
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　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

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



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 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


