
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

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



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 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


