
中区

【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。
☎ 月齢2ヵ月～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 500円

利用定員 保育短時間 7:30～8:30　30分500円
16:30～19:00　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 60分75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500円

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢3ヵ月～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 7:30～8:30　1回につき500円
16:30～19:30　30分毎 500円等

（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500円

利用定員 保育短時間 30分200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　

利用定員 保育短時間 実施しない

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢3カ月以上～1歳

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8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

利用定員 保育短時間 16:30～18:30  300円 18:30～19:00  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

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 30分300円　以後30分　200円

（R4参考） HPのURL

一時預かり（自主事業含む）
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60

【入園時にかかる費用】 （0・1歳児）1,000円程度、（2歳児以上）
10,000円～20,000円程度、保護者後援会による徴収金有り
【進級時にかかる費用】（0歳児）250円程度、（1歳児～4歳児）
5,000円～10,000円程度
【毎月かかる費用】（0～4歳児）教材費・絵本代等700円程度、（3
歳以上児）主食費1,500円・副食費4,500円、（5歳児）教材費・ア
ルバム・絵本代2,500円程度

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

開所時間

2号

施 設 名

保育年齢

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）

施 設 名

こども園うえの

(令和2年)

90

(昭和51年)

124

(昭和50年) 開所時間

(平成16年)

中区上之410-1

70

駐車場 有

277-9188

実施する

237-9218 休日保育 実施する

保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

駐車場

実施する

保育標準時間 7:30～18:30基本
保育時間

休日保育

認定こども園

あおい幼稚園

4

施 設 名

237-6190 保育年齢

延長保育料（予定）

234-8111 保育年齢

延長保育料（予定）

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）

234-8616 休日保育

2号 90 3号

3

1

施 設 名

一時預かり（自主事業含む）

休日保育

278-8055

2号 90 3号

保育標準時間 7：30～18：30

有

開所時間

保育短時間 8：30～16：30

基本
保育時間

237-5095

開所時間 7：30～19：00

2号 74 3号 46

8:30～16:30

保育短時間 9:00～17:00

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】（3～5歳）施設整備充実費50,000円、制
服・用品代約50,000円
【進級時にかかる費用】園に確認してください。
【毎月かかる費用】（0～2歳児）保育教材費1,000円、（3～5歳
児）主食費3,000円・副食費4,500円、施設充実費1,000円、外部
講師料1,000円、保育時間設備利用料1,000円、スイミング代
2,000円程度、バス通園費3,000円

57

保育年齢

http://www.aoiyochien.ed.jp/

http://www.aiikusya.or.jp

https://ueno-sakai.org/

中区福田1032-2

中区深井東町2655 基本
保育時間

保育標準時間

7:30～19:00

【入園時にかかる費用】物品代2,500円（0,1歳児）、7,500円（2歳
児）、 10,000円（3歳児～)、制服代22,000円（2歳児～）
【進級時にかかる費用】入園時にかかる費用の差額分
【毎月かかる費用】主食費2,000円・副食費4,500円（3歳児～）、
衛生管理費700円/月（0・1歳児）、3,600円/年（2歳児）、2,400
円/年（3歳児～）、就学前教育費1,000円（4・5歳児）、800円（3
歳児）

延長保育料（予定）

(昭和41年) 開所時間 7:30～19:00

237-5096

中区東山77-51

久世こども園

幼保連携型認定こども園

さかい・つくしこども園

6

7:00～19:00

277-5211

(昭和53年)

7:30～18:30

施 設 名 認定こども園　青英学園幼稚園
（2歳以上児受入園舎）

基本
保育時間

有駐車場

保育標準時間 7:30～18:30

277-5236

中区深井沢町2470-5

休日保育

7:00～19:00開所時間

2号
保育短時間

5

施 設 名

中区八田西町2丁14-56

駐車場 有

2号 135 3号
（2歳児）

40

https://sakai-tsukushi-kodomoen.jp

3号 41

http://www.seieigakuen.com

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）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）

8:30～16:30

一時預かり（自主事業含む）

3号

幼保連携型認定こども園

鈴の宮幼稚園
277-3181 保育年齢

http://suzunomiya.com/

駐車場 有

延長保育料（予定）

【入園時にかかる費用】教育準備金・施設充実費：50,000円、制
服代・用品代等必要　【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】教育行事関係費：5,000円等（年齢により金額
は異なります）、（0～2歳児）保健衛生費・教育関係費：1,000円、
布団・ベッドリース料・おむつ処理代：2,000円程度、（3歳以上児）
バス利用料：3,000円(片道は半額)、主食費：2,500円・副食費：
5,000円

