保育園 540-0015 中央区十二軒町2-1 06-6770-5341 社会福祉法人　貝塚中央福祉会



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

保育所 私立 クオリスキッズ谷六保育園 540-0005 中央区上町1-12-17 06-4303-3263 株式会社　クオリス

保育所 私立 本町敬愛保育園 541-0052 中央区安土町2-4-11　シティタワー大阪本町1Ｆ 06-6271-0030 社会福祉法人徳和会

保育所 私立 くじら保育園　淀屋橋園 541-0047 中央区淡路町4-5-8　Ｓ-ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ淀屋橋1階 06-6210-5502 明海興産　株式会社

保育所 私立 ビオスキッズ日本橋保育園 542-0073 中央区日本橋2-9-16　日本橋センタービル1階・2階 06-6644-0005 社会福祉法人　仁風会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アートチャイルドケア　パンプキンガーデン天満橋 540-0023 中央区北新町4-7　藤和シティコープ大手町Ⅲ　1階 06-4792-0123 アートチャイルドケア　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 蓮美幼児学園　いずみプリメール 540-0019 中央区和泉町2-2-13　きーとすはうす1階 06-6943-4152 社会福祉法人　光聖会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 てんとうむし園 540-0038 中央区内淡路町2-4-7　JS北浜ビル101号室 06-6948-6839 株式会社　てんとうむし

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ピュアリー谷町四丁目保育園 540-0011 中央区農人橋1-2-1　三起ビル　1F 06-6941-4455 株式会社　フェイスフルラバーズ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 エンジェルキッズ大手通園 540-0021 中央区大手通1-3-5　KT大手通ビル1F 06-6948-8434 株式会社　セリオ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 れもんのこ玉造保育園 540-0004 中央区玉造2-10-12　セレッソ玉造1階 06-6777-9964 社会福祉法人　檸檬会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 れもんのこ南本町保育園 541-0054 中央区南本町3-2-4　大泉ビル2階 06-6563-7922 社会福祉法人　檸檬会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぴっころきっず中央区役所園 541-0056 中央区久太郎町1-2-27　中央区役所 06-4963-3622 株式会社　プライムツーワン

小規模保育事業者―Ａ型 私立 堺筋本町サンフレンズ保育園 541-0058 中央区南久宝寺町1-3-10 06-4708-3396 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 どりーむ保育園 540-0016 中央区神崎町2-9 06-4304-0588 小林　陽子

小規模保育事業者―Ａ型 私立 なにわのみやPreSchool 540-0006 中央区法円坂1-4-10ファミール難波宮１階 06-4309-6683 中川企画建設　株式会社

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 保育園　スキップ 540-0029 中央区本町橋8-9　プラネット本町橋201号 06-6755-4150 株式会社　エブリープラン

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 おひさまルーム本町園 541-0058 中央区南久宝寺町1-7-10-101 06-6263-3207 株式会社　ベル企画

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 保育ルーム　てんとうむし 540-0033 中央区石町2-1-7　天満橋グリーンコーポラス203号 06-6941-7577 渡邊　静子

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 アポロンキッズうえまち保育園 542-0062 中央区上本町西3-1-7 06-6768-3711 大阪府医師協同組合

公私連携幼保連携型認定こども園 私立 あけぼのほりえこども園 550-0014 西区北堀江4-2-10 06-6531-0808 学校法人　あけぼの学園

保育所 公立 大阪市立梅本保育所 550-0022 西区本田1-4-50 06-6581-2009 大阪市

保育所 私立 西六保育園 550-0013 西区新町2-13-6 06-6533-5587 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 メリーガーデン保育園 550-0013 西区新町4-13-16 06-6532-1360 社会福祉法人　メリー福祉会

保育所 私立 鈴の音保育園 550-0025 西区九条南3-1-7 06-4393-1110 社会福祉法人　藤光会

保育所 私立 YMCAとさぼり保育園 550-0001 西区土佐堀1-5-6 06-6449-4471 社会福祉法人　大阪YMCA

保育所 私立 YMCAあわざ保育園 550-0002 西区江戸堀3-8-16 06-6479-0701 社会福祉法人　大阪YMCA

保育所 私立 ソフィア南堀江保育園 550-0015 西区南堀江3-13-5-201　ウエリナ626 06-6532-3017 社会福祉法人　みやび

保育所 私立 うつぼほんまち保育園 550-0004 西区靭本町1－19－13　2階 06-6446-2003 社会福祉法人　粟福祉会

保育所 私立 ポプラ保育園 550-0003 西区京町堀2-1-19 06-6447-0067 社会福祉法人　つむぎ福祉会

保育所 私立 新町保育園 550-0013 西区新町4-5-5 06-6531-0600 社会福祉法人　大阪愛保会

保育所 私立 アポロ南堀江保育園 550-0015 西区南堀江4-25-27 06-6532-8910 社会福祉法人　博樹会

保育所 私立 堀江敬愛保育園 550-0015 西区南堀江1‐22‐11 06-6533-7110 社会福祉法人　智恩福祉会

保育所 私立 アスク南堀江保育園 550-0015 西区南堀江1-18-4　Osaka　Metro　南堀江ビル 06-6535-9232 株式会社　日本保育サービス

保育所 私立 りんりん保育園 550-0003 西区京町堀2-5-14 06-6449-7778 社会福祉法人　遊星会

保育所 私立 YPC保育園 550-0013 西区新町1-9-11　ＹＰＣビル 06-6535-8968 社会福祉法人　真蓮会

保育所 私立 ほっぺるランド国津橋 550-0021 西区川口4-8-33 06-6626-9086 株式会社　テノ．コーポレーション

保育所 私立 新町第２保育園 550-0013 西区新町4-2-12 06-6541-0300 社会福祉法人　大阪愛保会

保育所 私立 ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　本町 550-0004 西区靱本町1-6-10　本町西井ビル2階 06-6131-8852 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

保育所 私立 にしながほり保育園 550-0013 西区新町4-11-14 06-6534-8880 社会福祉法人　敬愛会
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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

保育所 私立 京町堀西船場保育園 550-0003 西区京町堀1-18-19 06-6448-6370 社会福祉法人　朋援福祉会

保育所 私立 西区南堀江保育園　てのひら 550-0015 西区南堀江4-8-14 06-6538-5558 社会福祉法人　江東会

保育所 私立 立売堀敬愛保育園 550-0012 西区立売堀5-6-20 06-6536-8111 社会福祉法人　智恩福祉会

保育所 私立 クオリスキッズ新町保育園 550-0013 西区新町3-11-15 06-6543-0017 株式会社　クオリス

保育所 私立 千代崎ポプラ保育園 550-0023 西区千代崎1-11-7 06-6599-9961 社会福祉法人　つむぎ福祉会

保育所 私立 太陽南堀江保育園 550-0015 西区南堀江3-16-15 06-6536-3033 社会福祉法人　太陽福祉会

保育所 私立 アイグラン保育園川口 550-0021 西区川口4-4-24 06-6581-0651 株式会社　アイグラン

保育所 私立 西保育園 550-0023 西区千代崎2-21-18 06-6581-4009 社会福祉法人　淳風会

保育所 私立 こでまり第2保育園 550-0012 西区立売堀2-3-27 06-6556-6313 社会福祉法人　愛佳会

保育所 私立 みなと通りにじのき保育園 550-0023 西区千代崎1-15-8 06-6581-2401 mamatoco　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 おひさまルーム 550-0013 西区新町2-3-13-102 080-8527-7899 社会福祉法人　みおつくし福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ソフィア南堀江乳児保育園　　　 550-0015 西区南堀江3-13-5　305号室　 06-6536-8137 社会福祉法人　みやび

小規模保育事業者―Ａ型 私立 はなぞの保育園 550-0023 西区千代崎1-15-7 06-6586-2525 mamatoco　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 たいようランド 550-0013 西区新町1-12-10-101 06-6536-7699 大洋薬品大阪販売　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ちよざき保育園　 550-0023 西区千代崎2-2-12 06-4393-2828 mamatoco　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 あろは保育園 550-0015 西区南堀江3-17-5　ウーファー南堀江1Ｆ 06-6539-0677 社会福祉法人　太陽福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 グローバル南堀江保育園 550-0015 西区南堀江1-15-9　南堀江コレット301 06-6531-1152 株式会社　オーティーズ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 京町堀バンビ園 550-0003 西区京町堀3-3-13　谷本ビル1階 06-6445-1707 学校法人　鴻池学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 新町第3保育園 550-0013 西区新町4-5-14　西区役所内2階 06-4393-8771 社会福祉法人　大阪愛保会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 なにわのもり北堀江保育園 550-0014 西区北堀江4-3-14　公文書館内 06-6684-9002 社会福祉法人　小市福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 阿波座サンフレンズ保育園 550-0004 西区靱本町3-3-11 06-6136-8738 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 蓮美幼児学園京町堀プリメール 550-0003 西区京町堀3-5-6　４階 06-6479-1153 宗教法人　光聖寺

家庭的保育事業者 私立 シュッポッポ保育園 550-0015 西区南堀江4-24-5 090-4497-1167 NPO法人　あそびのお部屋シュッポッポ

保育所型認定こども園 私立 認定こども園　波除学園 552-0001 港区波除5-4-7 06-6585-3392 社会福祉法人　淳風会

保育所 公立 大阪市立磯路保育所 552-0003 港区磯路2-11-8 06-6572-6495 大阪市

保育所 公立 大阪市立八幡屋保育所 552-0014 港区八幡屋3-11-6 06-6571-0204 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立田中保育所 552-0005 港区田中1-11-1 06-6574-2369 社会福祉法人　淳風会

保育所 私立 安治川保育園 552-0001 港区波除1-6-6 06-6582-7883 社会福祉法人　淳風会

保育所 私立 アソカ学園 552-0004 港区夕凪2-3-5 06-6574-2600 宗教法人　淨光寺

保育所 私立 池島保育園 552-0015 港区池島3-1-32 06-6573-5012 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 善児園 552-0023 港区港晴3-16-6 06-6571-0258 社会福祉法人　雙樹苑

保育所 私立 築港保育園 552-0021 港区築港1-12-8 06-6574-3196 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 日輪学園保育所 552-0003 港区磯路1-8-5 06-6573-6000 社会福祉法人　日輪学園

保育所 私立 港乳児保育センター 552-0015 港区池島1-3-40 06-6571-0646 社会福祉法人　港民生会

保育所 私立 港保育所 552-0015 港区池島1-3-47 06-6571-3182 社会福祉法人　港民生会

保育所 私立 第２善児園 552-0002 港区市岡元町3-13-8 06-6585-3030 社会福祉法人　雙樹苑

保育所 私立 はらっぱ舎 552-0002 港区市岡元町2-5-26　　　　　　 06-4301-7010 公益社団法人　子ども情報研究センター

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キングダム・キッズ　磯路 552-0003 港区磯路2-16-22　貴和ビル1F 06-6585-9586 C2C Twinkle Academy株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 はらっぱ舎AIAI 552-0001 港区波除4-1-37　ＨＲＣビル 06-4394-8739 公益社団法人　子ども情報研究センター
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小規模保育事業者―Ａ型 私立 ひまわり保育園みなと 552-0002 港区市岡元町3-8-15　グレイスコスモ1階 06-6581-3054 株式会社　すきっぷ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 よいこ園 552-0003 港区磯路2-22-8　JJCOURT磯路　1階 06-6585-7085 社会福祉法人　雙樹苑

