一時預かり事業（在園児以外を対象）
施設等名称
あいあい浜寺中央こども園
赤坂台こども園
幼保連携型認定こども園 あかつき保育園
浅香こども園
幼保連携型認定こども園 あすか保育園
認定こども園 石津川保育園
幼保連携型認定こども園常磐会短期大学付属いずみがおか幼稚園
鳳西こども園
幼保連携型認定こども園 かなおか保育園
幼保連携型認定こども園 がんば白鷺保育園
北野田こども園
北花田こども園
こども園くさべ
久世こども園
くろやまこども園
幼保連携型認定こども園 五ヶ荘保育園
こひつじ保育園（幼保連携型認定こども園）
幼保連携型認定こども園 堺東保育園
認定こども園 堺めぐみ学園
幼保連携型認定こども園 さかい・つくしこども園
幼保連携型認定こども園 サン子ども園 福泉園
三宝こども園
城山台こども園
新金岡西こども園
認定こども園 鈴ノ宮保育園
認定こども園 諏訪森幼稚園
認定こども園 青英学園幼稚園
認定こども園 青英幼稚園
泉北園
泉北花園こども園
認定こども園 泉北若竹保育園
幼保連携型認定こども園 第２ドレミ保育園
認定こども園 大仙保育園
幼保連携型認定こども園 竹城台東保育園
幼保連携型認定こども園 竹宝保育園
陶器北こども園
ときわこども園
登美丘西こども園
とみなみこども園
ドリームこども園
幼保連携型認定こども園 ドレミ保育園
幼保連携型認定こども園 なかもずこども園
なかよしの森認定こども園

施設等所在地
堺市西区浜寺船尾町西２－６７－１
堺市南区赤坂台２－５－１
堺市北区南花田町１６８７－２
堺市北区東浅香山町３－３１－１
堺市堺区寺地町東４－１－３２
堺市西区浜寺石津町東３－６－２５
堺市南区三原台３－３－１
堺市西区鳳西町１－７５－４
堺市北区金岡町２０９３
堺市北区金岡町１６３４－１
堺市東区北野田８８６－１
堺市北区東浅香山町４－１－２２
堺市西区草部１４２０
堺市中区東山７７－５１
堺市美原区黒山４１５－１
堺市北区船堂町１－１４－３３
堺市南区竹城台２－２－１
堺市堺区榎元町５－５－２４
堺市東区菩提町１－１４４
堺市中区深井東町２６５５
堺市西区草部３３６－４
堺市堺区海山町５－１９５－３
堺市南区城山台２－１－１
堺市北区新金岡町２－５－１９
堺市西区草部１８００
堺市西区浜寺諏訪森町中１－５６
堺市中区深井沢町２４７０－５
堺市南区若松台３－８－１
堺市南区茶山台３－２３－１
堺市南区原山台１－８－１
堺市南区豊田１２６１
堺市西区菱木１－２２３３－６
堺市堺区旭ヶ丘南町４－４－１７
堺市南区土佐屋台１４９５
堺市南区桃山台４－１－１
堺市中区陶器北３０８－１
堺市北区常磐町３－１８－５
堺市東区大美野１３４－１８
堺市東区草尾６１１－１
堺市西区鶴田町１８－５
堺市西区菱木１－２３１４－７
堺市北区中百舌鳥町６－９９８－６
堺市北区長曽根町６６１
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設置者
社会福祉法人 森の子ども
社会福祉法人 自啓会
社会福祉法人 堺暁福祉会
社会福祉法人 堺常磐会
社会福祉法人 飛鳥保育会
社会福祉法人 あすなろ会
学校法人 常磐会学園
社会福祉法人 鳳会
社会福祉法人 堺暁福祉会
社会福祉法人 金岡会
社会福祉法人 徳風会
社会福祉法人 堺常磐会
社会福祉法人 日下会
社会福祉法人 愛育社
社会福祉法人 どんぐり会
社会福祉法人 泉州三和会
社会福祉法人 地球の園
社会福祉法人 八松園福祉会
社会福祉法人 勇和会
社会福祉法人 稲穂会
社会福祉法人 サン･アス会
社会福祉法人 やまびこ会
社会福祉法人 白水福祉会
社会福祉法人 関西福祉会
社会福祉法人 白帆会
学校法人 諏訪森学園
学校法人 青英学園
学校法人 青英学園
社会福祉法人 よしみ会
社会福祉法人 信光園
社会福祉法人 小谷城福祉協会
社会福祉法人 ドレミ福祉会
社会福祉法人 豊穂福祉会
社会福祉法人 竹栄会
社会福祉法人 竹仙会
社会福祉法人 公和会
社会福祉法人 堺常磐会
社会福祉法人 堺ひかり会
社会福祉法人 堺ひかり会
社会福祉法人 ドレミ福祉会
社会福祉法人 ドレミ福祉会
社会福祉法人 相愛会
学校法人 慈光ながそね学園

