
東区

【幼保連携型認定こども園】…当該欄施設は、「○○保育園」「□□幼稚園」等の名称に関わらず、「幼保連携型認定こども園」となります。

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 10分200円等

利用定員 保育短時間 10分200円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 30分500円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～４歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 30分500円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 7:30～18:30　30分300円
18:30以降　30分500円等

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 7:30～18:30　30分300円
18:30以降　30分500円等

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 7：30～18：30　30分300円
18：30以降　30分500円等

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 18:30～19:00 500円

利用定員 保育短時間 2号：30分200円 3号：30分300円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 2号：30分200円　3号：30分300円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 18：31～19：30　10分100円

利用定員 保育短時間 7：30～8：30　200円
16：31～19：30　10分100円

（R4参考） HPのURL

☎ 1歳～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 18:31～19:30 10分100円

利用定員 保育短時間 7:30～8:30 200円
16:31～19:30  10分100円

（R4参考） HPのURL

8：30～16：30

駐車場 有 https://www.matsumotogakuen.ac.jp/shirasagi/

私
　
　
立

(※1)土曜日は開所時間が異なります。詳しくは各施設までお問い合わせください。
(※2)利用期間は、3歳の誕生日を迎えた年度末までです。利用期間終了後は退所となります。期間終了後も利用継続を希望する場合は、再度の申し込みが必要です。

3号 12

10

施 設 名
【期間限定（※2）】

幼保連携型認定こども園
菩提こども園しらさぎ

285-0610 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

285-0620 休日保育 実施する
【入園児にかかる費用】
2歳児のみ体操服・用品代12,000円程度
【進級時にかかる費用】
1歳児から2歳児への進級時に体操服・用品代12,000円程度
【毎月かかる費用】
施設整備維持関係費等：5,000円

(令和2年) 開所時間 7：30～19：30 延長保育料（予定）

堺市東区白鷺町3丁18-8 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

保育短時間

3

施 設 名
認定こども園

堺めぐみ学園　分園
285-1805 保育年齢

5

施 設 名 登美丘西こども園　分園
206-1838 保育年齢

有

206-1838 休日保育

4

施 設 名

(平成21年) 開所時間 7:30～19:00

236-0373

一時預かり（自主事業含む）

33
保育短時間 9:00～17:00

駐車場

(平成26年) 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

東区日置荘北町3丁25-11 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 14 3号

285-1806 休日保育

有

1

施 設 名 北野田こども園
235-1521 保育年齢

保育短時間 8:00～16:00

駐車場 有

一時預かり（自主事業含む）

2

施 設 名 認定こども園

堺めぐみ学園

285-0033 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

235-1569 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（0歳～2歳）帽子、（3歳以上）制服・体操
服　等　※詳細は園までお問い合わせ下さい。
【進級時にかかる費用】（3歳以上）制服・体操服　等　※詳細は園
までお問い合わせ下さい。
【毎月かかる費用】絵本代、主食費、副食費　など　※詳細は園ま
でお問い合わせ下さい。

(昭和50年) 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

東区北野田886-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 120 3号 100

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

286-3658 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】制服等購入費
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】絵本代360円～430円予定、
（3歳以上）主食費：1,700円・副食費4,500円予
定
【その他】保護者会費有

(昭和49年) 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

東区菩提町1丁144 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 99 3号 71
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有 https://sakai-megumi.jp/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

239-6060 休日保育 【入園時にかかる費用】（2歳児）帽子代：1,000円、（3歳児以上）
帽子代・教材費：4,310円、（5歳児）帽子代・教材費・ひらがなワー
ク：4,740円
【進級時にかかる費用】スポーツ振興センター保険代：年230円
【毎月かかる費用】（全園児）施設整備費：月350円　行事費：月
500円程度、（3歳以上児）主食費：1,000円　副食費：4,500円

(平成17年) 開所時間 7:30～20:00(※1) 延長保育料（予定）

東区大美野134-18 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 81 3号 59
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