小規模保育事業者―Ａ型 私立 みんなの里みなとほいくえん 552-0012 港区市岡1-1-21　イチオカビル1階 06-7632-5476 特定非営利活動法人ちいさいほいくえんみんなの里

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 きらら　もとまち保育園 552-0003 港区磯路1-4-3 06-6571-5277 オールヒューマンサポート　株式会社

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 風の丘保育園 552-0001 港区波除3-7-18 06-6584-3750 株式会社　エンジェル・スクワッド

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 バンビ保育所 552-0005 港区田中1-15-1-103 06-6573-7685 松浦　初美

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　昭和幼稚園 551-0031 大正区泉尾1-37-1 06-6551-1055 学校法人　昭和幼稚園

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園ファミリーチシマ 551-0003 大正区千島3-16-2 06-6555-5000 社会福祉法人　たらちね事業会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園ファミリー 551-0002 大正区三軒家東5-7-14 06-6553-1515 社会福祉法人　たらちね事業会

幼保連携型認定こども園 私立 つるまち海の風こども園 5510023 大正区鶴町4-8-4 06-6554-5372 社会福祉法人　和修会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　大正ゆめの樹保育園 551-0001 大正区三軒家西1-3-21 06-6552-0008 社会福祉法人　三養福祉会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　鶴町学園 551-0023 大正区鶴町3-3-1 06-6551-0851 社会福祉法人　鶴舟会

保育所 公立 大阪市立大浪保育所 551-0002 大正区三軒家東2-5-4-101 06-6554-5374 大阪市

保育所 公立 大阪市立大正保育所 551-0012 大正区平尾2-23-5-101 06-6552-0300 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立北恩加島保育所 551-0031 大正区泉尾7-14-2-108 06-6553-5521 社会福祉法人　晋栄福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立大正北保育所 551-0031 大正区泉尾2-8-8 06-6551-5038 社会福祉法人　吹田みどり福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立千島保育所 551-0003 大正区千島2-4-38 06-6554-6075 社会福祉法人　大阪キリスト教社会館

保育所 私立 ファミリージュニア 551-0002 大正区三軒家東5-3-1 06-6554-7575 社会福祉法人　たらちね事業会

保育所 私立 めぐみ保育園 551-0011 大正区小林東2-3-5-101 06-6553-4025 社会福祉法人　大阪キリスト教社会館

保育所 私立 鶴町学園　Sweet Baby Garden 551-0001 大正区三軒家西1-4-12 06-6553-1050 社会福祉法人　鶴舟会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　千島園 551-0003 大正区千島1-13-27　リッツ大阪101号 06-4394-4188 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キングダム・キッズ　大正 551-0003 大正区千島2-7-95　大正区役所2階 06-6551-7005 C2C Twinkle Academy株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 四つ葉保育園 551-0031 大正区泉尾5-2-10 06-6552-1611 社会福祉法人　みのり福祉会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　蓮美幼児学園うえしおキンダースクール 543-0002 天王寺区上汐3-4-9 06-4305-1152 社会福祉法人　光聖会

保育所 公立 大阪市立味原保育所 543-0023 天王寺区味原町9-6 06-6762-0150 大阪市

保育所 私立 四天王寺夕陽丘保育園 543-0002 天王寺区上汐5-2-24 06-6772-4497 社会福祉法人　四天王寺福祉事業団

保育所 私立 すくすく保育園 543-0044 天王寺区国分町18-3 06-6771-2590 社会福祉法人　晴朗会

保育所 私立 日の出さなだやま園 543-0023 天王寺区味原町2-16 06-6765-4150 社会福祉法人　日の出学園

保育所 私立 蓮美幼児学園たにまちナーサリー 543-0073 天王寺区生玉寺町2-6 06-6773-4152 社会福祉法人　光聖会

保育所 私立 松福幼児学園キッズコート天王寺 543-0061 天王寺区伶人町2-15 06-6776-1312 社会福祉法人　松福会

保育所 私立 天王寺和み保育園 543-0052 天王寺区大道3-6-14 06-6775-7531 学校法人　吉見学園

保育所 私立 こでまり保育園 543-0033 天王寺区堂ヶ芝2-3-15 06-6772-1212 社会福祉法人　愛佳会

保育所 私立 天王寺駅前おおぞら保育園 543-0054 天王寺区南河堀町8-21 06-6772-7021 社会福祉法人　聖徳会

保育所 私立 上本町げんき学園 543-0027 天王寺区筆ヶ崎町3-19 06-6771-7808 社会福祉法人　千早赤阪福祉会

保育所 私立 ポピンズナーサリースクール天王寺 543-0031 天王寺区石ヶ辻町14-2　銭屋ビル南館　1-3階 06-4305-2100 株式会社ポピンズエデュケア

保育所 私立 真田山かいせい保育園 543-0016 天王寺区餌差町11-24 06-6796-7300 株式会社　成学社

保育所 私立 聖和かいせい保育園 543-0043 天王寺区勝山3-9-15 06-6711-0221 株式会社　成学社

保育所 私立 ほっぺるランド天王寺上本町 543-0001 天王寺区上本町7丁目3-21 06-6773-2773 株式会社　テノ．コーポレーション

保育所 私立 くじら保育園　天王寺園 543-0043 天王寺区勝山2-2-28 06-6770-5880 明海興産　株式会社
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保育所 私立 あろんてぃあきっず真法院町保育園 543-0041 天王寺区真法院町1-6 06-6776-2243 社会福祉法人　幸陽会

保育所 私立 大阪宰相山保育園 543-0012 天王寺区空堀町5-5 06-6718-6281 社会福祉法人　勝原福祉会

保育所 私立 ゆめ玉造保育園 543-0014 天王寺区玉造元町9-31 06-6765-3193 社会福祉法人　隆生福祉会

保育所 私立 ひなたほいくえん　せいわ 543-0043 天王寺区勝山2-13-1 06-6771-7798 社会福祉法人　元宮ちどり福祉会

保育所 私立 ももの木保育園 543-0054 天王寺区南河堀町4-68 06-6105-2185 社会福祉法人　昇人会

保育所 私立 天王寺保育園 543-0042 天王寺区烏ケ辻2-8ー2 06-6771-0260 社会福祉法人種の会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かのん保育園 543-0011 天王寺区清水谷町8-19-202 06-4303-5280 株式会社　ギャザー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 蓮美幼児学園　石ヶ辻プリメール 543-0031 天王寺区石ヶ辻町13-16　前田ビル1階 06-6776-4152 宗教法人　光聖寺

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズパレス天王寺 543-0054 天王寺区南河堀町10-15　ル・シエル天王寺1Ｆ 06-6771-1345 株式会社　キッズパレス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すてっぷ保育園 543-0072 天王寺区生玉前町4-9　アンボワーズ柳田 06-6779-2323 岡山　康秀

小規模保育事業者―Ａ型 私立 真田山みのる保育園 543-0014 天王寺区玉造元町10-23 06-6765-7338 株式会社　穣

小規模保育事業者―Ａ型 私立 うえほんまち保育園 543-0001 天王寺区上本町5-4-25　パウゼ上本町101 06-4304-3008 一般社団法人　未来会

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 ＴＯＴ　ＫＩＤＳ 543-0031 天王寺区石ヶ辻町18-25 06-6776-8433 有限会社　ＴＯＴＬＡＮＤ

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 あかつき保育園 543-0043 天王寺区勝山2-13-26 06-6771-4150 森下　千種

保育所 公立 大阪市立小田町保育所 556-0024 浪速区塩草2-1-12 06-6562-0008 大阪市

保育所 公立 大阪市立浪速第1保育所 556-0025 浪速区浪速東3-2-53 06-6568-1901 大阪市

保育所 公立 大阪市立浪速第5保育所 556-0027 浪速区木津川2-3-46 06-6568-1905 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立広田保育所 556-0004 浪速区日本橋西2-8-11 06-6641-6942 社会福祉法人　久栄会

保育所 私立 愛染園愛染橋保育園 556-0006 浪速区日本橋東2-9-11 06-6632-5640 社会福祉法人　石井記念愛染園

保育所 私立 蓮美幼児学園みなとまちナーサリー 556-0017 浪速区湊町2-1-34 アーベインなんば1F 06-6646-4152 社会福祉法人　光聖会

保育所 私立 浪速さくら保育園 556-0021 浪速区幸町3-3-14 Crice Nikko幸町Ⅲ　2・3階 06-6562-7711 社会福祉法人　西成若草会

保育所 私立 さくらさくみらい　元町 556-0016 浪速区元町3-6-2 06-6586-9739 株式会社　さくらさくみらい

保育所 私立 グローバルキッズ戎本町園 556-0013 浪速区戎本町2-6-26 06-6633-1455 株式会社　グローバルキッズ

保育所 私立 桜川保育園 556-0022 浪速区桜川1-4-5 06-4393-8507 社会福祉法人　なにわ聖真会

保育所 私立 社会福祉法人石井記念愛染園　大国保育園 556-0014 浪速区大国2-13-1 06-6649-6182 社会福祉法人　石井記念愛染園

保育所 私立 ソフィア稲荷保育園 556-0023 浪速区稲荷2-6-20 06-6710-9740 社会福祉法人　みやび

保育所 私立 なでしこ公園保育園 556-0024 浪速区塩草1-1-19 06-6563-6118 社会福祉法人　西成若草会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　桜川園 556-0022 浪速区桜川2-13-23　メゾンパシフィック1階 06-6563-4188 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 あったかスマイル・なにわ 556-0021 浪速区幸町3-1-9 06-6563-9755 社会福祉法人　みおつくし福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ＡＩＡＩ　ＭＩＮＩ　桜川 556-0021 浪速区幸町2-1-5　オークダイト1Ｆ 06-6556-7791 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 こぐまの森保育園　日本橋園 556-0005 浪速区日本橋5-7-12　ルネ日本橋2階 06-6644-1355 株式会社　ワークプロジェクト

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ひまわり保育園もとまち 556-0016 浪速区元町3-8-16　ベルエール元町1階 06-6634-7010 株式会社　すきっぷ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 もりのなかま保育園　日本橋園 556-0004 浪速区日本橋西2-1-1　リヴィエール川西1階 06-6556-6140 株式会社　Lateral Kids

小規模保育事業者―Ａ型 私立 なんばサンフレンズ保育園 556-8501 浪速区敷津東1-4-20　浪速区役所庁舎1階 06-6616-9505 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 なんばカナリア保育園 556-0011 浪速区難波中3-14-16　セイアンビル3階 06-6648-8637 株式会社　アバン

