
南区

【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 15分300円

利用定員 保育短時間 15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 15分100円等

利用定員 保育短時間 実施しない

（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

☎ 月齢4カ月～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 １時間500～700円

利用定員 保育短時間 実施しない

（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

利用定員 保育短時間 実施しない

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢3ヵ月～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分300円～ 60分500円～

利用定員 保育短時間 30分　500円～
1時間以上の場合減額（予約）

（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分毎500円

（R4参考） HPのURL
信光園HP：

よいこネット：

☎ 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

利用定員 保育短時間 7:30～9:00　150円
17:00～18:30　150円

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢3ヵ月～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)

（R4参考） HPのURL
HP（更新未定）：

よいこネット（毎日更新）：

http://www.shinhinoo.ed.jp/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】新学期用品代：0歳児⇒1,370円、1歳児⇒4,090円、2歳児⇒

14,960円、3歳児⇒30,250円、4歳児⇒32,180円、5歳児⇒33，610円

【進級時にかかる費用】新学期用品代：1歳児⇒3,170円、2歳児⇒11,720円、3歳児

⇒17,780円、4歳児⇒4,410円、5歳児⇒4,350円

※ただし、体操服については値上がり予定ですので、これに伴い、新学期用品代も値上

がりします。　【毎月かかる費用】0・1・2歳児⇒保育料・レンタル布団代　3歳児⇒レンタ

ル布団代・主食費・副食費　4・5歳児⇒主食費・副食費　　※保育料⇒各家庭で違いま

す、レンタル布団代⇒1,400円、主食費⇒2,000円、副食費⇒4,500円

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

http://www.seieigakuen.com

www.senbokuen.ed.jp

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

実施する

8

保育標準時間 7:30～18:30

2号

施 設 名 泉北花園こども園
299-3179 保育年齢

299-3222 休日保育

基本
保育時間

8:45～16:45

駐車場 有
3号 61

保育短時間

9:00～17:00

駐車場 有

10

施 設 名 幼保連携型認定こども園

竹城台東保育園

235-3898 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

9

施 設 名
認定こども園

泉北若竹保育園
291-5488 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

296-9801 休日保育 実施する

(昭和47年) 開所時間 7:30～19:30(※1) 延長保育料（予定）

南区豊田1261

http://www.wakatake.ed.jp

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】0歳5,540円、1歳7,090円、2歳7,330円、3歳14,570
円、4歳14,570円、5歳15,050円　【進級時にかかる費用】上記学年ごとに差額
分と各自追加購入分有り　【毎月かかる費用】（2歳児）リトミック代：年1,000円、
（3歳児）リトミック・教材費：月1,000円、（3歳以上児）主食費：2,000円、副食
費：4,500円、（4・5歳児）リトミック・教材費・習字・絵画代：月2,000円、スポー
ツ振興センター保険料：年240円（なお副食費については堺市より免除対象者
は無料となる。）　【その他】遠足、保護者会会費等の徴収金有　※全ての費用
について物価高騰による値上げの予定あり。

7:30～18:30

6

施 設 名
認定こども園

青英幼稚園
297-2262 保育年齢

277-5236 休日保育

39 3号 26

(昭和45年) 開所時間 7:00～19:00

8:30～16:30

駐車場 有
2号

保育短時間

7

施 設 名 泉北園
292-3831 保育年齢

292-2111 休日保育

(昭和48年) 開所時間 7:30～19:30(※1)

南区茶山台3丁23-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 60
8:30～16:30

駐車場 有
603号

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

298-4533 休日保育

7:30～19:00

7:30～18:30

一時預かり（自主事業含む）

実施する

7:30～18:30

保育短時間 8:45～16:45

【入園時にかかる費用】2号（3～5歳児）のみ施設設備・教育充実
費50,000円、入園受入準備費3,000円、制服･用品代約25,000円
【進級時にかかる費用】3歳児(2号認定）に進級するにあたり、施設
設備・教育充実費50,000円、入園受入準備費3,000円、制服･用
品代約25,000円
【毎月かかる費用】教材費〈0歳児〉2,050円〈1,2歳児〉2,550円〈3
歳児以上〉2,050円、主食費1,500円、副食費3,400円
【その他】延長保育利用料、布おむつレンタル代実費