登美丘西こども園
239-5515 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

延長保育料（予定）

東区草尾765-3 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 9:00～17:00

駐車場
2号 0 3号 40

保育年齢 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

236-3336 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（2歳児）帽子代：1,000円、（3歳児以上）
帽子代・教材費：4,310円、（5歳児）帽子代・教材費・ひらがなワー
ク：4,740円
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興センター保険代：年230
円
【毎月かかる費用】（全園児）施設整備費：月350円、（3歳以上
児）主食費：1,000円　副食費：4,500円
【その他】PTA会費：年1,200円

(平成26年) 開所時間 延長保育料（予定）

東区草尾611-1 基本
保育時間

保育標準時間

2号 60 3号 50
保育短時間 9:00～17:00

駐車場

7:30～20:00(※1)

7:30～18:30

一時預かり（自主事業含む）

東区菩提町4丁135 基本
保育時間

保育標準時間

有

7

施 設 名 菜の花こども園
239-5858 保育年齢

239-5577 休日保育

(平成29年) 開所時間 7：30～19：00

東区丈六190-2 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 71 3号

6

施 設 名 とみなみこども園

49
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

8

施 設 名 初芝こども園
287-2656 保育年齢

7:30～18:30

2号 90 3号 70
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

286-6450 休日保育

(昭和55年) 開所時間 7：30～19：00(※1)

9

施 設 名 幼保連携型認定こども園

菩提こども園しらさぎ

285-0610 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

285-0620 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（3歳児教育準備金）40,000円、制服代一
式　28,000円程度
【進級時にかかる費用】(2歳児から3歳児へ進級時）教育準備金
20,000円、制服代一式　28,000円程度
【毎月かかる費用】（0・1・2歳児）施設整備維持関係費等：5,000
円、（3.4.5歳児）施設整備維持関係費等：19,500円 ※給食費含
む

(令和2年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

堺市東区白鷺町3丁18-8 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 72 3号 48
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

http://kitanoda-kodomoen.ed.jp/

【入園時にかかる費用】特になし
【進級時にかかる費用】スポーツ振興センター保
険料：年230円
【毎月かかる費用】（全園児）施設整備費：月350
円

https://sakai-megumi.jp/

http://tonishi-ed.jp/

http://tonishi-ed.jp/bunen/

https://tominami.ed.jp/

http://nanohana-kodomoen.net/about.html

http://hatsushiba-hoikuen.jp

https://www.matsumotogakuen.ac.jp/shirasagi/

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

実施する
【入園時にかかる費用】別途学用品の購入有り
【進級時にかかる費用】別途学用品の購入有り
【毎月かかる費用】教材費：800円～900円、（3歳以上
児）主食費：1,500円・副食費：4,500円、
【その他】行事等による実費徴収有

延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

実施する 【入園時にかかる費用】別途学用品の購入有
【進級時にかかる費用】別途学用品の購入有
【毎月かかる費用】（0歳児～5歳児）教材費 800円～
900円、（3歳児以上）主食代 1,500円・副食代 4,500
円
【その他】行事等による実費徴収有

延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

実施する

実施する

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

実施しない 【入園時にかかる費用】特になし
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】絵本代360円～430円予定、
（3歳以上児）主食費：1,700円・副食費：4,500
円
【その他】保護者会費有

・掲載内容については、令和４年7月時点の予定であり、変更となる場合があります。
・「上乗せ徴収・実費徴収等(予定)」については、記載されているもののほか、別途徴収金が発生する場合があります。詳しくは各施設へお
問い合わせください。

https://www.matsumotogakuen.ac.jp/shirasagi/
https://sakai-megumi.jp/
http://kitanoda-kodomoen.ed.jp/
https://sakai-megumi.jp/
http://tonishi-ed.jp/
http://tonishi-ed.jp/bunen/
https://tominami.ed.jp/
http://nanohana-kodomoen.net/about.html
https://www.matsumotogakuen.ac.jp/shirasagi/


☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 18:31～19:30　30分500円(予定)

利用定員 保育短時間 （※１）

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施する

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円

利用定員 保育短時間 30分500円

（R4参考） HPのURL

☎ 1歳～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 (※3)

（R5予定） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円等

利用定員 保育短時間 (※3）

（R5予定） HPのURL

【幼稚園型認定こども園】
☎ 3歳～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 実施しない

利用定員 保育短時間 実施しない

（R4参考） HPのURL

☎ 3歳～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 実施しない

利用定員 保育短時間 18:30まで1時間300円

（R4参考） HPのURL

【保育所】
☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 15分500円等

利用定員 保育短時間 15分500円等

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 1時間800円（夕食付）

利用定員 保育短時間 30分250円

（R4参考） HPのURL

私
　
　
立

11

施 設 名
幼保連携型認定こども園

菩提幼稚園
286-1871 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

286-1872 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】入園金40,000円（弟妹割
20,000円）
【進級時にかかる費用】(2歳児から3歳児へ進級時）教
育準備金20,000円,制服代一式26,000円程度
【毎月かかる費用】3号認定特定負担額3,500円、2号認
定特定負担額（給食費含む）：3歳児15,500円、4、5歳
児17,000円　※毎月係る費用については予定

(昭和53年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

東区菩提町1丁26 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 105 3号 75
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

公
　
　
立

13

施 設 名 登美丘東こども園(※2)
236-2264 保育年齢

14

施 設 名 日置荘こども園
286-2884 保育年齢

247-4731 休日保育

保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

（昭和32年） 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

東区北野田179-2 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 108 3号 30
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 無

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

236-1948 休日保育 実施しない
【3歳以上児】主食費：月800円、副食費：月
4,500円
【3・4歳児】行事費：年1,000円程度
【5歳児】行事費：年3,000円程度
※その他保護者会による徴収金有

https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/higashi/tomiokahigashi.html

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

286-5612 休日保育 実施しない
【3歳以上児】主食費：月800円、副食費：月
4,500円
【3・4歳児】行事費：年1,000円程度
【5歳児】行事費：年3,000円程度
※その他保護者会による徴収金有

（昭和49年） 開所時間 7:30～20:00 延長保育料（予定）

東区日置荘原寺町127 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 89 3号 48
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/higashi/hikisho.html

(※1)7:30～8:30　300円(予定)、16:31～18:30　30分300円(予定)、18:31～19:30　30分500円(予定)
(※2)利用ニーズを踏まえたうえで民営化等の手法を検討し、条件が整い次第公表します。
(※3)保育短時間認定の方が7:30～9:00と17:00～18:30の時間帯を利用される場合は1日当たり200円等、それを超える時間帯を利用の場合はさらに保育標準時間の
       延長保育料が加算されます。

私
　
　
立

1

施 設 名
認定こども園

大美野幼稚園
234-1051 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

234-1053 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】施設設備充実費・教育保育活動
充実費等：50,000円、制服・用品代等
【進級時にかかる費用】用品代等
【毎月かかる費用】主食費：1,500円、副食費：4,000円、
バス代：月3,000円（利用者のみ）、PTA会費：月300
円、月刊絵本：360円～420円

(昭和44年) 開所時間 7:30～18:30(※4) 延長保育料（予定）

東区大美野21

8:30～16:30

2

施 設 名
幼稚園型認定こども園

美木幼稚園
236-2625 保育年齢

基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間

(昭和46年) 開所時間 7:30～18:30

2号 30 3号 0

2号 30 3号 0

東区南野田56-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

一時預かり（自主事業含む）

保育短時間 8:00～16:00

駐車場 有

https://omino-kid.ed.jp/

https://www.mikiyochien.com/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

