
美原区

【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 30分500円
月極5,000円

利用定員 保育短時間 30分100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100円等

（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円等

利用定員 保育短時間 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 (※2)

（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 (※2)

（R5予定） HPのURL

【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 0歳児     30分500円
1･2歳児  30分400円

利用定員 保育短時間 0歳児     30分500円
1･2歳児  30分400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 500円/回

利用定員 保育短時間 500円/回

（R4参考） HPのURL
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1

施 設 名 おわいこども園（※1）
361-4155 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）

361-4156 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】3歳児以上　体操服5,000
円程度
【進級時にかかる費用】3歳児以上　体操服5,000
円程度
【毎月かかる費用】主食費3,000円、副食費
4,500円、スイミング4,000円程度

(令和4年) 開所時間 7：00～19：00 延長保育料（予定）

美原区大饗159-7 基本
保育時間

保育標準時間

(平成29年)

7：30～18：30

2号 48 3号 39

一時預かり（自主事業含む）

実施する 【入園児にかかる費用】2号　体操服5,000円程度
【進級時にかかる費用】用品代　3,000～5,000円
程度（年齢により異なります）
【毎月かかる費用】2号　給食費7,500円、スイミン
グ4,000円程度

https://www.kuroyama.or.jp/有

保育短時間 9：00～17：00

駐車場 有 https://www.owaikodomoen.com/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

361-1154

7:30～18:30

延長保育料（予定）

くろやまこども園
361-4154 保育年齢

2号 74 3号 56
保育短時間 9:00～17:00

駐車場

(平成24年) 開所時間 7:00～19:00

美原区黒山415-1 基本
保育時間

保育標準時間

美原区黒山562-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 75 3号 54
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

保育年齢

（平成14年） 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

美原区北余部26‐2 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 152 3号 98
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/mihara/miharanishi.html

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

361-5557

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

363-4152 休日保育 実施する
【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

開所時間 7:00～19:30 延長保育料（予定）

https://sakaiakarikai.jp/miharakita

実施する 【入園時にかかる費用】物品・教材（学年により金額が異
なります）
【進級時にかかる費用】物品・教材　2.500円程度、行事
費：年1,000円（3～4歳児）・年3,000円（5歳児）※その
他保護者会による徴収金有
【毎月かかる費用】主食費：800円、副食費：4,500円（3
歳以上児）

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

362-7281 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61年） 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

美原区さつき野東1丁目4-2 基本
保育時間

7:30～18:30

2号 77 3号 41
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有 https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/mihara/miharahigashi.html

公
　
　
立

4

施 設 名 美原にしこども園
363-4150 保育年齢

2

施 設 名
休日保育

3

施 設 名
休日保育

保育標準時間

保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

5

施 設 名 美原ひがしこども園(※3)
362-7225 保育年齢

美原北こども園
361-5551

（※1）送迎保育ステーション事業を利用する方は、「堺区」欄に掲載されている「【ステーション】おわいこども園」にお申込みください。
　　　　利用調整は、堺区の「【ステーション】おわいこども園」とは別に行います。　(令和4年9月9日追記変更）
（※2）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。
（※3）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。

私
　
　
立

1

施 設 名
ふくろうの森保育園

美原園

362-5577 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）

362-5587 休日保育 実施しない

370-7147 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）

【入園時にかかる費用】散歩用帽子：1,000円
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】連絡帳：200円（2冊目より、年
1～2回）、写真：80円/枚（希望者のみ）

(平成28年)

370-7148 休日保育

開所時間 7:30～19:00(※4) 延長保育料（予定）

美原区小寺846 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有 https://www.fukurounomori-hoikuen.com/

https://www.pcare.jp

(※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。

3号 13
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

実施しない 【入園時にかかる費用】日本スポーツ振興セン
ター加入費300円
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興セン
ター加入費300円
【毎月かかる費用】保育料振り込みの際の振込手
数料

(平成3１年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

美原区南余部西1丁目1-2-105 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30
2

施 設 名 RICホープ美原保育園

・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.kuroyama.or.jp/
https://www.owaikodomoen.com/
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/mihara/miharanishi.html
https://sakaiakarikai.jp/miharakita
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/mihara/miharahigashi.html
https://www.fukurounomori-hoikuen.com/
https://www.pcare.jp/