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　光の園幼稚園 555-0032 西淀川区大和田5-17-6 06-6471-4248 学校法人　光の園

幼保連携型認定こども園 私立 学校法人御幣島学園　認定こども園　御幣島幼稚園 555-0012 西淀川区御幣島4-15-23 06-6471-0173 学校法人　御幣島学園

保育所型認定こども園 私立 たからこども園 555-0033 西淀川区姫島3-2-15 06-6475-2200 社会福祉法人　たから福祉会

保育所 公立 大阪市立柏里保育所 555-0022 西淀川区柏里3-17-1-101 06-6471-0440 大阪市



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

保育所 公立 大阪市立姫島保育所 555-0033 西淀川区姫島4-21-7 06-6471-0859 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立佃保育所 555-0001 西淀川区佃2-2-51 06-6473-9507 社会福祉法人　西淀川福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立姫里保育所 555-0025 西淀川区姫里2-13-2 06-6474-7845 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 青空保育園 555-0041 西淀川区中島1-14-5 06-6472-7008 社会福祉法人　青空福祉会

保育所 私立 みどり保育園 555-0025 西淀川区姫里3-13-9 06-4808-3939 社会福祉法人　西淀川福祉会

保育所 私立 聖花保育園 555-0023 西淀川区花川1-6-2 06-6471-6224 社会福祉法人　聖花福祉会

保育所 私立 よどっこ保育園 555-0013 西淀川区千舟3-9-30 06-6474-6698 社会福祉法人　西淀川福祉会

保育所 私立 レイモンドみてじま保育園 555-0012 西淀川区御幣島6-16-25 06-6195-1316 社会福祉法人　檸檬会

保育所 私立 みさき佃保育園 555-0001 西淀川区佃1-1-55 06-6477-3630 社会福祉法人　美咲会

保育所 私立 香簑保育園 555-0012 西淀川区御幣島5-10-26 06-6473-2890 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 レイモンド西淀保育園 555-0043 西淀川区大野3-7-25 06-6471-1742 社会福祉法人　檸檬会

保育所 私立 トレジャーキッズひめさと保育園 555-0025 西淀川区姫里2-9-27 06-6829-6266 株式会社　セリオ

保育所 私立 ソフィア歌島保育園 555-0021 西淀川区歌島2-2-10 06-4862-5897 社会福祉法人　みやび

保育所 私立 野里保育園 555-0024 西淀川区野里2-10-15 06-6472-9261 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 キッズコート大和田保育園 555-0032 西淀川区大和田5-2-33 06-6473-5421 社会福祉法人　松福会

保育所 私立 ブライト保育園　大阪歌島 555-0021 西淀川区歌島4-4-23 06-6476-0190 社会福祉法人　済聖会

保育所 私立 たからのざと保育園 555-0024 西淀川区野里1-7-20 06-6473-2200 社会福祉法人　たから福祉会

保育所 私立 かしわざと　さくら園 555-0022 西淀川区柏里1-14-16 06-6472-1390 株式会社　さくらブロッサム

小規模保育事業者―Ａ型 私立 きらら　かしわざと保育園 555-0022 西淀川区柏里2-13-23 06-6195-2173 オールヒューマンサポート　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 小規模保育施設　ベビーランド　さくら園 555-0025 西淀川区姫里2-1-3　 06-6477-1390 株式会社　さくらブロッサム

小規模保育事業者―Ａ型 私立 きらら　のざと保育園 555-0024 西淀川区野里1-31-19 1階 06-7709-1012 オールヒューマンサポート　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 たから保育園　にしよどルーム 555-0012 西淀川区御幣島1-2-10　西淀川区役所内１階 06-6770-9050 社会福祉法人　たから福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　ちぶね園 555-0001 西淀川区佃3-13-28　マンション伊藤102号室 06-4862-6755 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くじら保育園　姫島園 555-0033 西淀川区姫島2-20-24　エクセル姫島1階 06-6147-3881 株式会社くじら保育園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 姫島サンフレンズ保育園 555-0033 西淀川区姫島2-17-23 06-6478-5547 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　みくにひじり幼稚園 532-0006 淀川区西三国3-17-32 06-6392-2525 学校法人　聖晋学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　ひじり幼稚園・ひじり保育園 532-0003 淀川区宮原2-10-17 06-6393-3348 学校法人　圓光寺学園

幼保連携型認定こども園 私立 社会福祉法人大五京　ポラリスこども園 532-0004 淀川区西宮原3-3-101 06-6392-0025 社会福祉法人　大五京

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　博愛社こども園 532-0028 淀川区十三元今里3-1-72 06-6302-3405 社会福祉法人　博愛社

幼保連携型認定こども園 私立 明の守みくに学園 532-0033 淀川区新高3-5-13 06-6393-5252 社会福祉法人　岡町福祉会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　かぐはし保育園 532-0031 淀川区加島4-4-20 06-6308-7570 社会福祉法人　藤香福祉会

保育所型認定こども園 私立 メリーポピンズこども園 532-0005 淀川区三国本町3-37-35-404 06-6393-7400 社会福祉法人　大五京

保育所型認定こども園 私立 保育所型認定こども園　十三保育園 532-0022 淀川区野中南2-2-6 06-6301-6479 社会福祉法人　大阪婦人ホーム

保育所型認定こども園 私立 明の守保育園 532-0001 淀川区十八条3-11-2 06-6395-6600 社会福祉法人明の守福祉会

保育所型認定こども園 私立 認定こども園　愛光保育園 532-0023 淀川区十三東1-13-29 06-6303-4767 社会福祉法人　十三愛光会

保育所 公立 大阪市立加島第1保育所 532-0031 淀川区加島1-32-17 06-6309-3090 大阪市

保育所 公立 大阪市立木川第1保育所 532-0013 淀川区木川西4-4-3-101 06-6303-5018 大阪市

保育所 公立 大阪市立三国保育所 532-0004 淀川区西宮原2-6-57 06-6391-5040 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立木川第2保育所 532-0005 淀川区三国本町1-13-16 06-6393-4171 社会福祉法人　新よどがわ



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

保育所 公設置民営 大阪市立西加島保育所 532-0031 淀川区加島4-19-50 06-6309-2022 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 新東三国保育園 532-0002 淀川区東三国2-12-13 06-6392-3215 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 ひかり保育園 532-0036 淀川区三津屋中1-6-1 06-6301-2006 社会福祉法人　慈光会

保育所 私立 ふたばこども園 532-0035 淀川区三津屋南2-20-5 06-6308-0956 社会福祉法人　ふたば会

保育所 私立 ふたば乳児園 532-0033 淀川区新高6-2-8 06-6397-0880 社会福祉法人　ふたば会

保育所 私立 ミード保育園 532-0028 淀川区十三元今里1-1-52 06-6309-7122 社会福祉法人　キリスト教ミード社会舘

保育所 私立 淀川ベビー保育園 532-0027 淀川区田川1-4-18 06-6300-1129 社会福祉法人　育優会

保育所 私立 つくしんぼ保育園 532-0002 淀川区東三国6-3-46 06-6398-6691 社会福祉法人　新よどがわ

保育所 私立 つくしんぼ西保育園 532-0002 淀川区東三国6-21-28 06-4807-7205 社会福祉法人　新よどがわ

保育所 私立 みくにひじり保育園 532-0006 淀川区西三国3-17-32 06-6392-2526 学校法人　聖晋学園

保育所 私立 ふたば未来園 532-0033 淀川区新高5-14-2 06-6396-5121 社会福祉法人　ふたば会

保育所 私立 クオリスキッズ三国本町保育園 532-0005 淀川区三国本町1-12-54 06-6350-2351 株式会社　クオリス

保育所 私立 塚本くすのき保育園 532-0026 淀川区塚本6-10-7 06-6301-4710 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 アイグラン保育園西三国 532-0006 淀川区西三国1-9-1 06-6842-9405 株式会社　アイグラン

保育所 私立 ほっぺるランド新高 532-0033 淀川区新高1-7-37 06-4866-5878 株式会社　テノ．コーポレーション

保育所 私立 東三国かいせい保育園 532-0002 淀川区東三国6-4-23 06-4867-3917 株式会社　成学社

保育所 私立 うれしい保育園　東三国 532-0001 淀川区十八条3-9-30 06-6391-0121 株式会社　ケア２１

保育所 私立 まことよどがわ保育園 532-0032 淀川区三津屋北1-34-10 06-6886-0080 社会福祉法人　まこと鳴滝会

保育所 私立 ほっぺるランドにいたかみなみ 532-0033 淀川区新高1-8-42 06-6151-9315 株式会社　テノ．コーポレーション

保育所 私立 うれしい保育園　淀川田川北 532-0021 淀川区田川北2-5-18 06-6309-8921 株式会社　ケア２１

保育所 私立 よどがわ愛育保育園 532-0002 淀川区東三国4-25-10 06-6398-7551 社会福祉法人　恵泉福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　木川東園 532-0012 淀川区木川東2-3-20　ライフステージ新大阪101号 06-6885-4188 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 小規模保育園　育　三国園 532-0005 淀川区三国本町2-16-14 06-6392-3575 学習教室秀英　有限会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 学校法人山添学園　みゆきっこ　つばめ保育園 532-0011 淀川区西中島4-10-4　オクムラビル1階 06-6195-2001 学校法人　山添学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かいせいプチ保育園　東三国園 532-0002 淀川区東三国4-11-4　新大阪明成ビル202号 06-6399-1122 株式会社　成学社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 塚本駅前にこにこ保育園　みらい 532-0026 淀川区塚本2-18-15　1F 06-6309-5201 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 こまどり保育園　塚本４丁目 532-0026 淀川区塚本4-8-26　コアイーストプレイス101号 06-6301-0710 株式会社　アセロメディカルアンドウェルフェア

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ニチイキッズ木川東保育園 532-0012 淀川区木川東3-10-20　ＮＬＣ新大阪1Ｆ 06-4805-8315 株式会社　ニチイ学館

小規模保育事業者―Ａ型 私立 東三国サンフレンズ保育園 532-0002 淀川区東三国2-34-1　ハイランドビル1階 06-6397-1237 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かいせいプチ保育園　三国本町園 532-0005 淀川区三国本町3丁目7-20　メゾンデール新大阪1階 06-6210-6677 株式会社　成学社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 なないろスマイル保育園 532-0005 淀川区三国本町3-2-10　レジデンス　キョーヤ 06-6152-6434 株式会社　ウィンクルム