236-2635 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】教育準備費　40,000円、施設充
実費　10,000円
【進級時にかかる費用】用品代（年齢により異なります）
【毎月かかる費用】教育行事関係費　3,000円、（3歳以
上児）給食費：1食330円×回数（副食費免除対象者は
主食費2,000円）、バス代月2,800円（利用者のみ）

駐車場 有

延長保育料（予定）

(※4)土曜日の保育・教育は実施しません。

私
　
　
立

1

施 設 名 しらさぎ保育園
285-1418 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

285-7676 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】1才～2才児－スモック：2,200円、3才児
以上－スモック：3,400円・カラー帽子：1,000円
【進級時にかかる費用】3才児以上－教材費：3,100円　<5才児の
み＞体操服　上　90～120　1,900円　下　90～120　1,500円
【毎月かかる費用】0才～2才児寝具料(利用者のみ)：1,300円、3
才以上主食費:1,800円 副食費:4,500円、絵本代:月430～450円

(昭和43年) 開所時間 7:30～19:00(※5) 延長保育料（予定）

東区野尻町284-48 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 65 3号 55
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

237-6834 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】特になし
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】保育補助費：各年齢により異なる
（0歳児）750円、（1・2歳児）850円、（3歳児）1,250円
（4歳児）1,000円、（5歳児）1,200円
（3歳以上児）主食費：1,000円・副食費：4,500円

(昭和54年) 開所時間 7:30～19:30(※5) 延長保育料（予定）

東区西野576-4 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 48 3号 42

2

施 設 名 麦の子保育園
237-6835 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

(※5)土曜日は開所時間が異なります。詳しくは各施設までお問い合わせください。

https://a24love1206.wixsite.com/mysite/
60 42

https://www.matsumotogakuen.ac.jp/bodai/

12

施 設 名
幼保連携型認定こども園

遊こども園
247-4730 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

実施する 【入園時にかかる費用】（1歳児以上）カラー帽子、（2歳児以上）通
園リュック、（全児童）スポーツ振興センター掛金年額
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】施設整備費500円、寝具月100円、（2歳児以
上）絵本代420円、（3歳児以上）連絡ノート50円・主食費1,500
円・副食費4,500円、（0・1歳児）オムツ・処理代1,800円、行事費
0～2歳児300円　3～4歳児500円　5歳児800円

(令和3年) 開所時間 7：00～19：00 延長保育料（予定）

東区日置荘西町1丁7番1号 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 3号
保育短時間

http://www.sirasagi-hoiku.com/

http://www.sakaicosmos.net/hoiku_index

9：00～17：00

駐車場 有

・掲載内容については、令和４年7月時点の予定であり、変更となる場合があります。
・「上乗せ徴収・実費徴収等(予定)」については、記載されているもののほか、別途徴収金が発生する場合があります。詳しくは各施設へお
問い合わせください。

https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/higashi/tomiokahigashi.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/higashi/hikisho.html
https://omino-kid.ed.jp/
https://www.mikiyochien.com/
https://a24love1206.wixsite.com/mysite/
https://www.matsumotogakuen.ac.jp/bodai/
http://www.sirasagi-hoiku.com/
http://www.sakaicosmos.net/hoiku_index


【小規模保育事業】
☎ 57日目～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円

利用定員 保育短時間 30分500円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 (※1)

利用定員 保育短時間 30分550円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 15分300円

利用定員 保育短時間 (※2)

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分300円

利用定員 保育短時間 30分300円

（R4参考） HPのURL

【事業所内保育事業】
☎ 57日目～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分500円

利用定員 保育短時間 30分500円

（R4参考） HPのURL

☎ 57日目～3歳未満

FAX 実施する

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分300円

利用定員 保育短時間 30分300円

（R4参考） HPのURL

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
保育短時間 8：30～16：30

駐車場 無

1

施 設 名
こぐまの森保育園

北野田園

235-8590 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

235-8592 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】日よけ帽子：970円、連絡帳：170円、自由
画帳：152円、クレパス：457円（自由画帳・クレパスは1・2歳児）
【進級時にかかる費用】自由画帳：152円、クレパス：457円（自由
画帳・クレパスは1・2歳）
【毎月かかる費用】教材費：600円(0～2歳）、体育指導料：1,100
円（1～2歳）、英語教室：1,000円