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】体操服・通園鞄など
20,000円程度（3歳児以上）
【進級時にかかる費用】出席ノート・ｶﾗｰ帽子など
2,000円程度（3歳児以上）
【毎月かかる費用】絵本代400円程度（2歳児以
上）、主食費・副食費6,5００円（3歳児以上）（※
３）

開所時間

有

8:30～16:30

駐車場

一時預かり（自主事業含む）

保育標準時間

https://a-kodomo.com/

延長保育料（予定）

延長保育料（予定）

実施する

5

施 設 名 認定こども園

新桧尾台保育園

298-2722

南区城山台2丁1-1

駐車場

298-6980 保育年齢

(昭和55年) 開所時間 7:30～19:30

基本
保育時間

保育標準時間

2号 60 3号 40
駐車場

4

施 設 名 城山台こども園

保育標準時間

2号 75

(昭和51年)

73 3号 47
保育短時間

3

施 設 名 こひつじこども園
291-3222

南区赤坂台2丁5-1 基本
保育時間

保育標準時間

2号

休日保育

南区竹城台2丁2-1 基本
保育時間

保育標準時間

3号 60
保育短時間 8:30～16:30

有

2号 100 3号

7:15～19:15

休日保育

一時預かり（自主事業含む）

実施する（開始年齢：6ヵ月）

1

施 設 名 赤坂台こども園
298-4500 保育年齢

基本
保育時間

2

施 設 名
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

291-0393 保育年齢

291-4093

駐車場 有

(昭和46年) 開所時間

60
https://izumigaoka-youchien.com/

(昭和46年)

【入園時にかかる費用】個人BOX代金3,500円、父母の会会費250円×12か月
分、1歳児以上カラー帽子1,100円、2歳児以上体操服等
【進級時にかかる費用】父母の会会費250円×12か月分、3歳児以上保育用
品等
【毎月かかる費用】（0～2歳児）寝具リース代・保育材料費等月0～5,500円
（※利用時間による）、（3～5歳児）寝具リース代・保育材料費・教材費等月
500円～8,000円（※利用時間による）、（3歳以上児）主食費：2,000円、副食
費：4,500円

延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む）

保育短時間

290-2667 休日保育 実施する

延長保育料（予定）

7:30～18:30

235-1288 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】傷害保険：240円、出席シール・ブック・ファイル：920
円、連絡帳（3・4歳児）：150円、カラー帽子：990円、通園カバン（2歳から）：
2,580円、スモック（3歳から）：1,410円、体操服上下（3歳から）：3,180円
【進級時にかかる費用】出席ブック・シール：570円
【毎月かかる費用】絵本代：360～460円、給食費（3歳以上）：主食費1,500
円・副食費4,500円、アルバム代（5歳児）：600円
教育費（3歳以上）：3～4歳：1,000円、5歳児1,500円

(昭和51年) 開所時間 7：30～19：00 延長保育料（予定）

南区土佐屋台1495

66 3号 44
保育短時間

開所時間

保育年齢

291-3222

一時預かり（自主事業含む）

実施する 【入園時にかかる費用】体操服：上1,400円・下1,100円、帽子：680
円（男児白・女児赤）、（3～5歳児）制服含む用品代：45,000円
【進級時にかかる費用】（1歳児）新学期用品：12,000円、（2歳児）
新学期用品：16,500円
【毎月かかる費用】（全園児）施設充実費：月1,000円、（1・2歳児）
貸し布団代：月1,400円、（2号認定者給食費）主食費1,400円・副
食費6,800円(おやつ含む）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】文具品2,000円程度（クラスによる）、2才ク
ラス～制服・体操服代5,000円程度（購入枚数による）
【進級時にかかる費用】文具品　1,000円程度～
【毎月かかる費用】絵本500円程度、3才クラス～主食費1,500円・
副食費4,500円、スイミング（希望者）4,950円、教材費年間3,000
円（令和3年度参照）
【その他】随時遠足、写真等

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【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】主食費：1,000円・副食費：
4,500円（3歳以上児）、保育教材費等：1,000円