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くじら保育園　淀川園 532-0023 淀川区十三東2-3-3　淀川区役所2階 06-6829-6887 明海興産　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 みゆきっこそら保育園 532-0013 淀川区木川西4-1-37 06-4862-6955 学校法人　山添学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 星のひかり保育園 532-0013 淀川区木川西4-2-2　オークヒルズ　1階 06-7165-1571 深田　ミカ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 みらいみつや保育園 532-0032 淀川区三津屋北1丁目34-6 06-6838-3180 一般社団法人　未来会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くじら保育園　三国園 532-0005 淀川区三国本町3-36-10　カトレアビル１階 06-6151-3085 株式会社くじら保育園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 なないろスマイル三津屋保育園 532-0032 淀川区三津屋北1-1-20　平田産業第２ビル 06-6302-2525 株式会社　ウィンクルム

小規模保育事業者―Ａ型 私立 塚本駅前にこにこ保育園　きぼう 532-0023 淀川区塚本2-18-15　２階 06-6309-5202 株式会社　スマイルファクトリー

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 ホザナ　グレース　保育園 532-0006 淀川区西三国2-14-14 06-6393-1210 伊藤　豊恵
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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

家庭的保育事業者 私立 ポコ　こまどり 532-0026 淀川区塚本4-8-26　コアイーストプレイス207号 06-4806-0710 株式会社　アセロメディカルアンドウェルフェア

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　小松幼稚園 533-0004 東淀川区小松3-5-15 06-6320-1331 学校法人　専念寺学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　菅原天満幼稚園 533-0022 東淀川区菅原2-3-27 06-6328-6079 学校法人　菅原天満宮学園

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　あすなろ 533-0023 東淀川区東淡路2-7-5 06-6328-8183 社会福祉法人　路交館

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　聖愛園 533-0023 東淀川区東淡路2-7-5 06-6321-3955 社会福祉法人　路交館

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　豊新聖愛園 533-0014 東淀川区豊新3-25-5 06-6325-2405 社会福祉法人　路交館

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　淡路幼稚園 533-0023 東淀川区東淡路4-12-25 06-6321-0271 学校法人　光宝寺学園

保育所 公立 大阪市立豊里第1保育所 533-0013 東淀川区豊里7-21-23 06-6328-5200 大阪市

保育所 公立 大阪市立西淡路第2保育所 533-0031 東淀川区西淡路5-1-14 06-6323-5160 大阪市

保育所 公立 大阪市立西大道保育所 533-0011 東淀川区大桐2-8-2-100 06-6329-8810 大阪市

保育所 公立 大阪市立日之出保育所 533-0033 東淀川区東中島4-11-25 06-6323-9800 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立下新庄保育所 533-0021 東淀川区下新庄5-3-22 06-6329-5080 社会福祉法人　和修会

保育所 公設置民営 大阪市立豊里第2保育所 533-0013 東淀川区豊里2-1-26 06-6328-0616 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立南江口保育所 533-0004 東淀川区小松5-6-32 06-6329-2869 社会福祉法人　南友会

保育所 私立 相川保育園 533-0007 東淀川区相川3-11-24 06-6340-3595 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 淡路保育園 533-0023 東淀川区東淡路4-12-26 06-6321-0771 社会福祉法人　光寳

保育所 私立 井高野第二保育園 533-0001 東淀川区井高野2-1-57 06-6340-5678 社会福祉法人　井高野福祉会

保育所 私立 井高野第三保育園 533-0001 東淀川区井高野3-1-58 06-6349-3458 社会福祉法人　井高野福祉会

保育所 私立 風の子ベビーホーム 533-0004 東淀川区小松1-14-12 06-6328-5151 社会福祉法人　水仙福祉会

保育所 私立 風の子保育園 533-0004 東淀川区小松1-11-8 06-6328-4019 社会福祉法人　水仙福祉会

保育所 私立 上新庄保育園 533-0006 東淀川区上新庄2-7-11 06-6327-2248 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 さかえ保育園 533-0023 東淀川区東淡路1-5-1-101 06-6323-3211 社会福祉法人　恵福祉会

保育所 私立 菅原保育園 533-0022 東淀川区菅原4-10-15 06-6329-2536 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 徳蔵寺保育園 533-0033 東淀川区東中島1-5-5 06-6323-0640 宗教法人　徳蔵寺

保育所 私立 ともしび保育園 533-0033 東淀川区東中島6-6-8 06-6325-1851 社会福祉法人　ともしび福祉会

保育所 私立 保育園こどものくに 533-0014 東淀川区豊新4-6-17 06-6329-3849 社会福祉法人　若葉会

保育所 私立 みのり園 533-0011 東淀川区大桐5-15-36 06-6328-5500 社会福祉法人　みのり園

保育所 私立 大桐保育園 533-0011 東淀川区大桐4-2-12 06-6326-0509 社会福祉法人　大桐福祉会

保育所 私立 小松保育園 533-0004 東淀川区小松3-5-15 06-6320-1331 学校法人　専念寺学園

保育所 私立 菅原天満保育園 533-0022 東淀川区菅原2-2-21 06-6328-6882 学校法人　菅原天満宮学園

保育所 私立 アートチャイルドケア東淀川 533-0013 東淀川区豊里4-3-6 06-6160-0122 アートチャイルドケア　株式会社

保育所 私立 グローバルキッズ東淡路園 533-0023 東淀川区東淡路4-14-15 06-6325-1061 株式会社　グローバルキッズ

保育所 私立 あすか保育園 533-0033 東淀川区東中島3-14-41 06-6322-1400 社会福祉法人　美咲会

保育所 私立 グローバルキッズ上新庄園 533-0014 東淀川区豊新5-6-32 06-6195-1710 株式会社　グローバルキッズ

保育所 私立 マザーシップ上新庄保育園 533-0013 東淀川区豊里2-25-9 06-6320-0008 社会福祉法人　松稲会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 こどもなーと保育園 533-0014 東淀川区豊新5-1-16　ピノヴェルデ1階C号 06-6379-3686 株式会社　なーと

小規模保育事業者―Ａ型 私立 フェアリールーム上新庄園 533-0014 東淀川区豊新4-26-9　1Ｆ　　ハイツ岩本店舗102、103号 06-6300-7360 株式会社　リンクス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 豊新かめっこ保育園 533-0014 東淀川区豊新5-7-10 06-7493-1811 株式会社　ニチゼミ新聞社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くじら保育園　上新庄園 533-0014 東淀川区豊新4-2-6　プレジェーネ豊新1階 06-6795-9202 株式会社くじら保育園



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

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かいせいプチ保育園　上新庄園 533-0004 東淀川区小松1-7-32　石井ビル 06-4862-6661 株式会社　成学社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぽっかぽか保育園 533-0014 東淀川区豊新1-1-5　レックス豊新 06-6325-2212 NPO法人　女性と子育て支援グループ・pokkapoka

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アップル保育園　東淀川 533-0014 東淀川区豊新2-5-27 06-6326-1179 株式会社　KEGキャリア・アカデミー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ちっちゃなメロンパン保育園　下新庄 533-0014 東淀川区豊新2丁目13-14　ノーム豊新Ⅱ　1F 06-6459-9907 Melonz　合同会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 おひさまルーム崇禅寺園 533-0033 東淀川区東中島6-7-14　Ⅰ　ＣＵＢＥ新大阪 06-6732-9830 株式会社　ベル企画

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ことり保育園 533-0021 東淀川区下新庄３－９－５　ローレルスクエア　OSAKA  LINK 06-4862-4270 社会福祉法人　和修会

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 瑞光ベビーセンター 533-0004 東淀川区小松5-6-1 06-6328-5640 株式会社　陽春

家庭的保育事業者 私立 保育アトリエ　こどもなーと 533-0005 東淀川区瑞光1-15-25 06-7898-7576 株式会社　なーと

家庭的保育事業者 私立 保育アトリエ　こどもなーとプラス 533-0005 東淀川区瑞光1-8-9-101 06-7493-0763 株式会社　なーと

家庭的保育事業者 私立 おうち保育　だぐまんま 533-0006 東淀川区上新庄2-11-20　ダフゴ第一マンション102号 06-6195-7122 前田　由子

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　深江幼稚園 537-0002 東成区深江南3-7-24 06-6971-9166 学校法人　川田学園

保育所 公立 大阪市立東小橋保育所 537-0024 東成区東小橋3-7-4 06-6971-3970 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立大成保育所 537-0014 東成区大今里西3-14-28 06-6971-1559 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立東中本保育所 537-0021 東成区東中本2-3-16 06-6981-0208 社会福祉法人　晋栄福祉会

保育所 私立 今里保育園 537-0012 東成区大今里1-28-11 06-6976-7653 社会福祉法人　かんきつ会

保育所 私立 小市保育園 537-0001 東成区深江北1-9-12 06-6971-0423 社会福祉法人　小市福祉会

保育所 私立 つみき保育園 537-0013 東成区大今里南3-5-24 06-6976-0350 社会福祉法人　司福祉会

保育所 私立 東成山水学園 537-0012 東成区大今里2-19-18 06-6974-7377 社会福祉法人　山水学園

保育所 私立 明の守たまつ保育園 537-0023 東成区玉津2-3-14 06-6977-5100 社会福祉法人明の守福祉会

保育所 私立 キッズファースト保育園 537-0024 東成区東小橋1-11-48　ビエラ玉造2階　　 06-6972-1151 社会福祉法人　江育会

保育所 私立 北中本保育園 537-0022 東成区中本4-2-41 06-6971-3722 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 東成かいせい保育園 537-0012 東成区大今里西1-12-17 06-4308-4450 株式会社　成学社

保育所 私立 ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　新深江 550-0004 東成区神路4-6-18 06-6975-8222 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

保育所 私立 中本保育園 537-0022 東成区中本4-12-1 06-6971-6195 社会福祉法人　なみはや福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 東中本みらい保育園 537-0021 東成区東中本1-11-10　セレニティグリーン 06-6785-7196 松下金属工業　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 新深江ピース保育園 537-0013 東成区大今里南4-1-1　アウラ新深江　1階 06-6224-4616 一般社団法人　BMサポート

小規模保育事業者―Ａ型 私立 今里ピース保育園 537-0014 東成区大今里西2-8-4　東成区役所1階 06-4306-4616 一般社団法人　BMサポート

小規模保育事業者―Ａ型 私立 エンジェルキッズ森ノ宮園 537-0022 東成区中本1-4-17　オルゴグラート森ノ宮南館１階 06-6720-8444 株式会社　セリオ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ふかえサンサン保育園 537-0002 東成区深江南3-13-3 06-6971-9166 学校法人　川田学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズベアー　緑橋 537-0011 東成区東今里2-2-11 06-7507-2770 合同会社　キッズベアー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 みんなの里いもほいくえん 537-0023 東成区玉津二-11-30　ジョイアルナ1階 06-6734-5611 特定非営利活動法人ちいさいほいくえんみんなの里

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 アイアイルーム 537-0013 東成区大今里南3-4-2-302　米谷マンション 06-6976-1123 社会福祉法人　司福祉会