保育短時間

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】入園受入準備金　(0～2歳児：50,000円
【3歳進級時に　15,000円必要】3～5歳児：65,000円）、　年齢に
応じ、用品代・体操服代等必要(3歳児以上制服あり）
【進級時にかかる費用】用品代、3歳進級時のみ15,000円(入園受
入準備金)
【毎月かかる費用】総合教育費：5,000～8,500円程度(年齢に応じ
る)、3歳児以上　給食費徴収　主食費：2,000円、副食費：6,000
円

保育標準時間 7:30～18:30

【入園時にかかる費用】物品代
【進級時にかかる費用】物品代
【毎月かかる費用】（0-2歳児）1,500円、（3歳
児）2,000円、（4歳児）2,500円、（5歳児）3,000
円、（3-5歳児）主食費:3,000円・副食費:4,500
円

7：30～19：30

基本
保育時間

保育標準時間

実施する

7:30～18:30

281-3181 休日保育

実施する

延長保育料（予定）

【入園時にかかる費用】（3歳以上児）制服含む用品代：45,000円
程度
【進級時にかかる費用】（2歳児）新学期用品12,000円
【毎月かかる費用】（全園児）施設充実費：月1,000円、（2歳児）教
材費：月200円・貸し布団：月1,400円
（3歳児以上の2号認定児給食費）主食費1,400円・副食費6,800
円(おやつ含む）

実施する

延長保育料（予定）

保育短時間 8:30～16:30

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

277-5236 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】園に確認してください。
【進級時にかかる費用】（全園児）新学期用品（給食食器含む）：
6,500円、（3歳児への進級時）制服含む・用品代：約45,000円
【毎月かかる費用】施設充実費：月1,000円、教材費：月200円、
貸し布団（ｼｰﾂ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む）：月1,400円

(平成25年) 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

中区深井沢町2494-5 基本
保育時間 8:30～16:30保育短時間

(令和２年) 開所時間 7:30～19:00

中区東山738

2号 102 3号

保育年齢

休日保育

54 3号 36

保育短時間
基本

保育時間
2号 40 3号

保育年齢235-0055

中区土師町5丁12-32 基本
保育時間

有

延長保育料（予定）

7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30

2号

一時預かり（自主事業含む）

7

施 設 名 認定こども園　青英学園幼稚園
（0･1歳児受入園舎）

234-0071 保育年齢

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30

8

施 設 名 成和子供園
284-7320 保育年齢

駐車場 有

3号
(0・1歳児)

44

8:30～16:30

284-7321

7:30～18:30保育標準時間

10

施 設 名

9

施 設 名
一時預かり（自主事業含む）

235-0056 休日保育 実施しない

(昭和48年)

開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区陶器北308-1 基本
保育時間

保育標準時間

48

http://www.seieigakuen.com

http://www.seiwa-ed.jp

https://senko.ed.jp

http://www.toki-kita.jp/駐車場 有

30
駐車場 有

陶器北こども園
236-2358 一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

289-6263 実施する

幼保連携型認定こども園

せんこう幼稚園

駐車場

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】（3歳児以上クラス入園時）制服代：約50,000円、用品
代：約20,000円、教育資質向上支援金：55,000円（一括または毎月分割）
【進級時にかかる費用】教育資質向上支援金（3歳児進級時）、制服代（3歳児
進級時）、用品代（全学年）
【毎月かかる費用】（0～2歳児）保健衛生費：1,700円、（3歳児以上）教育充実
費：5,000円、給食費（主食費：2,000円、副食費4,500円）
【その他】行事費は都度徴収あり

開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

【入園時にかかる費用】園に確認してください。
【進級時にかかる費用】園に確認してください。
【毎月かかる費用】（0～2歳児）ベッド布団リース料・おむつ処理代：月1,700円、
（3歳児）ベッド布団リース料・スイミングスクール代：月4,400円、（3歳以上児）
主食費：3,000円　副食費：4,500円、（4歳児）ベッド布団リース料・スイミングス
クール代・学習導入費：月4,900円、（5歳児）スイミングスクール代、学習導入
費：月4,000円、（2歳児）本購入費：2カ月に1回530円、（3歳児）本購入費：月
530円