一時預かり（自主事業含む）

実施する

https://kohitujihoikuen.wixsite.com/kohituji

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

保育年齢

7:15～19:00

7:30～18:30

延長保育料（予定）

7:30～18:30

8:30～16:30

有

(昭和54年) 7:30～19:30開所時間 延長保育料（予定）

基本
保育時間

2号 67 3号 43
保育短時間

駐車場 有

7:30～18:30

9:00～17:00

https://www.yoiko-net.jp/6548/top/

【入園時にかかる費用】各自加入保険料：240円程度/年
【進級時にかかる費用】物品代（購入物品によって異なる）
【毎月かかる費用】絵本代：400～500円程度/月、施設整備費：
1,000円/月、主食費：３,000円/月（3歳クラス以上）、副食費：
4,500円/月（3歳クラス以上）
【その他】園外活動交通費、写真代、PTA会費、その他希望購入の
実費負担有

293-9767 休日保育

南区新桧尾台3丁4-1

基本
保育時間

保育標準時間

2号 78 3号 42
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

一時預かり（自主事業含む）

(昭和49年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

南区原山台1丁8-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 76

実施する

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)2号 8:00～18:30 日額380円(月額3,800円)  3号 8:00～18:30 日額400円(月額4,000円)
(※3)施設からの申し出により、主食費・副食費を6,000円/月から6,500円/月に変更しました。（令和５年2月6日変更）

南区三原台3丁3-1

保育短時間

延長保育料（予定）

南区若松台3丁8-1 基本
保育時間

保育標準時間

https://shinkouen.com/
https://www.yoiko-net.jp/6532/top/

https://www.ans.co.jp/n/takeshirodaihigashi/
https://www.yoiko-net.jp/6541/top/

・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.shinhinoo.ed.jp/
http://www.seieigakuen.com/
http://www.senbokuen.ed.jp/
http://www.wakatake.ed.jp/
https://a-kodomo.com/
https://izumigaoka-youchien.com/
https://kohitujihoikuen.wixsite.com/kohituji
https://www.yoiko-net.jp/6548/top/


☎ 月齢6ヵ月～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分1,000円

利用定員 保育短時間 30分1,000円

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢4ヵ月～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 7；30～9：00・17：00～18：30 1回　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 30分500円

（R4参考） HPのURL

☎ 2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 150円～400円　時間・種別により異なる

（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

18:30～20：00　1,200円（夕食付）

利用定員 保育短時間 詳細は園へお問い合わせください。

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢6ヵ月～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150円等

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢5ヵ月～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 1日200円　月3,000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)

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢6カ月以上～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50円　月500円
18:30以降は、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 1時間300円

（R4参考） HPのURL

延長保育料（予定）

延長保育料（予定）

http://www.family.ed.jp

297-5277 休日保育

【入園時にかかる費用】入園受付準備金：3,000円、入園準備金：
50,000円、制服 教材用品代金
【進級時にかかる費用】3歳から4歳進級時に制服代金、進級ごとに
教材用品代金
【毎月かかる費用】特定負担額：月10,000円、絵本代：月400～
420円程度、（3歳以上児）主食費：月2,000円・副食費：月4,500円
【その他】PTA会費：月700円

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）

延長保育料（予定）

実施する
【入園時にかかる費用】（0.1歳）用品代：760円、（2歳）用品・体操
服代：4,410円、（3～5歳）用品・制服代：16,800円
【進級時にかかる費用】（0.1歳）760円、（2.3.5歳）710円、（4歳）
1,180円、教材費(3歳児～5歳児)：年間1,500円～
2,500円 (予定)
【毎月かかる費用】3歳以上児）主食費：1,000円・副食費：5,000円

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

3号 40
保育短時間 8:30～16:30

延長保育料（予定）

南区御池台1丁26-1

297-9484 休日保育

33

一時預かり（自主事業含む）

2号 26 3号 14
保育短時間

実施する

http://windhorse.or.jp/hoikuen/

9：00～17：00

保育標準時間 7：30～18：30

開所時間(昭和55年)

ペガサス
福泉中央こども園

有

17

施 設 名 平和の園
292-3819 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

http://heiwanosono.ed.jp

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

292-3869 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】用品代（詳細は園に確認してください。）
【進級時にかかる費用】用品代（詳細は園に確認してください。）
【毎月かかる費用】主食費：1,500円・副食費：4,000円（3歳以上
児）