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　大東幼稚園 544-0003 生野区小路東2-16-14 06-6751-4667 学校法人　井上学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　勝山愛和幼稚園 544-0021 生野区勝山南1-3-4 06-6731-7971 学校法人　大阪聖徳学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　勝山愛和第二幼稚園 544-0023 生野区林寺2-21-13 06-6719-0017 学校法人　大阪聖徳学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　勝山愛和第三幼稚園 544-0022 生野区舎利寺3-11-24 06-6741-3336 学校法人　大阪聖徳学園

幼保連携型認定こども園 私立 学校法人すみれ学園　幼保連携型認定こども園　すみれ幼稚園 544-0022 生野区舎利寺1-5-28 06-6712-0747 学校法人　すみれ学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　日の出学園 544-0015 生野区巽南2-8-19 06-6757-4150 社会福祉法人　日の出学園

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　生野フランシスコ学園 544-0012 生野区巽西1-3-26 06-6757-5091 社会福祉法人　お告げのフランシスコ姉妹会
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幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　聖浄保育園 544-0022 生野区舎利寺3-9-10 06-6731-5713 社会福祉法人　イエス団

保育所 公立 大阪市立生野保育所 544-0022 生野区舎利寺1-11-14 06-6731-3937 大阪市

保育所 公立 大阪市立中川保育所 544-0005 生野区中川2-4-26 06-6751-5177 大阪市

保育所 私立 愛信保育園 544-0032 生野区中川西2-5-15 06-6712-2020 社会福祉法人　愛信福祉会

保育所 私立 イカイノ保育園 544-0032 生野区中川西2-6-10 06-6731-3535 社会福祉法人　黎明福祉会

保育所 私立 生野幼児園 544-0025 生野区生野東3-1-9 06-6712-6975 社会福祉法人　真光福祉会

保育所 私立 大阪聖和保育園 544-0034 生野区桃谷5-10-29 06-6731-6112 社会福祉法人　聖和共働福祉会

保育所 私立 北桃谷乳児保育園 544-0034 生野区桃谷3-2-40 06-6731-1548 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 くるみ愛育園 544-0003 生野区小路東2-7-13 06-6752-4463 社会福祉法人　成光苑

保育所 私立 こひつじ乳児保育園 544-0003 生野区小路東1-17-28 06-6754-4355 社会福祉法人　博愛社

保育所 私立 小路保育園 544-0002 生野区小路3-19-28 06-6754-7862 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 巽保育園 544-0013 生野区巽中1-18-12 06-6752-9331 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 生野こもれび保育園 544-0006 生野区中川東1-5-3 06-6752-9668 社会福祉法人　水と緑の地球と

保育所 私立 林寺保育園 544-0023 生野区林寺4-6-26 06-6719-2694 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 東桃谷幼児の園 544-0033 生野区勝山北3-4-33 06-6731-0209 社会福祉法人　大阪福祉事業財団

保育所 私立 日の出巽西園 544-0012 生野区巽西4-2-6 06-6757-4151 社会福祉法人　日の出学園

保育所 私立 わかば保育園 544-0014 生野区巽東2-15-9 06-6752-9285 社会福祉法人　わかば保育園

保育所 私立 わかば第二保育園 544-0014 生野区巽東2-14-19 06-6752-9285 社会福祉法人　わかば保育園

保育所 私立 南生野いちょう保育園 544-0025 生野区生野東4-1-22 06-6741-0300 社会福祉法人　大念仏寺社会事業団

保育所 私立 東生野愛育園 544-0001 生野区新今里7-15-6　　　　　　 06-6751-3940 社会福祉法人　成光苑

小規模保育事業者―Ａ型 私立 くるみ小規模保育園 544-0003 生野区小路東2-8-4 06-6755-7751 社会福祉法人　成光苑

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ＡＩＡＩ　ＭＩＮＩ　北巽 544-0004 生野区巽北3-15-24　豊都ビル2Ｆ 06-4307-6704 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　生野区役所園 544-8501 生野区勝山南3-1-19　生野区庁舎1階 080-7499-0039 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ディライトキッズ　いまざと保育園 544-0032 生野区中川西1-8-6 06-4303-5633 株式会社　ディライトキッズ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 今里サンフレンズ保育園 554-0005 生野区中川3-5-5 06-4306-0078 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ＣоｎоＣо桃谷のおうち 544-0033 生野区勝山北1-4-21　フォーカスビル1Ｆ 06-7507-1334 特定非営利活動法人ＣｏｎｏＣｏ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 きらぼし保育園　桃谷園 544-0034 生野区桃谷2-23-41 06-6773-9128 株式会社　beleef

小規模保育事業者―Ａ型 私立 しあわせいっぱい保育園　巽 544-0014 生野区巽東2-18-31　ふぁみーゆ巽東1階 06-4309-7567 株式会社　ハンドシェイク

小規模保育事業者―Ｂ型 私立 たかはしベビーセンター 544-0002 生野区小路1-21-14 06-6751-2201 株式会社　リリー

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 夢の箱保育園KOKORO 544-0025 生野区生野東2-4-7 06-6741-6111 社会福祉法人　基弘会

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　あけのほし幼稚園 535-0001 旭区太子橋1-1-27 06-6951-2633 学校法人　クラレット学院

保育所 公立 大阪市立生江保育所 535-0004 旭区生江3-14-13 06-6922-7797 大阪市

保育所 公立 大阪市立大宮第1保育所 535-0003 旭区中宮2-22-22 06-6951-3998 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立清水保育所 535-0021 旭区清水2-14-17 06-6954-6260 社会福祉法人　向日葵福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立森小路保育所 535-0013 旭区森小路2-5-29 06-6951-6283 社会福祉法人　向日葵福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立両国保育所 535-0021 旭区清水4-6-15 06-6951-3083 社会福祉法人　しんもり福祉会

保育所 私立 ありんこ保育園 535-0002 旭区大宮1-9-9 06-6952-4693 社会福祉法人　しろきた福祉会

保育所 私立 大阪YWCA大宮保育園 535-0002 旭区大宮5-7-15 06-6955-5931 社会福祉法人　大阪キリスト教女子青年福祉会

保育所 私立 金光寺保育園 535-0004 旭区生江2-2-21 06-6925-1225 社会福祉法人　金光寺福祉会
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保育所 私立 太子橋保育園 535-0001 旭区太子橋3-2-8 06-6956-5000 社会福祉法人　明徳園

保育所 私立 平和の子保育園 535-0022 旭区新森7-1-5 06-6954-0524 社会福祉法人　しんもり福祉会

保育所 私立 つぼみ保育園 535-0031 旭区高殿5-10-34 06-6953-5511 社会福祉法人　邦寿会

保育所 私立 ありんこ第２保育園 535-0002 旭区大宮1-9-13 06-6954-1101 社会福祉法人　しろきた福祉会

保育所 私立 大宮まぶね保育園 535-0002 旭区大宮1-1-32 06-6955-4571 社会福祉法人　日本コイノニア福祉会

保育所 私立 ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　高殿 535-0031 旭区高殿3-3-13 06-6958-6868 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

保育所 私立 トレジャーキッズたかどの保育園 535-0031 旭区高殿7-16-29 06-6967-9191 株式会社　セリオ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 大阪ＹＷＣＡこひつじほーむ 535-0002 旭区大宮4-23-18　アーバンライフ大宮1Ｆ 06-6923-8667 社会福祉法人　大阪キリスト教女子青年福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　生江園 535-0004 旭区生江1-8-2　ロイヤルコート香蘭橋105号 06-6928-4188 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ＡＩＡＩ　ＭＩＮＩ　太子橋今市 535-0002 旭区大宮5-4-27　パレ城北1Ｆ 06-6167-8012 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かいせいプチ保育園　森小路園 535-0013 旭区森小路2-16-2 06-6167-4600 株式会社　成学社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 れもんのこ清水保育園 535-0021 旭区清水3-32-13　スプレンダースマイル1階 06-6964-4660 社会福祉法人　檸檬会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 たっち小規模保育園 535-0011 旭区今市1-5-23　新栄プロパティ千林Ⅱ　101号室 06-6955-3011 特定非営利活動法人　スポキッズ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ヒーローズ旭保育園 535-0022 旭区新森4-23-8　Villetta新森公園1階 06-6955-3788 株式会社　キッズ1ハート

小規模保育事業者―Ａ型 私立 新森サンフレンズ保育園 535-0022 旭区新森六丁目3-45 06-6167-4157 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　関目聖マリア幼稚園 536-0007 城東区成育4-8-12 06-6932-4779 学校法人　大阪聖マリア学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　城東ちどり保育園 536-0021 城東区諏訪3-6-33 06-6167-3755 社会福祉法人　晋栄福祉会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　成育児童センター 536-0007 城東区成育1-6-12 06-6786-1211 社会福祉法人　都島友の会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　古市たいよう学院 536-0001 城東区古市1-16-12 06-6930-7050 社会福祉法人　玉美福祉会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　諏訪こども学園 536-0021 城東区諏訪1-8-5 06-6961-0820 社会福祉法人　光栄寺福祉会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　ゆめの樹保育園 536-0004 城東区今福西6-6-30 06-6934-6001 社会福祉法人　三養福祉会

保育所型認定こども園 私立 城東よつばこども園 536-0014 城東区鴫野西3-1-24 06-6963-0428 社会福祉法人　子どものアトリエ

保育所 公立 大阪市立鴫野保育所 536-0014 城東区鴫野西5-3-3-100 06-6961-3756 大阪市

保育所 公立 大阪市立関目保育所 536-0008 城東区関目1-24-27 06-6931-7070 大阪市

保育所 公立 大阪市立鯰江保育所 536-0004 城東区今福西1-13-4 06-6931-8080 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立今福南保育所 536-0003 城東区今福南4-6-48-100 06-6934-5098 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 愛育保育園 536-0006 城東区野江2-15-8 06-6931-0565 社会福祉法人　ロザリオ福祉会

保育所 私立 今福保育園 536-0003 城東区今福南2-21-14 06-6931-2890 社会福祉法人　城東福祉会

保育所 私立 くれない保育所 536-0013 城東区鴫野東3-23-12 06-6961-7529 社会福祉法人　くれない学園

保育所 私立 なかよしすみれ保育園 536-0001 城東区古市1-21-3 06-6931-3350 社会福祉法人　大阪福祉事業財団

保育所 私立 すみれ保育園 536-0001 城東区古市1-20-82 06-6931-3330 社会福祉法人　大阪福祉事業財団

保育所 私立 つばさ保育園 536-0008 城東区関目1-18-22 06-6930-1081 社会福祉法人　難波会

保育所 私立 森之宮保育園 536-0025 城東区森之宮2-1-47 06-6967-0212 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 わんわん保育園 536-0005 城東区中央3-7-4 06-6939-7711 社会福祉法人　育伸会

保育所 私立 ゆりかご保育園 536-0013 城東区鴫野東3-17-9 06-6961-1512 社会福祉法人　ゆりかご会

保育所 私立 成徳保育園 536-0011 城東区放出西1-3-18 06-6963-9966 社会福祉法人　凜優会

保育所 私立 たつのこ保育園 536-0015 城東区新喜多1-2-7-101　リバーカントリーガーデン京橋 06-6936-0755 社会福祉法人　ユニバーサルケア

