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令和4年度認可保育施設等一斉利用申込受付令和4年度認可保育施設等一斉利用申込受付令和4年度認可保育施設等一斉利用申込受付

西区内の認可保育施設等一覧（令和3年8月1日現在）

申込みできる方 申込書配布

申込書受付

　令和4年4月より保育所（園）・認定こども園（保育部分）・地域型保育事業を利用希望される方の申込受付を行います。

YMCAとさぼり保育園

YMCAあわざ保育園

京町堀西船場保育園

ポプラ保育園

りんりん保育園

あい・あい保育園 本町園

うつぼほんまち保育園

こでまり第2保育園

立売堀敬愛保育園

YPC保育園

西六保育園

クオリスキッズ新町保育園

新町第2保育園

新町保育園

にしながほり保育園

メリーガーデン保育園

なにわのもり保育園
送迎ステーション

アスク南堀江保育園

堀江敬愛保育園

ソフィア南堀江保育園

（分園）

太陽南堀江保育園

西区南堀江保育園 てのひら

アポロ南堀江保育園

（分園 アポロ南堀江
第二保育園）

施設・事業名 所在地 入所年齢問合せ 施設・事業名 所在地 入所年齢問合せ

土佐堀1-5-6 06-6449-4471 6か月～5歳

江戸堀3-8-16 06-6479-0701 6か月～2歳

京町堀1-18-19 06-6448-6370 6か月～5歳

京町堀2-1-19 06-6447-0067 3か月～5歳

京町堀2-5-14 06-6449-7778 6か月～5歳

靱本町1-6-10 2階 06-6131-8852 6か月～5歳

靱本町1-19-13 2階 06-6446-2003 3か月～5歳

立売堀2-3-27 06-6556-6313 6か月～5歳

立売堀5-6-20 06-6536-8111 2か月～5歳

新町1-9-11 06-6535-8968 6か月～5歳

新町2-13-6 06-6533-5587 6か月～5歳

新町3-11-15 06-6543-0017 6か月～5歳

新町4-2-12 06-6541-0300 6か月～5歳

新町4-5-5 06-6531-0600 6か月～5歳

新町4-11-14 06-6534-8880 6か月～5歳

新町4-13-16 06-6532-1360 6か月～5歳

北堀江4-3-14 06-6684-9002 3歳～5歳

南堀江1-18-4 06-6535-9232 6か月～5歳

南堀江1-22-11 06-6533-7110 2か月～5歳

南堀江3-13-5 2階  2歳～5歳

南堀江3-3-19 
06-6532-3017 

6か月～1歳

南堀江3-16-15 06-6536-3033 6か月～5歳

南堀江4-8-14 06-6538-5558 6か月～5歳

南堀江4-25-27  6か月～5歳

南堀江4-9-30 
06-6532-8910

 6か月～1歳

ほっぺるランド国津橋

あい保育園川口

梅本保育所

千代崎ポプラ保育園

西保育園

安治川保育園分園 あじぴよ
（港区管轄）

鈴の音保育園

（分園）

保健福祉課（子育て支援）　3階38番窓口　☎ 06-6532-9028　　 06-6538-7319

川口4-8-33 06-6626-9086 6か月～5歳

川口4-4-24 06-6581-0651 6か月～5歳

本田1-4-50 06-6581-2009 6か月～5歳

千代崎1-11-7 06-6599-9961 3か月～5歳

千代崎2-21-18 06-6581-4009 6か月～5歳

境川2-5-27 06-6582-7883 6か月～1歳

九条南3-1-7  2歳～5歳

九条1-29-2 
06-4393-1110

 6か月～1歳

京町堀バンビ園

あい・あい保育園 阿波座園

蓮美幼児学園
京町堀プリメール

阿波座サンフレンズ保育園

たいようランド

おひさまルーム

新町第3保育園

なにわのもり北堀江保育園

グローバル南堀江保育園

ソフィア南堀江乳児保育園

あろは保育園

シュッポッポ保育園

はなぞの保育園

ちよざき保育園

京町堀3-3-13 06-6445-1707 6か月～2歳

京町堀3-4-20 06-6136-7641 6か月～2歳

京町堀3-5-6 06-6479-1153 6か月～2歳

靱本町3-3-11 06-6136-8738 6か月～2歳

新町1-12-10-101 06-6536-7699 6か月～2歳

新町2-3-13-102 080-8527-7899 6か月～2歳

新町4-5-14 2階 06-4393-8771 6か月～2歳

北堀江4-3-14 06-6684-9002 6か月～2歳

南堀江1-15-9-301 06-6531-1152 6か月～2歳

南堀江3-13-5-305 06-6536-8137 6か月～2歳

南堀江3-17-5 06-6539-0677 6か月～2歳

南堀江4-24-5 06-6538-0158 6か月～2歳

千代崎1-15-7 06-6586-2525 6か月～2歳

千代崎2-2-12 06-4393-2828 6か月～2歳

あけぼのほりえこども園

波除学園分園 なみぴよ

北堀江4-2-10 06-6531-0808 5か月～5歳

川口3-10-9 06-6581-1800 1歳～5歳

保
育
所（
園
）

保
育
所（
園
）

認
定

こ
ど
も
園

地
域
型
保
育
事
業

　保護者又はそれに代わる方のいずれも
が、仕事や病気等のため、家庭で保育ができ
ない場合、また障がい児等で集団保育が必
要と認められる場合

認可保育施設等の申込み説明資料を提供します

9月6日（月）～10月15日（金）※土日祝除く
保健福祉課（子育て支援）（3階38番窓口）、

区内認可保育施設、大阪市ホームページ

10月1日（金）～10月15日（金）※土日除く
月～木 9:00～17:30、金 9:00～19:00
保健福祉課（子育て支援）（3階38番窓口）

※受付時に面接を実施しますので、必ず申込
児童同伴でお越しください。
※円滑な受付・面接を行うため、来庁日時のオ
ンライン予約を実施する予定
ですので、申込書類に同封す
るお知らせをご確認いただき
ますようお願いします。
　（受付日等は区ホームページ
でもお知らせします）

※申込み状況は、10月末頃にこども青
少年局ホームページで公表予定です。
※幼稚園や認定こども園（保育を必要と
しない場合）の利用募集は10面をご
覧ください。

※各施設の保育時間等を掲載した西区内認可施設一覧をホームページでご覧
いただけます。（区役所3階38番窓口でもお渡ししています）

※現在、令和3年度途中利用の申込みをされていて待機中の方も、あらためて申
込みが必要です。

※保育施設の見学については、事前に当該施設に連絡してください。

※各施設の保育内容はさまざまですので、
よくご理解、ご納得いただいたうえでお
申込みください。

　区ホームページで認可保育
施設等の申込み方法や施設情
報を提供していますのでご利
用ください。なお、認可保育施
設等の申込み説明資料は、西区
役所保健福祉課子育て支援グ
ループ（区役所3階38番窓口）
でも配布しています。

詳しくは
こちら

施設一覧
はこちら

詳しくは
こちら

とき ところ 内容 対象 定員 費用 持物 申込み 締切 メール ホームページ  問合せ
親子向けの
お知らせ

期間

期間

https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000542279.html
https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000064040.html
https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000537691.html