(昭和48年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

南区高倉台3丁4-1 基本
保育時間

駐車場 有

保育標準時間 7:30～18:30

2号 66

南区鴨谷台2丁5-2 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 87 3号 54
保育短時間 8：30～16：30

駐車場 有

13

施 設 名 認定こども園

はるみだい保育園

293-2000 保育年齢

一時預かり（自主事業含む）

http://hinagiku-kodomoen.net/

15

施 設 名 ひなぎくこども園
298-4980 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）

298-4800 休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】（0～2歳児）カラー帽子：950円（3年間使
用）、連絡帳：300円（4ヵ月に1回のペースで買い替えあり）
【進級時にかかる費用】用品代：卒園までに総額20,000円以内
【毎月かかる費用】(0～5歳児)行事教材費：月1,000円、(3～5歳
児)主食代：1,500円・副食費：4,500円（減免有）

(昭和50年) 開所時間 7:30～20:00

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

南区庭代台2丁9-38 基本
保育時間

16

施 設 名 ファミリーこども園
297-6355 保育年齢

297-6505 休日保育

14

施 設 名

(昭和55年) 開所時間 7:30～19:00(※1)

保育標準時間 7:30～18:30

2号 68 3号 52
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

(昭和47年) 開所時間

南区晴美台1丁31-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 54 3号 24
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】保育用品代：2,000円～9,500円(各年齢に
よって異なります)
【進級時にかかる費用】保育用品代：2,000円～9,500円(各年齢に
よって異なります)
【毎月かかる費用】主食費：1,500円・副食費：4,500円（3歳以上
児）

(平成17年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

南区晴美台2丁2-2

3号 58
保育短時間 8:30～16:30

駐車場

【入園時にかかる費用】なし
【進級時にかかる費用】なし
【毎月かかる費用】（3歳児未満児）寝具リース代：月1,300円、（3歳
児以上）主食費：月2,500円・副食費：月4,500円、（全員）設備協
力金：月1,000円、一般生活費一部協力金：月1,000円

(昭和49年) 開所時間 7:30～18:30

2号 64 3号 38
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有 www.chikuhou.ed.jp

延長保育料（予定）

南区桃山台4丁1-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

休日保育 実施する296-5853

12

施 設 名
幼保連携型認定こども園

竹宝保育園
299-5124 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

11

施 設 名
認定こども園

たけしろ幼稚園
291-1111 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

http://takeshiro-youchien.jp

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

298-5552 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（3歳以上児）制服、用品代等が必要
【進級時にかかる費用】（3歳以上児）進級用品（年間教材費）等が
必要
【毎月かかる費用】特育費等：（0・1歳児）月500円程度、（2歳児）
月900円程度、（3歳以上児）月2,700円程度・主食費1,500円・副
食費3,700円、絵本代・行事費等月1,000円程度（令和４年６月時
点実績）

(昭和44年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

南区竹城台3丁2-2 基本
保育時間

2号
有

3号 17
保育短時間 9:00～17:00

駐車場
2号

7:30～20:00

保育標準時間 7:30～18:30

55

休日保育 実施する

7:30～18:30

2号 72

保育年齢

87

有

基本
保育時間

保育標準時間

http://harumidai.senshin.ed.jp

7:00～19:00

幼保連携型認定こども園

晴美台幼稚園

291-6400 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

291-6410

一時預かり（自主事業含む）

https://hamaderakai.or.jp/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

293-4069

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

南区稲葉１丁3131-2 基本
保育時間

実施する
【入園時にかかる費用】制服（3歳児から）、保育用品（2歳児から）（※制服・用
品すべて購入いただいた場合、13,000円～33,000円位。兄弟や譲受等でもご
利用いただけます。購入は強制ではありません。）
【進級時にかかる費用】制服・保育用品に不足などがある場合ご購入頂きま
す。
【毎月かかる費用】（3歳以上児）主食費：1,000円、副食費：4,500円
【その他】スポーツ振興センター保険料・親子遠足保護者負担金等

https://www.mahoroba.vc/miikedaihoikuen/

保育短時間

(※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)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。