(平成24年)

私
　
　
立

・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.aoiyochien.ed.jp/
http://www.aiikusya.or.jp/
https://ueno-sakai.org/
https://sakai-tsukushi-kodomoen.jp/
http://www.seieigakuen.com/
http://suzunomiya.com/
http://www.seieigakuen.com/
http://www.seiwa-ed.jp/
https://senko.ed.jp/
http://www.toki-kita.jp/


☎ 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300円　以後30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～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 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 30分500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分毎500円

利用定員 保育短時間 30分毎500円

（R4参考） HPのURL

☎ 1歳児クラスのみ

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分毎500円

利用定員 保育短時間 30分毎500円

（R4参考） HPのURL

☎ (※3)

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分毎500円

利用定員 保育短時間 30分毎500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 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

☎ 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500円等

利用定員 保育短時間 やむを得ない場合を除き、
基本的には実施しません。

（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円等

（R4参考） HPのURL

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

281-8156 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】2歳児以上 体操服(制服)上下2組・スモック・カバン・帽
子・草履 16,600円
【進級時にかかる費用】2歳児以上 体操服(制服)上下2組・スモック・カバン・帽
子・草履 16,600円
【毎月かかる費用】0歳児、1歳児 4,000円、2歳児 5,000円（ベッドリース・布団
リース料、おむつ処理代、エプロンクリーニング代、スポーツ振興センター共済掛
金、連絡帳代、健康ノート代、文具用品代（2歳児）、行事代、遠足代、施設維持
管理費など）
3歳児、4歳児、5歳児 20,000円（主食費3,000円、副食費4,500円、外部スイ
ミングスクール代、ベッドリース・布団リース料、スポーツ振興センター共済掛金、
学習導入費、文具用品代、連絡帳代、行事代、遠足代、施設維持管理費など）

(令和4年) 開所時間 7：30～19：00 延長保育料（予定）

中区深井中町493番70
基本

保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 74 3号 46
保育短時間 8：30～16：30

駐車場 有 調整中

8:30～16:30

駐車場 有

11

施 設 名 中町こども園
281-8155 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

12

施 設 名 西陶器こども園
239-8060 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）

290-7584 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】物品費：1,000円～2,000円程度(学年によ
る)、保護者会費：年額1,000円
【進級時にかかる費用】個人持ち教材費1,000円～2,000円程度
(学年による)
【毎月かかる費用】（3歳児以上）主食費：1,800円・副食費：4,500
円、（5歳児）月間絵本代：440円

(平成23年) 開所時間 7:00～20:30(※1) 延長保育料（予定）

中区田園951 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

70
保育短時間

http://sakaiakarikai.jp/nishitouki/
2号 105 3号

【入園時にかかる費用】物品費：1,000円～2,000円程度
(学年による)
【進級時にかかる費用】個人持ち教材費1,000円～
2,000円程度(学年による)
【毎月かかる費用】特になし

(平成25年) 開所時間 7:00～19:00(※1) 延長保育料（予定）

中区田園980-6 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30
30

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

237-5050 休日保育

一時預かり（自主事業含む）

2号 0 3号

実施する

駐車場 有 http://sakaiakarikai.jp/nishitouki/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

236-0055 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】物品費：1,000円～2,000円程度(学年によ
る)
【進級時にかかる費用】個人持ち教材費1,000円～2,000円程度
(学年による)
【毎月かかる費用】（3歳児以上）主食費：1,800円・副食費：4,500
円、（5歳児）月間絵本代：440円

(令和２年) 開所時間 7：00～19：00(※1) 延長保育料（予定）

中区辻之1117 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

21
保育短時間 8：30～16：30

2号
http://sakaiakarikai.jp/nishitouki/

29

一時預かり（自主事業含む）

駐車場 有
2号 150 3号 0

13

駐車場 有

15

施 設 名
幼保連携型認定こども園

八田荘こども園
277-1790 保育年齢

3号

14

施 設 名 西陶器こども園第２分園
236-1111 保育年齢

施 設 名 西陶器こども園分園
237-2525 保育年齢

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

270-8080 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】災害給付費240円、体操服代、物品代
【進級時にかかる費用】災害給付費240円、物品代
【毎月かかる費用】主食費：1,500円・副食費：4,500円、諸費等：
1,000円、希望者のみイトマンスイミングスクール：5歳児⇒4,000
円、4歳児⇒1,000円、絵本代：年間5冊（1冊660円予定）
遠足代：年間1,000円程度

