
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 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

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



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　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

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