2号 75
9:00～17:00

駐車場 有

保育標準時間 7:30～18:30

180 3号
保育短時間 8:30～16:30

駐車場

御池台こども園
297-5108

18

施 設 名
275-1234 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）

275-1115 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　年額200
円
【進級時にかかる費用】スポーツ振興センター共済掛金　年額200
円
【毎月かかる費用】3歳児以上　主食費800円、副食費4,500円

(令和4年) 開所時間 7：30～19：00 延長保育料（予定）

20

施 設 名

基本
保育時間

3号

私
　
　
立

駐車場 有

19

施 設 名

http://www.makiduka.com/

槙塚こども園
293-4820 保育年齢

【入園時にかかる費用】制服等の購入費：1,500～15,000円（年齢
により異なります）
【進級時にかかる費用】知育ワーク等の購入：1,000～3,000円程度
（年齢により異なります）
【毎月かかる費用】絵本行事費：月1,000円、布団リース料：月
1,100円、（3歳児以上）スイミング教育費：3,000円・主食費：2,000
円・副食費：4,500円

(昭和49年) 開所時間 7:30～19:00(※1)

南区槇塚台3丁5 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

・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.family.ed.jp/
http://windhorse.or.jp/hoikuen/
http://heiwanosono.ed.jp/
http://hinagiku-kodomoen.net/
http://www.chikuhou.ed.jp/
http://takeshiro-youchien.jp/
http://harumidai.senshin.ed.jp/
https://hamaderakai.or.jp/
https://www.mahoroba.vc/miikedaihoikuen/
http://www.makiduka.com/


☎ 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 1時間400円
18:30以降は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 30分500円等

利用定員 保育短時間 1時間400円
18:30以降は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（食事代別）

利用定員 保育短時間 30分500円等（食事代別）

（R4参考） HPのURL

☎ 2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 (※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

☎ 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

【幼稚園型認定こども園】
☎ 満2歳～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 17:00～18:30 30分毎300円

（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 30分500円

利用定員 保育短時間 (※4)

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢6カ月～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　1000円

利用定員 保育短時間 (※6)

（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 実施しない

利用定員 保育短時間 (※7)

（R4参考） HPのURL

認定こども園

成晃ひかり幼稚園

有駐車場

開所時間 7:00～19:00(※3) 延長保育料（予定）

13

8:30～16:30

実施する

299-7122

有

【入園時にかかる費用】入園受入準備金：50,000円
【進級時にかかる費用】進級費：9,000円前後
【毎月かかる費用】温水プール施設整備費：3,000円、講師料：
2,000円、教育充実費：1,000円、（3歳以上児）主食費1,800円・副
食費4,000円、スクールバス通園費：3,000円

【入園時にかかる費用】（満3歳児）：体操服・お道具等18,000円程
度、（3・4・5歳児）：制服・体操服・お道具等28,000円程度、施設等
充実費：30,000円
【進級時にかかる費用】3・4・5歳児2､000円程度
【毎月かかる費用】絵本代360～410円、教材費：1,000円、教育充
実費1,000円、施設協力費（バス利用無）1,000円・（バス利用有）
4,300円、（3歳以上児）主食費：2,000円、副食費：4,500円

私
　
　
立

1

施 設 名 認定こども園

赤坂台幼稚園

https://www.miikedai.ed.jp/

【入園時にかかる費用】
施設整備費:50,000円。3号:体操服他16,300円、用品代10,500円
程度。２号:制服(夏冬)・体操服他33,300円と用品代11,700円～
19,000円程度。
【進級時にかかる費用】　進級用品代:5,000円程度
【毎月かかる費用】教育充実費:3,300円。給食費 主食費2,100円・
副食費4,800円予定

開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

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

298-2300 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

保育短時間

42
保育短時間 9:00～17:00

7:30～20:00

(※1)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。
(※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。

(昭和47年)
26

施 設 名 若松台こども園
保育年齢

南区若松台1丁3-2 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 78 3号
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/minami/wakamatsudai.html駐車場 有

297-2449 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

297-1881 一時預かり（自主事業含む）

一時預かり（自主事業含む）

延長保育料（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

297-1099 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

開所時間

一時預かり（自主事業含む）

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

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【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

9:00～17:00

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（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）

