
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

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

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



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 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


