
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



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 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

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