延長保育料（予定）

実施しない

一時預かり（自主事業含む）

(昭和54年)

実施しない

認定こども園

槇塚幼稚園

291-2700 保育年齢

291-2723 休日保育

一時預かり（自主事業含む）

南区城山台1丁8-3

2号 60 03号

延長保育料（予定）

http://www.akasakadai.jp/

http://www.hikari-kids-s.ed.jp/

http://www.makizuka-k.ed.jp

駐車場 有

休日保育 実施しない

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

3

施 設 名

9：00～17：00

298-2315

(昭和49年)

南区赤坂台2丁3-1

開所時間 8:00～19:00(※5)

2

施 設 名

基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

298-2712

休日保育

4

施 設 名

保育標準時間 8:00～19:00

休日保育

2号 45 3号

(昭和56年)

南区宮山台1丁5-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 78 3号 42
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

(昭和47年） 開所時間 7:30～19:00

24

施 設 名 上神谷こども園(※1)
297-0180 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

297-9154 休日保育 実施しない

(昭和33年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

南区片蔵92-4 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 73 3号 6

南区三原台3丁1-15

3号 352号 65
駐車場 有

(平成18年)

2号

休日保育

298-7903 休日保育

298-7337 保育年齢

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・2歳児：1,500円程度、3・4・5歳児：
17,000円程度（価格高騰による予定額変更有）
【進級時にかかる費用】用品代がかかる場合があります。
【毎月かかる費用】1号給食費：2,700円、2号給食費：6,200円（土
曜日は別途給食費利用320円／一回）、絵本代：月額380～650
円、施設整備協力金：月額1,000円※価格高騰による予定額変更
有

実施する
【入園時にかかる費用】0・1・2歳児：1,500円程度
【進級時にかかる費用】用品代がかかる場合があります。
【毎月かかる費用】絵本代：360～410円、施設整備協力
金：月額1,000円※価格高騰による予定額変更有

開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

基本
保育時間

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

299-6806

南区美木多上53-1 基本
保育時間

幼保連携型認定こども園
ベビーセンターいっちん 分園

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

293-4367 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】・保険代：240円/年・物品代：購入物によって異なる
【進級時にかかる費用】・保険代：240円/年・物品代：購入物によって異なる
【毎月かかる費用】・絵本代：400～500円程度/月・施設整備費：1,000円/月・
主食費：3,000円/月(3～5歳児ｸﾗｽ)・副食費：4,500円/月(3～5歳児ｸﾗｽ)
【その他】園外活動交通費・写真代・PTA会費・その他希望購入の実費負担有

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有 https://www.icchin.com

https://hakusui.or.jp/facility/miharadai1.html

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

保育標準時間

駐車場 有

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 9:00～17:00

【入園時にかかる費用】施設整備費：2号50,000円、3号30,000円
【進級時にかかる費用】施設整備費：20,000円（3号から2号への進
級時）
【毎月かかる費用】教育・行事関係費：2号2,750円、環境整備維持
費：2号2,000円、3号2,000円、保育教材・行事関係費3号2,000
円、給食費：2号8,000円

(昭和47年) 開所時間 7：30～19：00(※5) 延長保育料（予定）

南区槇塚台１－９ 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

保育短時間
3号

2号
8:30～16:30

駐車場

(※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)7:00～7:30  18:30～19:00 500円、7:30～8:30  16:30～18:30 30分300円
(※5)土曜日の教育・保育は実施しません。
(※6)7：30～8：30　300円　17：00～18：00　150円　17：00～18：30　300円
(※7)8:00～8:30　100円、16:30～17:00　100円、17:00～18:00　300円、18:00～19:00　400円

有

(平成13年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

7:30～18:30

3号 20
保育短時間 9:00～17:00

2号 0 3号 55

(平成18年)