保育所 私立 ゆりかご第二保育園 536-0017 城東区新喜多東1-1-7 06-6965-1552 社会福祉法人　ゆりかご会

保育所 私立 野江まつのはな保育園 536-0006 城東区野江2-12-15 06-6934-1101 社会福祉法人　治栄会



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

保育所 私立 きらら保育園 536-0008 城東区関目3-8-4 06-6931-7720 社会福祉法人　松輪会

保育所 私立 大阪信愛学院保育園 536-0001 城東区古市2-8-6 06-6939-8715 学校法人　大阪信愛女学院

保育所 私立 東中浜ひばり保育園 536-0023 城東区東中浜2-4-31 06-6967-2282 社会福祉法人　麦の穂

保育所 私立 社会福祉法人城東福祉会　今福青い鳥保育園 536-0004 城東区今福西1-6-30 06-6936-2500 社会福祉法人　城東福祉会

保育所 私立 がもう保育園 536-0005 城東区中央2-10-26 06-6930-3300 社会福祉法人　敬愛会

保育所 私立 トレジャーキッズてんのうでん保育園 536-0012 城東区天王田13-4 06-6923-9700 株式会社　セリオ

保育所 私立 関目中央保育園 536-0008 城東区関目5-12-6 06-4255-7575 社会福祉法人　貝塚中央福祉会

保育所 私立 ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　鴫野駅前 536-0014 城東区鴫野西5-1-24　ビエラタウン鴫野　JR鴫野駅NKビル３階 06-6167-7458 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ　株式会社

保育所 私立 ポピンズナーサリースクール鴫野 536-0014 城東区鴫野西5-2-25 06-6167-5563 株式会社ポピンズエデュケア

保育所 私立 うれしい保育園　関目 536-0008 城東区関目3-11-27 06-6936-3321 株式会社　ケア２１

小規模保育事業者―Ａ型 私立 鴫野東みらい保育園 536-0013 城東区鴫野東2-1-15 06-6955-9733 松下金属工業　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ゆめみ保育園 536-0023 城東区東中浜6-8-23 06-4258-7100 株式会社　トランスネットトキワ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 かいせいプチ保育園　今福園 536-0004 城東区今福西4-1-23　 06-6180-4900 株式会社　成学社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 もりのこルーム 536-0025 城東区森之宮2-9-106 080-3501-0213 社会福祉法人　みおつくし福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぬくもりのおうち保育　城東中央園 536-0011 城東区中央1-3-6　もと城東区民ホール1階 06-6180-9090 ぬくもりのおうち保育　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ニチイキッズ深江橋保育園 536-0021 城東区諏訪4-13-33 06-6167-5761 株式会社　ニチイ学館

小規模保育事業者―Ａ型 私立 野江サンフレンズ保育園 536-0006 城東区野江2-7-12 06-6167-5048 サンヨーホームズコミュニティ　株式会社

小規模保育事業者―Ｂ型 私立 エンジェルキッズ城東園 536-0004 城東区今福西5-11-27 06-6939-3800 株式会社　セリオ

小規模保育事業者―Ｂ型 私立 城東ちどり保育園　ちどりキッズ 536-0021 城東区諏訪2-4-3　バルーンフラワー諏訪101号 06-6965-0505 社会福祉法人　晋栄福祉会

家庭的保育事業者 私立 とまり木保育園　古市園 536-0001 城東区古市3-8　プロムナーデ関目団地　7号棟103 号室 06-6167-9709 株式会社　ＪＯＫＯ

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



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

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

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

幼稚園型認定こども園 私立 むつみこども園 545-0021 阿倍野区阪南町3-22-8 06-6624-0557 学校法人　睦美学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園聖愛幼稚園 545-0042 阿倍野区丸山通1-3-61 06-6651-8039 学校法人　大阪キリスト教学院

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　あべの幼稚園 545-0035 阿倍野区北畠3-7-5 06-6651-8649 学校法人　阿部野学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　松虫幼稚園 545-0023 阿倍野区王子町2-5-13 06-6621-9115 学校法人　前島学園

幼保連携型認定こども園 私立 ながいけ認定こども園 545-0021 阿倍野区阪南町5-2-26 06-6622-3444 学校法人　たつみ学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　金塚幼稚園 545-0051 阿倍野区旭町1-4-46 06-6641-0598 学校法人　金塚学園

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　グレース幼稚園 545-0011 阿倍野区昭和町4-3-19 06-6622-1008 学校法人　大阪キリスト教学院

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園文の里幼稚園 545-0004 阿倍野区文の里3-15-28 06-6629-2323 学校法人　谷口学園

保育所型認定こども園 私立 阿倍野保育園 545-0004 阿倍野区文の里3-6-10 06-6621-2903 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所型認定こども園 私立 あべのげんき学園 545-0021 阿倍野区阪南町1-34-4 06-6627-1118 社会福祉法人　千早赤阪福祉会

保育所 公立 大阪市立阪南保育所 545-0021 阿倍野区阪南町3-26-13 06-6623-0277 大阪市

保育所 私立 阿さひ保育園 545-0051 阿倍野区旭町3-1-6 06-6631-4718 社会福祉法人　清栄会

保育所 私立 育徳園保育所 545-0021 阿倍野区阪南町5-12-5 06-6621-1901 社会福祉法人　育徳園

保育所 私立 長楽保育園 545-0021 阿倍野区阪南町3-42-7 06-6622-3423 宗教法人　長楽寺

保育所 私立 ナルド夜間保育園 545-0052 阿倍野区阿倍野筋5-13-17 06-6651-0802 社会福祉法人　阿望仔

保育所 私立 望之門保育園 545-0052 阿倍野区阿倍野筋5-13-17 06-6651-7741 社会福祉法人　阿望仔

保育所 私立 マナ乳児保育園 545-0052 阿倍野区阿倍野筋5-12-10 06-6653-6500 社会福祉法人　阿望仔



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

保育所 私立 にしたなべ太陽保育園 545-0014 阿倍野区西田辺町2-1-12 06-6691-4104 社会福祉法人　すこやか

保育所 私立 松の実保育園 545-0021 阿倍野区阪南町1-16-10 06-6623-5400 社会福祉法人　福文会

保育所 私立 きたばたけ保育園 545-0035 阿倍野区北畠3-8-30 06-6653-8627 社会福祉法人　阿部野学園

保育所 私立 せいあい保育園 545-0042 阿倍野区丸山通1-3-61 06-6651-2830 学校法人　大阪キリスト教学院

保育所 私立 アイグラン保育園昭和町 545-0011 阿倍野区昭和町2-12-27 06-6621-6077 株式会社　アイグラン

保育所 私立 三明保育園 545-0005 阿倍野区三明町1-2-24 06-6621-2700 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 クオリスキッズあべの橋保育園 545-0053 阿倍野区松崎町2-5-24 06-6623-0737 株式会社　クオリス

保育所 私立 りんりん保育園　阪南町 545-0021 阿倍野区阪南町7-9-22 06-6695-3337 社会福祉法人　遊星会

保育所 私立 かがやきの森保育園あいおい 543-0033 阿倍野区相生通1-9-27 06-6652-6200 学校法人　泉新学園

保育所 私立 宙音つばさ保育園 545-0035 阿倍野区北畠1-12-21 06-4399-0283 社会福祉法人　博光福祉会

保育所 私立 高松保育園 545-0001 阿倍野区天王寺町北3-2-15 06-6777-3020 社会福祉法人　鶴舟会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 エンジェルキッズ阿倍野園 545-0001 阿倍野区天王寺町北2-1-9　ローレルハイツ中野2Ｆ 06-6719-6666 株式会社　セリオ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズパレス 545-0051 阿倍野区旭町1-6-3 06-6636-8151 株式会社　キッズパレス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ひつじのおうち保育園 545-0051 阿倍野区旭町3-2-5　あべのシャルム200 06-6648-0839 翔家ライフサービス　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズパレス美章園 545-0003 阿倍野区美章園1-9-18　ラフィネ美章園1F 06-6629-1101 株式会社　キッズパレス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズベアー　文の里 545-0004 阿倍野区文の里4-21-30　一桃ビル2F 06-7507-1316 合同会社　キッズベアー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 れもんのこ昭和町保育園 545-0011 阿倍野区昭和町4-9-26　クローバー・グランデ昭和町1Ｆ 06-6655-0898 社会福祉法人　檸檬会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズベアー　阿倍野 545-0004 阿倍野区文の里1-1-40　阿倍野区役所地下1階 06-7506-9470 合同会社　キッズベアー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズハーモニー・あべの 545-0022 阿倍野区播磨町1-5-25-101 06-7176-2962 株式会社　パソナフォスター

小規模保育事業者―Ａ型 私立 あろは保育園　阿倍野園 545-0022 阿倍野区播磨町1-24-24　クレバービル 06-6115-7612 社会福祉法人　太陽福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すまいる保育園すこやか 545-0053 阿倍野区松崎町3-4　大阪市営松崎第2住宅1号棟102号室 06-6654-7751 株式会社　すまいる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すまいる保育園ほほえみ 545-0053 阿倍野区松崎町3-4　大阪市営松崎第2住宅1号棟103号室 06-6654-8667 株式会社　すまいる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アメリカンアカデミーあべの保育園 545-0051 阿倍野区旭町3-1-2　あべのステラ　203号室 06-6556-7587 株式会社　ほいくる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ロクマキッズ阿倍野園 545-0001 阿倍野区天王寺町北2-13-19 06-4305-7450 レンキスマネージメント　株式会社

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 Ｆｏｕｒ　Ｌｅａｆ 545-0035 阿倍野区北畠1-12-12 06-7505-8615 澤田　智香子

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 あおぞら保育園阿倍野 545-0003 阿倍野区美章園2-21-4 06-4301-0123 あおぞら　株式会社

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 あゆむ保育園 545-0014 阿倍野区西田辺町2-10-8 06-6691-2800 社会福祉法人　大阪重症心身障害児者を支える会

家庭的保育事業者 私立 なかよしルーム　阿倍野 545-0041 阿倍野区共立通1-1-9 06-6651-8600 株式会社　フレンド

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　住の江幼稚園 559-0033 住之江区南港中4-4-32 06-6613-0800 学校法人　森岡学園

幼稚園型認定こども園 私立 こども園　中かがや幼稚園 559-0017 住之江区中加賀屋2-18-5 06-6685-5525 学校法人　坂越学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　みさきようちえん 559-0013 住之江区御崎3-3-17 06-6681-4756 学校法人　片上学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　たかさきこども園 559-0025 住之江区平林南2-6-54 06-6685-5858 社会福祉法人　あしかび

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　ポートタウンこども園 559-0033 住之江区南港中5-3-37 06-6613-2045 社会福祉法人湊夢創造館