(昭和51年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区堀上町521-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30

一時預かり（自主事業含む）

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

270-8080(※2) 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】災害給付費240円、物品
代
【進級時にかかる費用】災害給付費240円、物品
代
【毎月かかる費用】特になし

(平成18年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区堀上町519 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有
2号 0 3号 50

16

施 設 名
幼保連携型認定こども園

八田荘こども園第1分園
277-1790(※2) 保育年齢

施 設 名
幼保連携型認定こども園

　八田荘こども園第２分園

277-1790(※2) 保育年齢

17

2号 0 3号 30
駐車場 有

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

270-8080(※2) 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】災害給付費240円、物品
代
【進級時にかかる費用】災害給付費240円、物品
代
【毎月かかる費用】特になし

(令和元年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区堀上町525 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

276-7708 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】災害給付費240円、物品代、(３歳～５歳
児）体操服代
【進級時にかかる費用】災害給付費240円、物品代
【毎月かかる費用】（0歳～2歳児）特になし、（3歳～5歳児）主食
費1,500円・副食費4,500円・諸費等1,000円　【その他】遠足代
（年間）2,000円程度

(平成13年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区毛穴町273-5 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

47
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

234-1001 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】カラー帽子代（～1,000円）、雑費袋（50
円）、自由画帳（3歳以上児：350円）、連絡帳（0～2歳児：150円）
【進級時にかかる費用】カラー帽子代（～1,000円）
【毎月かかる費用】（0～2歳児）寝具リース代・保育材料費等：0～
3,500円(利用時間による)、（3～5歳児）寝具リース代・保育材料
費等：0～5,500円(利用時間による)、（3歳以上児）主食費：1,500
円副食費：4,500円

(昭和45年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

中区大野芝町66-1 基本
保育時間

保育標準時間

2号 150 3号

7:30～18:30

85
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

幼保連携型認定こども園

東百舌鳥保育園

237-8625 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

60 3号2号

18

施 設 名 幼保連携型認定こども園

八田荘第二こども園

276-7707 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

278-0260 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）

278-2843 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】ベッドリース代：年1,200円、保育材料費：
3,4歳児1,500円・5歳児  2,500円、災害給付費：240円、カラー
帽子代：1,000円
【進級時にかかる費用】ベッドリース代：年1,200円、保育材料費：
3,4歳児1,500円・5歳児  2,500円、災害給付費：240円、カラー
帽子代：1,000円
【毎月かかる費用】おむつリース代：1枚27円、（3歳以上児）主食
費：1,500円、副食費：4,500円

(平成13年) 開所時間 7:15～20:00 延長保育料（予定）

中区深井中町1384-2 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

80
保育短時間 8：30～16：30

駐車場
2号 90 3号

有

https://www.midorikai008.com/

https://www.midorikai008.com/

https://www.midorikai008.com/

https://www.midorikai008.com/

www.higashimozu.ed.jp

https://www.fukaihoikuen.jp/

(※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)八田荘こども園へお問い合わせください。
(※3)0歳児（月齢3カ月以上）及び2歳児クラスのみ

私
　
　
立

20

施 設 名
幼保連携型認定こども園

深井こども園

19

施 設 名

・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.midorikai008.com/
https://www.midorikai008.com/
https://www.midorikai008.com/
https://www.midorikai008.com/
http://www.higashimozu.ed.jp/
https://www.fukaihoikuen.jp/


☎ 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50円/日　月額500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 (※2)

（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 (※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

【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200円

利用定員 保育短時間 18:30まで　 1時間500円
18:30以降　15分200円

（R4参考） 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 30分400円(0・1歳) 300円(2歳)

利用定員 保育短時間 30分400円(0・1歳) 300円(2歳)

（R4参考） HPのURL

☎ 月齢6ヵ月～3歳未満

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

☎ 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

☎ 月齢6ヶ月～3歳未満

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

8:30～16:30

駐車場 有

3号

私
　
　
立

2号 28

2号 106 3号
9:00～17:00

駐車場 有

公
　
　
立

23

施 設 名 東陶器こども園
236-0460 保育年齢

24

施 設 名

270-5800 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）

270-5801 休日保育 実施する 【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歳児クラス以上）プール施設利用料：3,000円、主食
費：2,000円・副食費：4,500円