南区美木多上3075

公
　
　
立

有
2号 30 10

認定こども園

みいけだい幼稚園
299-7123 保育年齢

駐車場

18 3号 12
保育短時間

保育短時間

25

施 設 名 宮山台こども園
291-6100 保育年齢

南区御池台3丁4-1 基本
保育時間

私
　
　
立

21

施 設 名
幼保連携型認定こども園

美木多いっちん保育園
299-6657 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

22

施 設 名

23

施 設 名 三原台こども園

開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む）292-3818 保育年齢

80

基本
保育時間

https://www.icchin.com

駐車場

保育年齢

298-2829

・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.miikedai.ed.jp/
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/minami/wakamatsudai.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/minami/miyayamadai.html
http://www.akasakadai.jp/
http://www.hikari-kids-s.ed.jp/
http://www.makizuka-k.ed.jp/
https://www.icchin.com/
https://hakusui.or.jp/facility/miharadai1.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/minami/niwadani.html
https://www.icchin.com/


☎ 1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 朝夕それぞれ　30分単位：200円　予定

（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

利用定員 保育短時間 (※2)

（R4参考） HPのURL

【小規模保育事業】
☎ 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500円

利用定員 保育短時間 (※3)

（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

利用定員 保育短時間 15:30～16:30 500円

（R4参考） HPのURL

7:00～19:00(令和2年) 開所時間

(※1)土曜日の教育・保育は実施しません。

【保育所】

実施する 【入園時にかかる費用】0・1歳児：その他スモック
等2,500円程度、2歳児：通園ｶﾊﾞﾝ、活動着等
18,000円程度
【進級時にかかる費用】0・1歳児500円程度、2
歳児23,000円程度
【毎月かかる費用】2歳児：絵本代360円

(平成22年) 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

南区城山台1丁8-3

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

成晃ひかり保育園
298-2708 保育年齢

298-2829 休日保育

一時預かり（自主事業含む）

基本
保育時間

保育標準時間

8:30～16:30
45

駐車場

南区晴美台１丁３１－１ 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

2号 0 3号

(※3)7:30～8:30と16:30～18:30　1日当たり200円等、それを超える時間帯を利用する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。
(※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。

保育標準時間 7：30～18：30

3号 19

実施しない 【入園時にかかる費用】スポーツ振興センター掛け金年
300円、用品代（年齢によって）1,880～3,350円
【進級時にかかる費用】1歳児・2歳児ともに　2,190円
【毎月かかる費用】月間絵本（１・2歳児のみ）200円（年
度当初に一括納入）

(令和2年) 開所時間 7:00～19:00(※4) 延長保育料（予定）

南区鴨谷台３丁５－１ 基本
保育時間 保育短時間 7:30～15:30

駐車場 有

2

施 設 名 美木多チコス
296-0111 保育年齢

299-3666 休日保育

延長保育料（予定）

保育短時間

駐車場

私
　
　
立

1

施 設 名 晴美台ナーサリー
294-6440 保育年齢

(※2)7:00～7:30 18:30～19:00 500円、7:30～8:30 16:30～18:30 30分300円

有

私
　
　
立

1

施 設 名

http://www.hikari-kids-s.ed.jp/

https://senshin-group.com

http://mikitayoutien.com/

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（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）

291-6410 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】実費徴収：カラー帽子
990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

7:30～18:30

保育短時間

8：30～16：30

延長保育料（予定）

2号
有

保育標準時間 7：30～18：30

12

基本
保育時間

https://www.okunogakuen.jp/miyayama/
18 3号

南区宮山台４丁４－１

私
　
　
立

5

施 設 名
認定こども園

宮山台幼稚園

297-0290 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）

297-0294 休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】※予定　〔3歳以上入園時〕入園準備・施設協力費
50,000円(兄弟減額有)、プール施設協力費・制服代含む用品代(男児：
65,000円程度・女児：68,000円程度)学年により追加有、〔1・2歳児〕新学期用
品3,000円～6,000円程度
【進級時にかかる費用】※予定　施設協力費・バス申込金(利用者のみ)・進級
用品(学年による)・スポーツ振興センター保険料
【毎月かかる費用】※予定　〔1・2歳児〕生活・教育充実費1,700円、〔2号認定
児〕教育充実費 3,100円～5,100円(学年による)、主食費3,000円・副食費：
4,500円、バス維持費：地区により2パターン(利用者のみ)

(昭和43年) 開所時間 7：30～18：30(※1)

・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.hikari-kids-s.ed.jp/
https://senshin-group.com/
http://mikitayoutien.com/
https://www.okunogakuen.jp/miyayama/