なないろこども園
西陶器こども園
初芝こども園
幼保連携型認定こども園 八田荘こども園
幼保連携型認定こども園 八田荘第二こども園
ハピネス神石こども園
認定こども園 はまでら保育園
認定こども園 はるみだい保育園
幼保連携型認定こども園 東三国丘保育園
幼保連携型認定こども園 東百舌鳥保育園
ひなぎくこども園
幼保連携型認定こども園 ひのまるこども園
幼保連携型認定こども園 ファミリーこども園
深井中央こども園
平和の園
幼保連携型認定こども園 ペガサス保育園
幼保連携型認定こども園 ペガサス第二保育園
幼保連携型認定こども園 ベルキンダー
幼保連携型認定こども園 ベルキンダー安井
槙塚こども園
まつのみこども園
幼保連携型認定こども園 御池台こども園
幼保連携型認定こども園 美木多いっちん保育園
みどり幼児園
湊こども園
幼保連携型認定こども園 湊つばさ幼稚園
三原台こども園
幼保連携型認定こども園 ろばのこ保育園
幼保連携型認定こども園 わんぱく保育園
幼保連携型認定こども園 深井こども園
認定こども園 あおい幼稚園
菜の花こども園
幼保連携型認定こども園 菩提幼稚園
幼保連携型認定こども園 美原北こども園
幼保連携型認定こども園 子音つばさこども園
幼保連携型認定こども園 鈴の宮幼稚園
しあわせの丘こども園
認定こども園 新桧尾台保育園
百舌鳥こども園
あいこども園北花田
ビクトリー保育園 認定こども園
認定こども園 文化保育園
あいあい鳳保育園
アンパス保育園
いづみ保育園

堺市北区金岡町３０４２－４
堺市中区田園９５１
堺市東区菩提町４－１３５
堺市中区堀上町５２１－１
堺市中区毛穴町２７３－５
堺市堺区緑ヶ丘南町２－１－３
堺市西区浜寺南町２－４１１－９
堺市南区晴美台２－２－２
堺市北区東三国ヶ丘町３－４－１
堺市中区大野芝町６６－１
堺市南区庭代台２－９－３８
堺市北区中百舌鳥町１－２３９
堺市南区鴨谷台２－５－２
堺市中区深井水池町３７３－１
堺市南区高倉台３－４－１
堺市西区鳳北町１０－３１－１
堺市西区浜寺元町２－１８７
堺市堺区南安井町３－１－１
堺市堺区中安井町１－１－１１
堺市南区槇塚台３－５
堺市中区平井４８２
堺市南区御池台１－２６－１
堺市南区美木多上５３－１
堺市堺区緑町２－１２１－１
堺市堺区東湊町５－２７３
堺市堺区東湊町１－５９－１
堺市南区三原台３－１－１５
堺市北区百舌鳥梅町１－１６－１
堺市北区金岡町９５４－２
堺市中区深井中町１３８４－２
堺市中区福田１０３２－２
堺市東区丈六１９０-２
堺市東区菩提町１－２６
堺市美原区黒山５６２－１
堺市北区長曽根町３０１８－９
堺市中区八田西町２－１４－５６
堺市西区上野芝向ヶ丘町４－２４－２１
堺市南区新桧尾台３－４－１
堺市北区百舌鳥赤畑町５－７０４
堺市北区奥本町１－３３３
堺市北区中長尾町２－５－２２
堺市堺区錦綾町１－３－１７
堺市西区鳳中町５－１５６－３
堺市北区長曽根町１２２８
堺市北区新金岡町４－６－１
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社会福祉法人 関西福祉会
社会福祉法人 堺あかり会
社会福祉法人 鳳会
社会福祉法人 みどり会
社会福祉法人 みどり会
社会福祉法人 大阪福祉会
社会福祉法人 浜寺会
社会福祉法人 浜寺会
社会福祉法人 堺暁福祉会
社会福祉法人 よしみ会
社会福祉法人 ひなぎく会
社会福祉法人 相愛会
社会福祉法人 たらちね事業会
社会福祉法人 阪南福祉事業会
社会福祉法人 淳心会
社会福祉法人 風の馬
社会福祉法人 風の馬
社会福祉法人 悠人会
社会福祉法人 悠人会
社会福祉法人 阪南福祉事業会
社会福祉法人 南湖会
社会福祉法人 まほろば
社会福祉法人 美多弥福祉会
社会福祉法人 みどり幼児園
社会福祉法人 まほろば
学校法人 湊学院
社会福祉法人 白水福祉会
社会福祉法人 夢の樹
社会福祉法人 金岡会
社会福祉法人 ゆずり葉会
学校法人 葵学園
社会福祉法人 鳳会
学校法人 松本学園
社会福祉法人 堺あかり会
社会福祉法人 博光福祉会
学校法人 梅川学園
社会福祉法人 ブディストハート
社会福祉法人 光陽会
社会福祉法人 勇和会
株式会社 アイグラン
社会福祉法人 朋友会
社会福祉法人 堺文化学苑
社会福祉法人 森の子ども
社会福祉法人 あゆみ会
社会福祉法人 コスモス

