
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　万代幼稚園 558-0055 住吉区万代3-6-15 06-6671-4320 学校法人　片上学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　愛児幼稚園 558-0002 住吉区長居西3-1-14 06-6691-0502 学校法人　稲垣学園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　東粉浜幼稚園 558-0051 住吉区東粉浜2-11-14 06-6671-7875 学校法人　東粉浜幼稚園

幼稚園型認定こども園 私立 認定こども園　建国幼稚園 558-0032 住吉区遠里小野2-3-13 06-6691-1231 学校法人　白頭学院

幼稚園型認定こども園 私立 ひまわり幼稚園 558-0011 住吉区苅田5-17-25 06-6698-3272 学校法人　西村学園

幼保連携型認定こども園 私立 認定こども園　東よさみ幼稚園 558-0011 住吉区苅田1-7-19 06-6698-0227 学校法人　廣瀬学園

保育所型認定こども園 私立 あびこひかりこども園 558-0015 住吉区我孫子西1-11-7 06-6691-0383 社会福祉法人　我孫子バプテスト福祉会

保育所型認定こども園 私立 認定こども園　藤こども園 558-0024 住吉区山之内元町6-2 06-6697-2131 社会福祉法人　幸聖福祉会

保育所 公立 大阪市立苅田南保育所 558-0011 住吉区苅田9-1-12 06-6698-8500 大阪市

保育所 公立 大阪市立住吉乳児保育所 558-0054 住吉区帝塚山東5-5-16 06-6672-3831 大阪市

保育所 公立 大阪市立住吉保育所 558-0054 住吉区帝塚山東5-9-4 06-6678-7031 大阪市

保育所 公立 大阪市立万領保育所 558-0056 住吉区万代東4-1-29 06-6694-1623 大阪市

保育所 私立 遠里小野保育園 558-0032 住吉区遠里小野1-1-31 06-6694-4118 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 四恩乳児保育園 558-0011 住吉区苅田4-3-9 06-6692-5071 社会福祉法人　四恩学園

保育所 私立 四恩るり2乳児保育園 558-0013 住吉区我孫子東3-2-25-201 06-4700-8080 社会福祉法人　四恩学園

保育所 私立 四恩るり保育園 558-0011 住吉区苅田4-3-15 06-6692-5071 社会福祉法人　四恩学園

保育所 私立 大領乳児保育園 558-0001 住吉区大領1-2-14 06-6691-2012 社会福祉法人　大領福祉会

保育所 私立 大領保育園 558-0001 住吉区大領1-3-30 06-6691-1601 社会福祉法人　大領福祉会

保育所 私立 長居保育園 558-0004 住吉区長居東4-11-16 06-6691-3669 社会福祉法人　柿の木福祉の園

保育所 私立 長居保育園乳児センター 558-0004 住吉区長居東4-11-15 06-6691-3669 社会福祉法人　柿の木福祉の園

保育所 私立 ひまわり乳児保育園 558-0011 住吉区苅田3-12-7 06-6697-8450 社会福祉法人　ひまわり福祉会

保育所 私立 山之内保育園 558-0023 住吉区山之内4-2-23 06-6695-4677 社会福祉法人　なみはや福祉会

保育所 私立 ひまわり保育園 558-0033 住吉区清水丘2-10-34 06-6678-6760 社会福祉法人　ひまわり福祉会

保育所 私立 こぐま保育園 558-0042 住吉区殿辻1-6-15 06-6694-9192 社会福祉法人　創の会

保育所 私立 きりん保育園 558-0004 住吉区長居東3-8-32 06-6691-0250 学校法人　長居幼稚園

保育所 私立 まんだい保育園 558-0055 住吉区万代3-6-15 06-6671-4320 学校法人　片上学園

保育所 私立 グローバルキッズあびこ園 558-0014 住吉区我孫子4-9-12 06-6691-3233 株式会社　グローバルキッズ

保育所 私立 ほわいと保育園　住吉 558-0045 住吉区住吉2-10-23 06-6676-5511 株式会社　つばき

保育所 私立 アイグラン保育園長居 558-0004 住吉区長居東3-14-23 06-4703-3841 株式会社　アイグラン

保育所 私立 みとう保育園 558-0002 住吉区長居西3-6-4 06-4700-8830 みとうメディカル　株式会社

保育所 私立 かきつばた保育園 558-0047 住吉区千躰2-2-7 06-6671-5533 社会福祉法人　昇人会

保育所 私立 浅香東保育園 558-0021 住吉区浅香1-1-38 06-6697-5987 社会福祉法人　堺あかり会

保育所 私立 ゆり保育園 558-0014 住吉区我孫子1-1-2 06-6606-2177 社会福祉法人　幸聖福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すみえ保育園 558-0043 住吉区墨江2-2-25 06-6675-5804 株式会社　はぐみ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 すまいる保育園山之内 558-0023 住吉区山之内3-3-2　マ・メゾン舟尾1階 06-6115-8165 株式会社　すまいる

小規模保育事業者―Ａ型 私立 南住吉つばさ保育園 558-0041 住吉区南住吉2-14-20　平成ハイツ壱番館1階 06-6605-1616 社会福祉法人　あさか会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 パンダ保育園苅田園 558-0011 住吉区苅田5-18-26 06-6615-8183 株式会社　ＣＨＩＬＤ　ＧＡＲＤＥＮ

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ほわいと保育園　東粉浜 558-0051 住吉区東粉浜3-20-7 06-6673-2777 株式会社　つばき



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 みとう保育ルーム 558-0002 住吉区長居西3-6-3 06-4700-8831 みとうメディカル　株式会社

小規模保育事業者―Ａ型 私立 れもんのこ杉本保育園 558-0022 住吉区杉本町2-30-5 06-6609-1227 社会福祉法人　檸檬会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 まんだいぷちほいくえん 558-0055 住吉区万代3-3-30 06-7509-5323 学校法人　片上学園

小規模保育事業者―Ａ型 私立 藤保育園　ドレミ 558-0041 住吉区南住吉3-15-55 06-6698-5101 社会福祉法人　幸聖福祉会

小規模保育事業者―Ａ型 私立 ぴこえびす保育園 558-0044 住吉区長峡町3-14　ショップ南海住吉 06-6690-7774 社会福祉法人　恵美寿福祉会

小規模保育事業者―Ｃ型 私立 ＫＩＤＳＲＯＯＭ　Baby-bee 558-0033 住吉区清水丘1-25-23 06-7502-3143 札場　秀子

事業所内保育事業者―Ａ型 私立 オズ保育園帝塚山 558-0054 住吉区帝塚山東3-8-20 06-6569-9830 医療法人　三幸会