(平成24年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

中区深井水池町373-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

35
保育短時間 8:30～16:30

有
2号 45 3号

駐車場

279-1266 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）

277-8208 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】●保険代：200円●用品代：＜全園児＞お帳面、連絡
帳＜1歳＞カラー帽子＜2～5歳＞クレパス等の文房具、ワーク等の教材＜3歳
～＞体操服　※金額不確定
【進級時にかかる費用】●保険代：200円　●用品代：年齢により文房具、教材
等　※金額不確定
【毎月かかる費用】●諸費用：＜全園児＞絵本代、施設利用料＜5歳＞アルバ
ム代　●給食費：＜3歳以上＞主食費1,800円、副食費4,500円　●保護者会
費：＜全園児＞200円　※金額不確定

(昭和45年) 開所時間 7:30～19:30(※1) 延長保育料（予定）

中区平井482 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

68
保育短時間 9:00～17:00

駐車場
2号 112 3号

有

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

236-1596 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24年） 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区福田329-2 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

68
保育短時間 9:00～17:00

2号
駐車場 有

112 3号

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

278-0149 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45年） 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区宮園町2-13 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

51
保育短時間

宮園こども園
278-3100 保育年齢

延長保育料（予定）

中区土師町1丁12-2 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

22
保育短時間 8:30～16:30

駐車場

実施しない 【入園時にかかる費用】連絡帳150円、散歩用帽
子600円または1000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 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区東山822-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
保育短時間

230-1110 保育年齢

開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区福田682-5 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 http://nijikumahoikuen.wixsite.com/my-site有

一時預かり（自主事業含む）

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】帽子代(タレ付き)：1,240円、用品・文具
代：1,500円程度
【進級時にかかる費用】用品・文具代：1,500円程度
【毎月かかる費用】絵本代：月500円程度
【その他】行事参加費(年2・3回)：200～400円
（令和４年６月時点実績）

(平成24年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区深井沢町3232-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
保育短時間

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

230-1181 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掛
金　年額240円(希望者のみ)、帽子代　1100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

一時預かり（自主事業含む）
施 設 名

3

施 設 名

8:30～16:30

駐車場 有 http://bamboo-kids.jp

バンブーキッズ保育園
279-3222 保育年齢

4

298-5552 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】帽子代(タレ付き)：1,240円、用品・文具
代：1,500円程度
【進級時にかかる費用】用品・文具代：1,500円程度
【毎月かかる費用】絵本代：月500円程度
【その他】行事参加費(年2・3回)：200～400円
（令和４年６月時点実績）

(平成25年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

中区深井清水町2035-8 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 18
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有 http://takenoko-no-sato.jp

たけのこの里保育園
上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

http://www.fukaicyuo.makiduka.com/

有

(※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)7:30～9:00　30分300円、17:00～18:30　30分300円、18:30～19:30　30分500円
(※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。

1

施 設 名 ひかり保育園分園(※4)
278-3711 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）

278-3771 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】お道具購入
【進級時にかかる費用】お道具購入
【毎月かかる費用】（3歳以上）主食費1500円・副
食費4500円
【その他】行事等による実費徴収あり。

(平成20年) 開所時間 7:30～19:30(※5)

2

施 設 名
278-3233 保育年齢

http://www.nankokai.or.jp/matsunomien/

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

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

https://hikarihoikuen-sakai.com

https://angelkids-hoikuen.com/

(※4)中心園（本園）である「ひかり保育園」は、「北区南長尾町1丁1-6」に所在します。
(※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。

1

施 設 名 エンジェルキッズ保育園
239-0270 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）

239-0270 休日保育

一時預かり（自主事業含む）

私
　
　
立

私
　
　
立

(平成30年)

にじくま保育園

22

施 設 名 まつのみこども園

21

施 設 名 深井中央こども園

・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。

http://nijikumahoikuen.wixsite.com/my-site
http://takenoko-no-sato.jp/
http://www.fukaicyuo.makiduka.com/
http://www.nankokai.or.jp/matsunomien/
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/naka/higashitoki.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/naka/miyazono.html
https://hikarihoikuen-sakai.com/
https://angelkids-hoikuen.com/


☎ 月齢6ヶ月～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
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

