
施設名称

ふりがな

施設住所 施設電話 施設FAX

施設長 ふりがな

施設認可年月日

施設メール 施設URL

●法人情報 ●園庭・屋外遊戯場状況

運営法人 敷地内 屋上 隣接地 公園 寺社境内その他 計

ふりがな

住所

電話 法人代表 公園使用の場合の公園名

FAX 代表者氏名

ふりがな

●質の向上等に向けた評価等受審状況 ●建物構造等 ●特別保育等実施状況

第三者評価※３ 直近２回の受審年度 □ 障がい児保育

年度 年度 造 階建て □ 延長保育

使用 □ 一時預かり

外部監査等 預かり時間

自己評価 ～

□ 地域子育て支援事業

●認可定員・利用定員 ●年齢別保育室１人当たり面積 □ 休日保育

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

認可定員 クラス ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 □ 病児対応型

利用定員 保育室面積 □ 病後児対応型

入所児童 面積／認可定員 □ 体調不良児対応型

□ 非施設型（訪問型）

その他

備考欄１

□ 通園バス

※３　国の福祉サービス第三者評価の受審状況

大阪市では平成30年度から補助制度を設けて、評価受審を推奨しています。

民間保育所　基本情報
さくらんぼ保育園
さくらんぼほいくえん

平野区加美北7-7-10 06-6791-2007

万福　潤一

18 18 48 54 56 56 250

06-6791-8035

1967年7月1日

まんぷく　じゅんいち

info@sakuranbo-hoikuen.ed.jp http://www.sakuranbo-hoikuen.ed.jp

社会福祉法人　さくらんぼ保育園
しゃかいふくしほうじん　さくらんぼほいくえん

大阪市平野区加美北7-7-10
06-6791-2007
06-6791-8035 万福　潤一

理事長

まんぷく　じゅんいち

未実施

未実施
実施（結果の公表無し）

18 18 48 54 56 56 250

6 18 36 35 37 47 179

786.72 0 0 0 0 0 786.72

鉄筋コンクリート 4
1～3階

99 88.37 99.36 109.18 118.4 120.16
5.5 4.9 2.07 2.02 2.11 2.14

4632

〇

〇

子育て相談事業



●開園時間等 ●分園設置状況　箇所数

開園時間 施設名称

平日 ～ 施設住所

土曜 ～ 設置年月日

日祝 ～

保育時間 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

平日標準 ～ ●給食提供状況

平日短時 ～ 2号の提供方法

土曜標準 ～ 2号の提供内容

土曜短時 ～ 2号アレルギー対応 2号調理委託 施設名称

日祝標準 ～ 施設住所

日祝短時 ～ 3号の提供方法 設置年月日

3号の提供内容

3号アレルギー対応 3号調理委託 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

施設から申し出による情報です 調理委託業者

●休園日・家庭保育協力日など（2号・3号）

給食備考欄 アレルギー対応方法等

施設名称

施設住所

設置年月日

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

備考欄２

〇大阪市の保育施設は、日曜、祝日、12月29日～1月3日は休みです（休日保育除く）

〇夏季、冬季、春季および行事等、園の都合により家庭保育への協力等をお願いしている園もあります。

〇家庭保育協力日等は法令による認可や確認に基づくものではなく、各園で独自に設定しているものです。 施設名称

〇家庭保育等への協力が困難な場合には、各園に相談してください。 施設住所

設置年月日

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

2

・

3

号

2

・

3

号

2

・

3

号

2

・

3

号

7時00分 19時00分

7時00分 18時00分

7時00分 18時00分

8時30分 16時30分

7時00分 18時00分

8時30分 16時30分

自園調理
完全給食

〇 〇

自園調理
完全給食

〇 〇

一富士フードサービス

個人毎に除去食、代替食について対応できるもの
は、全て対応しています。

さくらんぼpetit

平野区平野北2-12-14

2003年7月1日

0 27 0 0 0 0

0 27 0 0 0 0

0 19 0 0 0 0



おむつについて ふとんについて 施設から申し出による情報です

取扱 処分 取扱 持参

【実費徴収費】 【上乗せ徴収・その他】

保育料以外に保護者に負担を求める費用

紙おむつのみ 保護者が持参し、施設で処分する レンタル・リース
0歳児のみ　1歳児～4歳児は園のコットを使用し、お昼寝
中の園児同士の接触を避けている。

レンタル・リースのため持参なし
1歳児～4歳児は、コット専用シーツ、上掛けを週に一回
洗濯のため持ち帰る。

卒園積立費

寄付金

月　900円

15,000円

5歳児のみ、卒園アルバム、祝賀会費用等。

施設整備のため　入園時に１回

制服・帽子・活動着代

体操服上下

年間教材費

用品代

そりすべり積立

園外保育交通費

宿泊保育積立金

布団リース代

保険代

購入時　19,960円～

購入時　3,220円
　　　　4,700円

入園・進級時
1,700円　　　　　

一式購入時　9,935円

総額　約4,000円

随時　100円～　　　
　

総額　約7,000円

1,300円

300円

冬制服9,170円(3歳児以上）、
夏制服1,700円(〃)、夏冬帽子3,540円（〃）、
カラー帽子1,000円(2歳児～）1,390円(0.1歳児)、
活動着4,550円

体操服上下半袖3,220円(3歳児以上）
　　〃　　長袖4,700円(　　〃　　）

3歳以上児、1,000円(2歳児以下)

3歳以上＝道具箱561円、粘土セット1,499円、
連絡帳100円～140円、クレパス737円、のり188円、
はさみ440円、自由画帳250円,350円、リュック3,960円
コットシーツ　3歳以上2,200円、～2歳児1,980円

5歳児のみ積立

行き先により電車賃、入園料等実費負担

5歳児のみ積立

0歳児

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済



【実費徴収費】 【上乗せ徴収・その他】

保育料以外に保護者に負担を求める費用

特別活動費

3歳児以上給食費

延長保育料

月　1,050円

主食費　日額160円
副食費　日額170円

月　3,000円

リトミック450円(4・5歳児、5月～2月）、
サッカー600円（5歳児5月～2月、4歳児11月～2月）

保護者の就労時間により保育が必要な方、18時～19時。
1回毎の利用＝18時まで2歳以下500円、3歳以上300円/30分。18時以降2歳以下750円、3歳以上500円/30
分。