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　愛和学園 559-0016 住之江区西加賀屋1-1-47 06-6681-2026 社会福祉法人　愛和

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　グレースこども園 559-0033 住之江区南港中2-3-51 06-6614-1680 社会福祉法人　日本ワールド・ヴィジョン会

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　愛染園南港東保育園 559-0031 住之江区南港東1-6-3-101　UR都市機構　南港前団地 06-6612-1800 社会福祉法人　石井記念愛染園

保育所 公立 大阪市立北加賀屋保育所 559-0017 住之江区中加賀屋2-17-1 06-6681-2673 大阪市

保育所 公立 大阪市立御崎保育所 559-0013 住之江区御崎7-2-4 06-6685-6693 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立新北島保育所 559-0024 住之江区新北島4-1-1-101 06-6683-1251 社会福祉法人　みおつくし福祉会
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保育所 公設置民営 大阪市立浜口保育所 559-0006 住之江区浜口西3-4-6 06-6674-3835 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 きのみ保育園 559-0033 住之江区南港中4-2-30 06-6612-2800 社会福祉法人　喜和保育事業会

保育所 私立 きのみむすび保育園 559-0016 住之江区西加賀屋4-4-10 06-6682-3001 社会福祉法人　喜和保育事業会

保育所 私立 粉浜学園 559-0001 住之江区粉浜3-10-29 06-6674-5111 社会福祉法人　粉浜福祉会

保育所 私立 住之江保育園 559-0013 住之江区御崎5-9-16 06-6685-5609 社会福祉法人　住之江福祉会

保育所 私立 第2住之江保育園 559-0013 住之江区御崎8-8-1 06-6685-5681 社会福祉法人　住之江福祉会

保育所 私立 やまと保育園 559-0014 住之江区北島3-17-1 06-6682-1741 社会福祉法人　大和福祉会

保育所 私立 どろんこ保育園 559-0011 住之江区北加賀屋1-11-13 06-6683-3623 社会福祉法人　さざんか福祉会

保育所 私立 えびす保育園 559-0012 住之江区東加賀屋4-3-15 06-6686-0081 社会福祉法人　恵美寿福祉会

保育所 私立 こすも保育園 559-0034 住之江区南港北1-31-17-1Ｆ　リバーガーデンコスモスクエア 06-6613-0901 社会福祉法人　ユニバーサルケア

保育所 私立 すみのえひよこ保育園 559-0033 住之江区南港中4-4-32 06-6613-0820 学校法人　森岡学園

保育所 私立 安立保育園 559-0003 住之江区安立4-6-17 06-6671-8846 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 グローバルキッズ住之江園 559-0013 住之江区御崎8-1-6 06-6606-8968 株式会社　グローバルキッズ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 マミーズアイ保育園　すみのえ園 559-0005 住之江区西住之江1-1-31 06-6675-4150 株式会社　ハグウィズ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ほわいと保育園　南港北 559-0034 住之江区南港北1-25-10　シーサイドレジデンスコスモスクエア3階 06-7710-5722 株式会社　つばき

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぷちえびす保育園 559-0007 住之江区粉浜西1-1-16　パールスクエアービル1階 06-6674-6174 社会福祉法人　恵美寿福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 たかさき保育園 559-0013 住之江区御崎3-1-17　住之江区役所 06-6686-5678 社会福祉法人　あしかび

小規模保育事業者―Ａ型 私立 どろんこベビー園 559-0011 住之江区北加賀屋1-6-8 06-6115-8021 社会福祉法人　さざんか福祉会

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　万代幼稚園 558-0055 住吉区万代3-6-15 06-6671-4320 学校法人　片上学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　愛児幼稚園 558-0002 住吉区長居西3-1-14 06-6691-0502 学校法人　稲垣学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　東粉浜幼稚園 558-0051 住吉区東粉浜2-11-14 06-6671-7875 学校法人　東粉浜幼稚園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　建国幼稚園 558-0032 住吉区遠里小野2-3-13 06-6691-1231 学校法人　白頭学院

幼稚園型認定こども園 私立 ひまわり幼稚園 558-0011 住吉区苅田5-17-25 06-6698-3272 学校法人　西村学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　東よさみ幼稚園 558-0011 住吉区苅田1-7-19 06-6698-0227 学校法人　廣瀬学園

保育所型認定こども園 私立 あびこひかりこども園 558-0015 住吉区我孫子西1-11-7 06-6691-0383 社会福祉法人　我孫子バプテスト福祉会

保育所型認定こども園 私立 認定こども園　藤こども園 558-0024 住吉区山之内元町6-2 06-6697-2131 社会福祉法人　幸聖福祉会

保育所 公立 大阪市立苅田南保育所 558-0011 住吉区苅田9-1-12 06-6698-8500 大阪市

保育所 公立 大阪市立住吉乳児保育所 558-0054 住吉区帝塚山東5-5-16 06-6672-3831 大阪市

保育所 公立 大阪市立住吉保育所 558-0054 住吉区帝塚山東5-9-4 06-6678-7031 大阪市

保育所 公立 大阪市立万領保育所 558-0056 住吉区万代東4-1-29 06-6694-1623 大阪市

保育所 私立 遠里小野保育園 558-0032 住吉区遠里小野1-1-31 06-6694-4118 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 四恩乳児保育園 558-0011 住吉区苅田4-3-9 06-6692-5071 社会福祉法人　四恩学園

保育所 私立 四恩るり2乳児保育園 558-0013 住吉区我孫子東3-2-25-201 06-4700-8080 社会福祉法人　四恩学園

保育所 私立 四恩るり保育園 558-0011 住吉区苅田4-3-15 06-6692-5071 社会福祉法人　四恩学園

保育所 私立 大領乳児保育園 558-0001 住吉区大領1-2-14 06-6691-2012 社会福祉法人　大領福祉会

保育所 私立 大領保育園 558-0001 住吉区大領1-3-30 06-6691-1601 社会福祉法人　大領福祉会

保育所 私立 長居保育園 558-0004 住吉区長居東4-11-16 06-6691-3669 社会福祉法人　柿の木福祉の園

保育所 私立 長居保育園乳児センター 558-0004 住吉区長居東4-11-15 06-6691-3669 社会福祉法人　柿の木福祉の園

保育所 私立 ひまわり乳児保育園 558-0011 住吉区苅田3-12-7 06-6697-8450 社会福祉法人　ひまわり福祉会
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保育所 私立 山之内保育園 558-0023 住吉区山之内4-2-23 06-6695-4677 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 ひまわり保育園 558-0033 住吉区清水丘2-10-34 06-6678-6760 社会福祉法人　ひまわり福祉会

保育所 私立 こぐま保育園 558-0042 住吉区殿辻1-6-15 06-6694-9192 社会福祉法人　創の会

保育所 私立 きりん保育園 558-0004 住吉区長居東3-8-32 06-6691-0250 学校法人　長居幼稚園

保育所 私立 まんだい保育園 558-0055 住吉区万代3-6-15 06-6671-4320 学校法人　片上学園

保育所 私立 グローバルキッズあびこ園 558-0014 住吉区我孫子4-9-12 06-6691-3233 株式会社　グローバルキッズ

保育所 私立 ほわいと保育園　住吉 558-0045 住吉区住吉2-10-23 06-6676-5511 株式会社　つばき

保育所 私立 アイグラン保育園長居 558-0004 住吉区長居東3-14-23 06-4703-3841 株式会社　アイグラン

保育所 私立 みとう保育園 558-0002 住吉区長居西3-6-4 06-4700-8830 みとうメディカル　株式会社

保育所 私立 かきつばた保育園 558-0047 住吉区千躰2-2-7 06-6671-5533 社会福祉法人　昇人会

保育所 私立 浅香東保育園 558-0021 住吉区浅香1-1-38 06-6697-5987 社会福祉法人　堺あかり会

保育所 私立 ゆり保育園 558-0014 住吉区我孫子1-1-2 06-6606-2177 社会福祉法人　幸聖福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すみえ保育園 558-0043 住吉区墨江2-2-25 06-6675-5804 株式会社　はぐみ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すまいる保育園山之内 558-0023 住吉区山之内3-3-2　マ・メゾン舟尾1階 06-6115-8165 株式会社　すまいる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 南住吉つばさ保育園 558-0041 住吉区南住吉2-14-20　平成ハイツ壱番館1階 06-6605-1616 社会福祉法人　あさか会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 パンダ保育園苅田園 558-0011 住吉区苅田5-18-26 06-6615-8183 株式会社　ＣＨＩＬＤ　ＧＡＲＤＥＮ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ほわいと保育園　東粉浜 558-0051 住吉区東粉浜3-20-7 06-6673-2777 株式会社　つばき

小規模保育事業者―Ａ型 私立 みとう保育ルーム 558-0002 住吉区長居西3-6-3 06-4700-8831 みとうメディカル　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 れもんのこ杉本保育園 558-0022 住吉区杉本町2-30-5 06-6609-1227 社会福祉法人　檸檬会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 まんだいぷちほいくえん 558-0055 住吉区万代3-3-30 06-7509-5323 学校法人　片上学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 藤保育園　ドレミ 558-0041 住吉区南住吉3-15-55 06-6698-5101 社会福祉法人　幸聖福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぴこえびす保育園 558-0044 住吉区長峡町3-14　ショップ南海住吉 06-6690-7774 社会福祉法人　恵美寿福祉会

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 ＫＩＤＳＲＯＯＭ　Baby-bee 558-0033 住吉区清水丘1-25-23 06-7502-3143 札場　秀子

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 オズ保育園帝塚山 558-0054 住吉区帝塚山東3-8-20 06-6569-9830 医療法人　三幸会

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　育和学園生長幼稚園 546-0035 東住吉区山坂4-16-16 06-6692-3204 学校法人　育和学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　育和学園幼稚園 546-0042 東住吉区西今川1-19-2 06-6713-0552 学校法人　育和学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　さつき幼稚園 546-0042 東住吉区西今川2-4-12 06-6702-3780 学校法人　さつき学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　プール幼稚園 546-0023 東住吉区矢田3-2-18 06-6698-7700 学校法人　トリストラム学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　二葉幼稚園 546-0044 東住吉区北田辺6-14-26 06-6622-1571 学校法人　二葉学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　中野幼稚園 546-0013 東住吉区湯里1-13-6 06-6702-0032 学校法人大阪慈光学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　今川幼稚園 546-0031 東住吉区田辺6-6-13 06-6622-3897 学校法人　増田学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　勝山愛和第四幼稚園 544-0041 東住吉区桑津5-15-1 06-6714-1455 学校法人　大阪聖徳学園

保育所型認定こども園 私立 湯里保育園 546-0012 東住吉区中野4-14-6 06-6705-0595 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 公立 大阪市立鷹合保育所 546-0014 東住吉区鷹合1-5-16 06-6696-3891 大阪市

