
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 むつみこども園 545-0021 阿倍野区阪南町3-22-8 06-6624-0557 学校法人　睦美学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園聖愛幼稚園 545-0042 阿倍野区丸山通1-3-61 06-6651-8039 学校法人　大阪キリスト教学院

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　あべの幼稚園 545-0035 阿倍野区北畠3-7-5 06-6651-8649 学校法人　阿部野学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　松虫幼稚園 545-0023 阿倍野区王子町2-5-13 06-6621-9115 学校法人　前島学園

幼保連携型認定こども園 私立 ながいけ認定こども園 545-0021 阿倍野区阪南町5-2-26 06-6622-3444 学校法人　たつみ学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　金塚幼稚園 545-0051 阿倍野区旭町1-4-46 06-6641-0598 学校法人　金塚学園

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園　グレース幼稚園 545-0011 阿倍野区昭和町4-3-19 06-6622-1008 学校法人　大阪キリスト教学院

幼保連携型認定こども園 私立 幼保連携型認定こども園文の里幼稚園 545-0004 阿倍野区文の里3-15-28 06-6629-2323 学校法人　谷口学園

保育所型認定こども園 私立 阿倍野保育園 545-0004 阿倍野区文の里3-6-10 06-6621-2903 社会福祉法人　みおつくし福祉会

保育所型認定こども園 私立 あべのげんき学園 545-0021 阿倍野区阪南町1-34-4 06-6627-1118 社会福祉法人　千早赤阪福祉会

保育所 公立 大阪市立阪南保育所 545-0021 阿倍野区阪南町3-26-13 06-6623-0277 大阪市

保育所 私立 阿さひ保育園 545-0051 阿倍野区旭町3-1-6 06-6631-4718 社会福祉法人　清栄会

保育所 私立 育徳園保育所 545-0021 阿倍野区阪南町5-12-5 06-6621-1901 社会福祉法人　育徳園

保育所 私立 長楽保育園 545-0021 阿倍野区阪南町3-42-7 06-6622-3423 宗教法人　長楽寺

保育所 私立 ナルド夜間保育園 545-0052 阿倍野区阿倍野筋5-13-17 06-6651-0802 社会福祉法人　阿望仔

保育所 私立 望之門保育園 545-0052 阿倍野区阿倍野筋5-13-17 06-6651-7741 社会福祉法人　阿望仔

保育所 私立 マナ乳児保育園 545-0052 阿倍野区阿倍野筋5-12-10 06-6653-6500 社会福祉法人　阿望仔

保育所 私立 にしたなべ太陽保育園 545-0014 阿倍野区西田辺町2-1-12 06-6691-4104 社会福祉法人　すこやか

保育所 私立 松の実保育園 545-0021 阿倍野区阪南町1-16-10 06-6623-5400 社会福祉法人　福文会

保育所 私立 きたばたけ保育園 545-0035 阿倍野区北畠3-8-30 06-6653-8627 社会福祉法人　阿部野学園

保育所 私立 せいあい保育園 545-0042 阿倍野区丸山通1-3-61 06-6651-2830 学校法人　大阪キリスト教学院

保育所 私立 アイグラン保育園昭和町 545-0011 阿倍野区昭和町2-12-27 06-6621-6077 株式会社　アイグラン

保育所 私立 三明保育園 545-0005 阿倍野区三明町1-2-24 06-6621-2700 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 クオリスキッズあべの橋保育園 545-0053 阿倍野区松崎町2-5-24 06-6623-0737 株式会社　クオリス

保育所 私立 りんりん保育園　阪南町 545-0021 阿倍野区阪南町7-9-22 06-6695-3337 社会福祉法人　遊星会

保育所 私立 かがやきの森保育園あいおい 543-0033 阿倍野区相生通1-9-27 06-6652-6200 学校法人　泉新学園

保育所 私立 宙音つばさ保育園 545-0035 阿倍野区北畠1-12-21 06-4399-0283 社会福祉法人　博光福祉会

保育所 私立 高松保育園 545-0001 阿倍野区天王寺町北3-2-15 06-6777-3020 社会福祉法人　鶴舟会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 エンジェルキッズ阿倍野園 545-0001 阿倍野区天王寺町北2-1-9　ローレルハイツ中野2Ｆ 06-6719-6666 株式会社　セリオ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズパレス 545-0051 阿倍野区旭町1-6-3 06-6636-8151 株式会社　キッズパレス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ひつじのおうち保育園 545-0051 阿倍野区旭町3-2-5　あべのシャルム200 06-6648-0839 翔家ライフサービス　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズパレス美章園 545-0003 阿倍野区美章園1-9-18　ラフィネ美章園1F 06-6629-1101 株式会社　キッズパレス

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズベアー　文の里 545-0004 阿倍野区文の里4-21-30　一桃ビル2F 06-7507-1316 合同会社　キッズベアー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 れもんのこ昭和町保育園 545-0011 阿倍野区昭和町4-9-26　クローバー・グランデ昭和町1Ｆ 06-6655-0898 社会福祉法人　檸檬会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズベアー　阿倍野 545-0004 阿倍野区文の里1-1-40　阿倍野区役所地下1階 06-7506-9470 合同会社　キッズベアー

小規模保育事業者―Ａ型 私立 キッズハーモニー・あべの 545-0022 阿倍野区播磨町1-5-25-101 06-7176-2962 株式会社　パソナフォスター

小規模保育事業者―Ａ型 私立 あろは保育園　阿倍野園 545-0022 阿倍野区播磨町1-24-24　クレバービル 06-6115-7612 社会福祉法人　太陽福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すまいる保育園すこやか 545-0053 阿倍野区松崎町3-4　大阪市営松崎第2住宅1号棟102号室 06-6654-7751 株式会社　すまいる



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 すまいる保育園ほほえみ 545-0053 阿倍野区松崎町3-4　大阪市営松崎第2住宅1号棟103号室 06-6654-8667 株式会社　すまいる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 アメリカンアカデミーあべの保育園 545-0051 阿倍野区旭町3-1-2　あべのステラ　203号室 06-6556-7587 株式会社　ほいくる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ロクマキッズ阿倍野園 545-0001 阿倍野区天王寺町北2-13-19 06-4305-7450 レンキスマネージメント　株式会社

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 Ｆｏｕｒ　Ｌｅａｆ 545-0035 阿倍野区北畠1-12-12 06-7505-8615 澤田　智香子

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 あおぞら保育園阿倍野 545-0003 阿倍野区美章園2-21-4 06-4301-0123 あおぞら　株式会社

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 あゆむ保育園 545-0014 阿倍野区西田辺町2-10-8 06-6691-2800 社会福祉法人　大阪重症心身障害児者を支える会

家庭的保育事業者 私立 なかよしルーム　阿倍野 545-0041 阿倍野区共立通1-1-9 06-6651-8600 株式会社　フレンド


