令和元年（2019）9月1日

令和２年度

すみのえトピックス

No.280号

保育施設等の利用申込みについて

令和２年４月から保育所
（園）
・認定こども園
（保育部分）
・地域
型保育事業所の利用を希望される方の申込受付を行います。

《住之江区保育施設一覧》 

（令和元年９月１日現在）

名称
公立

【申込書配付期間】

9月6日（金）～10月15日（火）

【配付場所】
保
 育所
（園）
・認定こども園・地域型保育事業所または、
区保健福祉課（１階窓口③番）

【申込書受付・面接期間】

10月1日（火）～10月15日（火）

所在地

電話番号

北加賀屋保育所

中加賀屋 2-17-1

☎6681-2673

御崎保育所

御崎 7-2-4

☎6685-6693

※浜口保育所

浜口西 3-4-6

☎6674-3835

※新北島保育所

新北島 4-1-1-101

☎6683-1251

安立保育園

安立 4-6-17

☎6671-8846

粉浜学園

粉浜 3-10-29

☎6674-5111

御崎 5-9-16

☎6685-5609

南港中 4-2-30

☎6612-2800

住之江保育園
きのみ保育園

ご注意
★受付は区役所のみで行います
★入所を希望する児童も一緒にお越しください（同時に面接を行います）

第２住之江保育園

御崎 8-8-1

☎6685-5681

やまと保育園

北島 3-17-1

☎6682-1741

西加賀屋 4-4-10

☎6682-3001

私立

【申込方法】
所
 定の申込書を、住之江区役所地下１階特設窓口まで
ご持参ください。

注１

北加賀屋 1-11-13

どろんこ保育園分園『れんげ園』注１ 北加賀屋 5-1-3-1102
えびす保育園

月曜～金曜
（祝日除く）
9：00～17：30
（金曜は19：00まで）

こすも保育園

※土曜・日曜・祝日の配付・受付は行いません。
※申込書は、
9月6日
（金）
から大阪市HPでダウンロードできます。
保育施設・事業の利用について 大阪市

すみのえひよこ保育園

認定こども園

【入所基準】
⃝保護者のいずれもが、就労・疾病などの理由で、家庭で保育でき
ない場合
⃝障がい児など、
集団保育が必要と認められる場合
【注意事項】

地域型保育事業所

希望する保育施設については、入所を希望する児童も一緒に
事前に必ず見学に行ってください。
見学については各施設へ直接お問い合わせください。
▶令 和元年度中の入所申込みをされている方で、現在待機中の方
も、
令和２年度分の入所申込みは別途必要です。

▶保育を必要としない場合
（１号認定）
の認定こども園の申込みにつ
いては、
各園にお問い合わせください。

相

窓口③番

☎6682-9857

注２

▶入所申込状況等は10月末頃に、大阪市こども青少年局ホームペー
ジで公表予定です。

【問合せ】 保健福祉課

☎6606-8968

ポートタウン保育園

南港中 5-3-37

☎6613-2045

グレースこども園

南港中 2-3-51

☎6614-1680

愛和学園

西加賀屋 1-1-47

☎6681-2026

愛染園南港東保育園

南港東 1-6-3-101

☎6612-1800

マミーズアイ保育園すみのえ園

西住之江 1-1-31

☎6675-4150

ほわいと保育園 南港北

南港北 1-25-10 3 階

☎7710-5722

ブルーミーなかよし保育園

中加賀屋 2-18-5

☎6685-2255

ぷちえびす保育園

粉浜西 1-1-16
パールスクエアービル 1 階

☎6674-6174

注2

たかさき保育園
（住之江区役所内） 御崎 3-1-17

延長保育や保育内容については、
各保育施設へ直接お問い合わせください。

社会保険労務士会による
市民相談

9月19日（木）13：00～16：00
（15：15受付終了） 定員：4名
申込：当日窓口で受付。
先着順

無料・秘密厳守 です。
場

所

区役所4階 相談室

9月17日（火）13：30～15：00
9：15～17：30
（年末年始・祝日除く）
※詳しくはお問合せください。

長居公園事務所

区役所1階 保健福祉課

保健福祉課 窓口3番
☎6682-9857

区役所3階 3-1・3-2会議室

区地域自立支援協議会
区障がい者相談支援センター
☎6657-7556（担当：平下・すえのぶ）

日曜法律相談 要予約

ナイター法律相談

9月26日
（木）
18：00～21：00
申込：開催日当日、受付開始までに来場された方で抽選を行い、相談の順番を決定
（受付は17：30～20：00まで、先着順で定員到達時で受付終了。） 定員：40組

中央区民センター
(中央区久太郎町1-2-27）

2

総務課 窓口41番
☎6682-9683

区役所地下会議室

① 都島区役所
（都島区中野町2-16-20）
② 東成区役所
（東成区大今里西2-8-4）

9：00～17：30（土日・祝日・年末年始を除く）

問合せ

大阪府行政書士会住吉支部
☎6678-3871

申込：当日窓口で受付。
先着順

9月22日（日）①9：30～13：30 ②13：00～17：00
申込：事前電話予約。 9月19日
（木）
、
20日
（金）
9：30～12：00
【予約専用】☎6208-8805（各会場先着順） 定員：16組

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

☎6686-5678

※浜口保育所・新北島保育所の運営は社会福祉法人に委託しています。
注１）
産休明け保育を実施しています。
注２）
０〜２歳児のみの受け入れになります。
みさきようちえんの3～5歳児の入所については園に
お問い合わせください。

9月は実施いたしません。

9月13日（金）11：00～14：00

御崎 8-1-6

☎6681-4756

9月17日（火）13：00～16：00
（15：00受付終了）
申込：当日窓口で受付。
先着順

障がい者・高齢者・子どもの
暮らし何でも相談会 要予約

☎6613-0820

御崎 3-3-17

司法書士による法律相談

毎週火曜・水曜・木曜

南港中 4-4-32

みさきようちえん

行政相談

ひとり親家庭相談 要予約

☎6613-0901

☎6685-5858

9月3日（火）、10日（火）
、
24日
（火）
、
10月1日
（火）
13：00～17：00
定員：16名※24日は24名 申込：当日9：00～電話予約のみ。各回先着順

花と緑の相談日

南港北 1-31-17-103

新北島 1-2-1
オスカードリーム 210

実施日時 ( 受付時間 )

定員：6名

☎6686-0081

たかさきこども園分園『えーむ』注2

各種相談はすべて

9月27日（金）14：00～17：00

東加賀屋 4-3-15

平林南 2-6-54

弁護士による法律相談 要予約

行政書士による市民相談
（相続などの相談可）

注１

☎6683-3623

たかさきこども園

談

相談内容

注2

グローバルキッズ住之江園

検索

【対象】
満6ヶ月～５歳の乳幼児
（令和２年４月１日時点）

種

きのみむすび保育園
どろんこ保育園

受付時間

各

注1

市民局人権企画課
（市役所4階）

☎6691-7200

大阪市総合コールセンター
｢なにわコール｣ ☎4301-7285
（8：00～21：00 年中無休）

市民局人権企画課
☎6208-7619 I 6202-7073

☆住之江区広報紙「さざんか」は、毎月１日～５日（１月号のみ２～６日）の間に配布委託業者が住之江区内全てのご家庭・事業所のポストヘ直接お届けしています。