【家庭的保育事業】
☎ 月齢2カ月以上～3歳未満

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 18:30～19:30 30分500円

利用定員 保育短時間 （※3）

（R4参考） HPのURL

　

●令和５年４月１日に保育所へ移行の施設

【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 実施しない

利用定員 保育短時間 30分500円

（R5予定） 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 10分200円 (19:01～10分300円)

利用定員 保育短時間 10分200円 (19:01～10分300円)

（R5予定） HPのＵＲＬ

【入園時にかかる費用】【0～2歳児】(用品､帽子､寝具ﾘｰｽ､おむつ
処理､保険 等)：6,000円　【3～5歳児】(用品､帽子､寝具ﾘｰｽ､ピア
ニカ､体操服 等)：6,000円～ ※年齢により異なる
【進級時にかかる費用】入園時と同じ
【毎月かかる費用】【0～2歳児】：特になし【3､4歳児】(絵本､教材､
行事､遠足等)：1,000円　【5歳児】(絵本､教材､行事､遠足､卒園ｱ
ﾙﾊﾞﾑ等)：1,500円 【3歳以上児】主食費：1,500円､副食費：5,500
円

(令和５年) 開所時間 7：30～19：00 延長保育料（予定）

中区深井清水町3905 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

たんぽぽ保育所
深井園

281-0888 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

保育短時間 8：30～16：30

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

クレア保育園
278-0031 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）

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

実施する

https://tanpopo-osaka.com

実施する 【入園時にかかる費用】（0歳児以上）カラー帽子など：年1,500円
～、（1歳児以上）ワーク教材など：年1,000円～、（2歳児）園服・通
園カバン・お道具箱の購入
【進級時にかかる費用】（2歳児クラスに進級時）園服・通園カバン・
お道具箱の購入
【毎月かかる費用】絵本代・行事費：月1,000円、お布団リース料：
月1,100円

https://www.fukurounomori-hoikuen.com/

2

施 設 名
281-0887 休日保育

施 設 名
278-1139 休日保育 実施する

【入園児にかかる費用】帽子:1,300円,スモック2歳以上:3,300円
【進級時にかかる費用】＜0歳～2歳＞最大2,500円 スポーツ振興センター保険
料、個人持ち用品(必要のない場合もある)＜3歳～5歳＞最大3,500円 スポー
ツ振興センター保険料、個人持ち用品(必要のない場合もある)
【毎月かかる費用】＜0歳～2歳＞布団ベッドリース代:1,500円、保育行事
費:2,500円＜3歳～5歳＞保育行事費:2,500円、主食費:2,000円、副食
費:4,500円

(令和５年) 開所時間 7：30～18：30 延長保育料（予定）

中区深井中町1888番地14 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

開所時間

基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

235-2244 休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】帽子代600円
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】　連絡帳代200円（2冊目か
ら、年1～2回）、写真代52円/枚（希望者のみ）

開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む）

https://instagram.com/spring_days5?igshid=YmMyMTA2M2Y=

私
　
　
立

1

施 設 名 ＣＯＣＯ
322-8023 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）

322-8023 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】保険代250円
【進級時にかかる費用】保険代250円
【毎月かかる費用】特になし
【その他】随時なくなり次第育児日記（乳幼児の連
絡帳）約400円

(平成21年) 開所時間 7：30～19：30(※2) 延長保育料（予定）

中区深阪4丁18-16 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

3号 5
保育短時間

3号 19

7:30～19:00(※1) 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

https://miraijyu.jp

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

275-7302 休日保育

3号

8:30～16:30

駐車場

保育短時間

駐車場 有

8:30～16:30

駐車場 有

6

施 設 名
ふくろうの森保育園

大野芝園

235-2200 保育年齢

9:00～17:00

駐車場 有

(※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。

(平成30年)

中区大野芝町304-1

5

施 設 名 深井駅前こども園
275‐7660 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

(平成29年)

中区深井沢町2480-5

2号 30 3号 20
有

保育短時間

https://www.ans.co.jp/u/chikurinkai/tudoi01.html有駐車場

9：00～17：00

1

私
　
　
立

2号 27 3号 19
私
　
　
立

19

・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.ans.co.jp/u/chikurinkai/tudoi01.html
https://www.fukurounomori-hoikuen.com/
https://instagram.com/spring_days5?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://miraijyu.jp/
https://tanpopo-osaka.com/