保育所 公立 大阪市立矢田教育の森保育所 546-0023 東住吉区矢田5-2-12 06-6692-0053 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立矢田第3保育所 546-0023 東住吉区矢田2-11-18 06-6699-9869 社会福祉法人　天宗社会福祉事業会

保育所 私立 育和白鷺学園 546-0002 東住吉区杭全3-9-17 06-6719-2697 社会福祉法人　育和白鷺学園

保育所 私立 育和白鷺学園今林園 546-0001 東住吉区今林2-11-6 06-6754-2897 社会福祉法人　育和白鷺学園

保育所 私立 今川学園 546-0003 東住吉区今川2-4-28 06-6713-0277 社会福祉法人　今川学園



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

保育所 私立 北田辺保育園 546-0044 東住吉区北田辺3-6-23 06-6713-0915 社会福祉法人　創の会

保育所 私立 新生保育園 546-0033 東住吉区南田辺3-4-26 06-6696-5525 社会福祉法人　大阪新生福祉会

保育所 私立 第2めばえ保育園 546-0042 東住吉区西今川1-5-28 06-6713-1558 社会福祉法人　めばえ福祉会

保育所 私立 太陽保育園 546-0014 東住吉区鷹合2-11-25 06-6692-1625 社会福祉法人　すこやか

保育所 私立 天宗東住吉園 546-0022 東住吉区住道矢田2-12-21 06-6797-0700 社会福祉法人　天宗社会福祉事業会

保育所 私立 めぐむ保育園 546-0035 東住吉区山坂1-3-14 06-6629-6755 社会福祉法人　めぐむ福祉会

保育所 私立 めばえ保育園 546-0042 東住吉区西今川1-6-2 06-6713-1558 社会福祉法人　めばえ福祉会

保育所 私立 矢田北保育園 546-0021 東住吉区照ケ丘矢田2-17-4 06-6702-2610 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 城南学園保育園 546-0021 東住吉区照ヶ丘矢田2-23-13 06-6702-9260 学校法人　城南学園

保育所 私立 東田辺コティ保育園 546-0032 東住吉区東田辺3-16-5 06-6692-1900 社会福祉法人　敬福会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ひよこルーム 546-0033 東住吉区南田辺3-4-8 06-6696-5525 社会福祉法人　大阪新生福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すまいる保育園杭全 546-0002 東住吉区杭全1-16-4　カサコルベ2階 06-6796-7367 株式会社　すまいる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アップル保育園　東住吉 546-0012 東住吉区中野3-6-15　サンソレイユ中野2階 06-6797-1170 株式会社　KEGキャリア・アカデミー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アップル保育園　東田辺 546-8501 東住吉区東田辺1-13-4　東住吉区役所1階 06-4399-1170 株式会社　KEGキャリア・アカデミー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アップル保育園　中野 546-0012 東住吉区中野3-6-15　サンソレイユ中野1階 06-6769-1170 株式会社　KEGキャリア・アカデミー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 こまがわ太陽保育園 546-0043 東住吉区駒川5-4-11 06-7162-0842 社会福祉法人　すこやか

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ニチイキッズ東住吉保育園 546-0013 東住吉区湯里5-19-9　ルミナス湯里1階 06-6770-5191 株式会社　ニチイ学館

小規模保育事業者―Ａ型 私立 育和学園小規模保育園 546-0003 東住吉区今川4-7-22 06-6708-3660 学校法人　育和学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 あいびすきっず北田辺保育園 546-0044 東住吉区北田辺4-22-5　ゼクス北田辺1階 06-6714-5505 一般社団法人　アイビスライフ

幼稚園型認定こども園 私立 学校法人常磐会学園　認定こども園　常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 547-0032 平野区流町2-2-28 06-6709-0330 学校法人　常磐会学園

幼稚園型認定こども園 私立 幼稚園型認定こども園　東平野幼稚園 547-0043 平野区平野東1-7-41 06-6791-2620 学校法人　東平野幼稚園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　西平野幼稚園 547-0045 平野区平野上町1-2-2 06-6791-3939 学校法人　平野学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　光源寺幼稚園 547-0044 平野区平野本町4-11-5 06-6793-5005 学校法人　光源寺学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　喜連幼稚園 547-0027 平野区喜連6-2-2 06-6709-1885 学校法人　喜連学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　喜連東幼稚園 547-0021 平野区喜連東5-1-63 06-6709-1587 学校法人　喜連学園

保育所型認定こども園 私立 認定こども園　すぎな保育園 547-0027 平野区喜連2-2-19 06-6707-3311 社会福祉法人　すぎな福祉会

保育所 公立 大阪市立瓜破保育所 547-0024 平野区瓜破3-3-64 06-6707-0700 大阪市

保育所 公立 大阪市立加美第1保育所 547-0006 平野区加美正覚寺2-12-26 06-6791-4400 大阪市

保育所 公立 大阪市立加美第2保育所 547-0003 平野区加美南1-9-45 06-6791-0730 大阪市

保育所 公立 大阪市立喜連保育所 547-0027 平野区喜連6-7-44 06-6790-2700 大阪市

保育所 公立 大阪市立長吉第1保育所 547-0013 平野区長吉長原東2-1-22 06-6709-1991 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立長吉第3保育所 547-0015 平野区長吉長原西4-2-10-101 06-6707-0200 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立西喜連保育所 547-0026 平野区喜連西1-14-2-101 06-6703-0530 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 公設置民営 大阪市立平野西保育所 547-0044 平野区平野本町1-15-14 06-6791-0269 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 いちょうベビーセンター 547-0045 平野区平野上町1-7-3 06-6791-5410 社会福祉法人　大念仏寺社会事業団

保育所 私立 いちょう保育園 547-0045 平野区平野上町1-7-3 06-6791-5410 社会福祉法人　大念仏寺社会事業団

保育所 私立 加美長沢保育園 547-0001 平野区加美北5-9-35 06-6793-7513 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 さくらんぼ保育園 547-0001 平野区加美北7-7-10 06-6791-2007 社会福祉法人　さくらんぼ保育園

保育所 私立 末次保育園 547-0001 平野区加美北5-4-15 06-6792-6455 社会福祉法人　誠会



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

保育所 私立 小市学園 547-0011 平野区長吉出戸5-1-49 06-6709-2131 社会福祉法人　燦燦会

保育所 私立 第二めぐむ保育園 547-0024 平野区瓜破1-4-31 06-6708-1316 社会福祉法人　めぐむ福祉会

保育所 私立 つくし保育園 547-0033 平野区平野西5-6-1 06-6704-3381 一般財団法人　つくし保育園

保育所 私立 天宗瓜破東園 547-0022 平野区瓜破東2-2-53 06-6708-3167 社会福祉法人　天宗社会福祉事業会

保育所 私立 天宗瓜破園 547-0025 平野区瓜破西2-10-12 06-6701-0008 社会福祉法人　天宗社会福祉事業会

保育所 私立 長吉六反保育園 547-0012 平野区長吉六反1-7-17 06-6707-8536 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 平野愛和学園 547-0043 平野区平野東4-2-13 06-6791-7251 社会福祉法人　愛和福祉会

保育所 私立 平野愛和第三学園 547-0003 平野区加美南4-4-36 06-6793-3210 社会福祉法人　愛和福祉会

保育所 私立 平野愛和第二学園 547-0043 平野区平野東4-4-38 06-6791-1335 社会福祉法人　愛和福祉会

保育所 私立 六反南保育園 547-0012 平野区長吉六反5-10-21 06-6799-0180 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 天宗長吉園 547-0016 平野区長吉長原4-10-34 06-6707-8216 社会福祉法人　天宗社会福祉事業会

保育所 私立 アルマ保育園 547-0024 平野区瓜破4-2-34 06-6769-5423 社会福祉法人　アルマ会

保育所 私立 ひらのドリーム園 547-0045 平野区平野上町1-7-3 06-6791-5410 社会福祉法人　大念仏寺社会事業団

保育所 私立 カリーノ保育園 547-0026 平野区喜連西1-13-16 06-6797-1203 社会福祉法人　ユタカ福祉会

保育所 私立 第三めぐむ保育園 547-0024 平野区瓜破1-2-45 06-6773-9888 社会福祉法人　めぐむ福祉会

保育所 私立 東喜連保育園 547-0021 平野区喜連東4-7-19 06-6709-7200 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 加美東保育園 547-0002 平野区加美東2-9-25 06-6793-7616 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 キッズコート平野東保育園 547-0042 平野区平野市町3-8-5 06-6791-3400 社会福祉法人　松福会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すまいる保育園平野 547-0006 平野区加美正覚寺2-1-16　平川マンション101 06-6711-0381 株式会社　すまいる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 クローバーひまわり保育園 547-0032 平野区流町3-2-9　RIENT102号　 06-6700-2555 株式会社　クローバーコミニティー

保育所 公立 大阪市立北津守保育所 557-0061 西成区北津守3-5-32 06-6561-5525 大阪市

保育所 公立 大阪市立千本保育所 557-0055 西成区千本南2-11-20 06-6651-0073 大阪市

保育所 公立 大阪市立長橋第2保育所 557-0023 西成区南開1-7-7 06-6562-0016 大阪市

保育所 公立 大阪市立松之宮保育所 557-0032 西成区旭2-7-17 06-6567-3460 大阪市

保育所 公立 大阪市立南津守保育所 557-0063 西成区南津守2-4-61 06-6658-4818 大阪市

保育所 公設置民営 大阪市立山王保育所 557-0001 西成区山王1-6-10 06-6633-7966 社会福祉法人　白鳩会

保育所 公設置民営 大阪市立天下茶屋保育所 557-0011 西成区天下茶屋東2-1-12 06-6653-6010 株式会社　クオリス

保育所 私立 暁光会ひかり学園 557-0061 西成区北津守4-4-35 06-6562-0095 社会福祉法人　暁光会

保育所 私立 聖化保育園 557-0054 西成区千本中2-7-9 06-6659-1700 宗教法人　日本フリーメソジスト岸之里キリスト教会

保育所 私立 玉出西保育園 557-0045 西成区玉出西2-20-70 06-6658-8600 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 玉出東保育園 557-0043 西成区玉出東1-6-6 06-6653-6700 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所 私立 花園和敬学園 557-0032 西成区旭1-10-1 06-6641-0845 宗教法人　本龍寺

保育所 私立 わかくさ保育園 557-0004 西成区萩之茶屋2-9-2 06-6633-2965 社会福祉法人　石井記念愛染園

保育所 私立 どんぐり保育園 557-0055 西成区千本南2-9-12 06-6659-0091 社会福祉法人　西成若草会

保育所 私立 たちばな保育園 557-0051 西成区橘3-1-19 06-6661-5813 社会福祉法人　吹田みどり福祉会

保育所 私立 松通東保育園 557-0034 西成区松1-5-22 06-6659-4083 社会福祉法人　大和福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ＲＩＣホープ西成保育園 557-0052 西成区潮路2-1-32 06-6655-4006 株式会社　パワフルケア