上野芝陽だまり保育園
おおぞら保育園
おおとり保育園
しおあなの森保育園
しらさぎ保育園
新金岡センター保育園
成晃ひかり保育園
ひかり保育園
ひまわり保育園
みんなの保育園
麦の子保育園
よろこびの園
龍谷保育園
暁幼稚園
宮山台幼稚園
光明幼稚園
きらら保育園プティット堺ルーム
小規模保育園スマイルキッズ
たんぽぽ保育所深井園
ひかりっこ保育園
堺市立総合医療センター 院内保育所ぞうさん
ハーモニー保育園
ゆららちびっこルーム
とうきっ子
サニーサイド北野田園
鳳西こどもの家
堺市立美原にしこども園

堺市北区東上野芝町２－５４５－２
堺市堺区田出井町２－４５
堺市西区鳳南町３－１９９－２０
堺市堺区協和町３－２７５-３
堺市東区野尻町２８４－４８
堺市北区新金岡町４－１－６
堺市南区城山台１－８－３
堺市北区南長尾町１－１－６
堺市西区鳳南町５－６０５
堺市西区鳳北町１０－１００－１
堺市東区西野５７６－４
堺市北区百舌鳥西之町２－１７８－１
堺市堺区神明町東３－１－１０
堺市西区草部１６０１
堺市南区宮山台４－４－１
堺市北区新金岡町４－６
堺市北区百舌鳥陵南町３－３５
堺市北区百舌鳥赤畑町４－３２４
堺市中区深井清水町３９２２
堺市東区白鷺町３－１３－２０
堺市西区津久野町１－２５－１
堺市東区南野田３３
堺市東区南野田４５４－２
堺市中区陶器北２５５１
堺市東区丈六１７１－４８
堺市西区鳳西町１－６７－５
堺市美原区北余部２６－２
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社会福祉法人 共同保育の会
社会福祉法人 あおば福祉会
社会福祉法人 ちぐさの森
社会福祉法人 堺中央共生会
社会福祉法人 しらさぎ会
社会福祉法人 あおば福祉会
学校法人 泉北成晃学院
社会福祉法人 静和
社会福祉法人 ひまわり会
社会福祉法人 ちぐさの森
社会福祉法人 コスモス
社会福祉法人 夢の樹
社会福祉法人 龍谷保育会
学校法人 上田学園
学校法人 奥野学園
学校法人 光明学園
有限会社 幸智福祉社
スマイルキッズ 合同会社
株式会社 たんぽぽ保育所
社会福祉法人 静和
地方独立行政法人 堺市立病院機構
社会福祉法人 野田福祉会
社会福祉法人 ラポール会
社会福祉法人 公和会
ハイマスト 合同会社
社会福祉法人 鳳会
堺市