(平成24年) 開所時間 7:00～19:30 延長保育料（予定）

東区西野488-17 基本
保育時間

施 設 名
ニチイキッズ

はつしば保育園

288-5010 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

288-5011 休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】帽子代(1.2歳児)：1,100円（税込）、スポー
ツ振興センター災害共済保険代：300円
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】（希望購入時のみ）写真購入代：L版1枚80円
（税別）

(平成3１年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

東区日置荘西町2丁19-22 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

施 設 名
ぬくもりのおうち保育

堺高松団地園

290-7011 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

290-7011 休日保育 実施しない

【入園時にかかる費用】特になし
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】特になし

(平成3１年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

東区高松122-8棟-302号室(1階) 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 12
保育短時間

私
　
　
立

1

施 設 名 ハーモニー保育園
072-239-0011

（直通）080-4762-0023 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

239-0156 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】帽子代：1,000円、連絡
帳代：200円、保護者証：3枚～1枚200円（2枚
までは入園時に支給）
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】教育教材費：1,000円
【その他】写真：1枚50円

(平成23年) 開所時間 7:30～20:00(※4) 延長保育料（予定）

東区南野田33

駐車場 有
3号 4

http://www.rapport-kuminoki.jp

基本
保育時間

保育標準時間

13
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

(※1)18：30～19：30まで30分あたり550円、19：30～1分を越えた時点で10分につき850円加算
(※2)7:30～9:00・17:00～18:30　15分150円、18:31以降　15分300円
(※3)土曜日は開所時間が異なります。詳しくは各施設までお問い合わせください。

4

施 設 名 ひかりっこ保育園

2

289-6663 保育年齢

http://www.harmony.or.jp

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

289-6663 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（0歳児）1,550円、（1歳
児）3,070円、（2歳児）4,220円
【進級時にかかる費用】（1歳児）2,120円、（2歳
児）1,750円
【毎月かかる費用】特になし

(平成28年) 開所時間

3号

一時預かり（自主事業含む）

3

(※4)土曜日は開所時間が異なります。詳しくは各施設までお問い合わせください。

2

施 設 名 ゆらら保育園
080-3392-7469 保育年齢 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

289-1101 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】スポーツ振興センター共
済掛金：年240円、帽子代：850円
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】特になし

(平成23年) 開所時間 7：30～19：30(※4) 延長保育料（予定）

東区南野田454-2 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

保育短時間 9：00～17：00

3号

7:30～18:30

基本
保育時間

7:30～18:30保育標準時間

私
　
　
立

https://kogumanomori.com/kitanoda/

http://www.nichiikids.net/nursery/other/hatsushiba/index.html

https://www.nukumorinoouchi.com/nursery/sakaitakamatsu/

https://hikarikko02.wixsite.com/egao
12

保育短時間 8：30～16:30

駐車場 有

9:00～17:00

駐車場 有

7:30～19:30(※3) 延長保育料（予定）

東区白鷺町3丁13-20

・掲載内容については、令和４年7月時点の予定であり、変更となる場合があります。
・「上乗せ徴収・実費徴収等(予定)」については、記載されているもののほか、別途徴収金が発生する場合があります。詳しくは各施設へお
問い合わせください。

http://www.rapport-kuminoki.jp/
http://www.harmony.or.jp/
https://kogumanomori.com/kitanoda/
http://www.nichiikids.net/nursery/other/hatsushiba/index.html
https://www.nukumorinoouchi.com/nursery/sakaitakamatsu/
https://hikarikko02.wixsite.com/egao

