
西区

【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

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 (※2)

利用定員 保育短時間 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 (※3)

利用定員 保育短時間 2号　30分50円　3号　30分100円
18時30分以降は標準時間と同様

（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 100円　18:30～19:30　500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
18:15～18:45（5,000円/月、500円/日）
18:15～19:15（8,000円/月、800円/日）

利用定員 保育短時間
7:15～8:30（200円/日）

16:30～18:15（200円/日）

（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（1ヶ月あたり上限金額10,000円）

利用定員 保育短時間 朝・夕共に500円（1ヶ月あたり上限金額なし）

（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 1時間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 日額　1時間100円　月額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円等

利用定員 保育短時間 日額　1時間100円　月額　1,000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

利用定員 保育短時間 30分500円

（R4参考） HPのURL

私
　
　
立
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施 設 名 くみの木こども園つくの
260-2727 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）

260-2728 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】カラー帽子850円、体操服上下
（3～5歳児）3,300円、共済掛金240円（諸経費に含まれ
る）
【進級時にかかる費用】共済掛金240円（諸経費に含ま
れる）
【毎月かかる費用】諸経費2,000円、
主食費2,000円・副食費4,500円（3歳以上児）

(令和３年) 開所時間 7：30～19：30(※1) 延長保育料（予定）

西区津久野町2丁36-9 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 63 3号 42
保育短時間 9：00～17：00

一時預かり（自主事業含む）

西区浜寺石津町東3丁6-25 基本
保育時間 8:30～16:30

駐車場

264-3402 休日保育 実施する

7:00～19:00(※1)

7:30～18:30

延長保育料（予定）

無 http://sakaifukuizumi.com/ishizugawa/

2号 75 3号 45
駐車場

42

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】特に無し
【進級時にかかる費用】特に無し
【毎月かかる費用】（0～5歳児）教材費：月500円～600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
※入園時　別途購入品有（2歳児クラスより制服、体操服の購入
要）

(昭和51年) 開所時間 7:30～20:30

基本
保育時間

保育標準時間

2号

駐車場 有

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】無し
【進級時にかかる費用】無し
【毎月かかる費用】雑費・絵本代等：月1,000円
程度
【その他】2歳児クラスより　制服・体操服等の購
入要

(平成26年) 開所時間 7:30～19:00

http://otorinishi.jp/

3号

4493
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施 設 名
幼保連携型認定こども園

おおとりの森こども園 【入園時にかかる費用】日本スポーツ振興センター共済掛金：240
円、用品代（年齢による）2,500円～5,100円、制服代（3歳児以
上）：17,000円程度（予定）
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興センター共済掛金：240
円、用品代（年齢による）2,500円～5,100円、制服代（原則、2歳児
から3歳児への進級時のみ）：17,000円程度（予定）
【毎月かかる費用】月刊絵本代：440円、教材費：600円、（3歳以上
児）主食費：1,500円・副食費：4,500円、卒園アルバム積立金（5歳
児のみ）：1,500円/月（予定）　※その他、写真代、遠足等の実費
負担あり
※金額や購入用品については、変更する場合があります。

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【入園時にかかる費用】（0・1歳児）物品代：2，000円程度、（2歳以
上児）物品・制服代：23,000円程度、（3歳以上児）保護者会費：年
2,000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】（3歳以上児）主食費：2,000円・副食費：4,500
円

https://kusabe.org
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施 設 名 鳳西こども園
264-1120

4

施 設 名

260-2246 休日保育 実施する

(昭和55年) 開所時間 7:30～19:00

基本
保育時間

保育短時間 8:30～16:30

有

西区鳳西町1丁75-4

一時預かり（自主事業含む）

7:30～18:30

(令和3年)

一時預かり（自主事業含む）
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施 設 名
幼保連携型認定こども園

サン子ども園　福泉園
271-0753 保育年齢

延長保育料（予定）

西区草部1420 7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30

有

7

施 設 名

9

1

施 設 名 あいあい浜寺中央こども園
267-7600 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

保育年齢

有 http://www.morinokodomo.or.jp

保育標準時間

http://kuminoki-kodomoen-tsukuno.com

開所時間 7：15～19：15 延長保育料（予定）

西区鳳北町1丁1番1号

駐車場
3号

http://otorinishi.jp/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

2

施 設 名 認定こども園

石津川保育園

245-1678 保育年齢 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

245-1679 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】カラー帽子 1,030円、お帳面（乳児 140円、幼児 640
円）、IDカード 650円（卒園時返金）
【進級時にかかる費用】色鉛筆 680円、クレパス 640円、はさみ 670円、粘土
540円、のり 170円、年中児ピアニカ唄口代 450円、体操服上 1,700円、体操
服下 1,450円、ゼッケン 150円、自由画帳 320円（4月の入園、進級時に無料
で１冊づつあげる）
【毎月かかる費用】（全園児）施設整備費400円、（０～1歳児）布団リース代：冬
場上下月1,100円・夏は月550円、（2～3歳児）布団リース代：550円、（3歳以
上児）主食費：1,500円、副食費：4,500円

(昭和56年) 開所時間 延長保育料（予定）

267-7606 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】（1～5歳児）カラー帽子代：1,100円程度、 （3～5歳
児）体操服代：8,500円程度、スポーツ振興センター共済掛金：年240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240円、3歳児クラ
スより体操服購入要
【毎月かかる費用】（0～2歳児）雑費：300円、（3～5歳児）教材費：1,000円、
主食費：1,500円、副食費：4,500円
【その他】行事費：実費相当

(平成22年) 開所時間 7：00～20：00 延長保育料（予定）

西区浜寺船尾町西2丁67-1 基本
保育時間

7:30～18:30

2号 96 3号 83
保育短時間 9:00～17:00

駐車場

保育標準時間

2号 72 3号 48
保育短時間

鳳西こども園　分園
271-6668

施 設 名
幼保連携型認定こども園

サン子ども園分園鳳東乳児園

272-6486 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）

272-6487

7:30～18:30

保育短時間 8:30～16:30

有

休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】約1,500円～12,000円（年齢によ
り費用は変わります。）
【進級時にかかる費用】約1,500円～12,000円（年齢によ
り費用は変わります。）
【毎月かかる費用】絵本代・教材代・行事費等：月600円

(平成21年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

西区鳳東町7丁847-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間

保育年齢

一時預かり（自主事業含む）

延長保育料（予定）

西区草部336-4 7:30～18:30

休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（3歳以上児）入園児 制服・鞄・体操服等：23,000円程
度
【進級時にかかる費用】カラー帽子代：1,000円程度
【毎月かかる費用】絵本代・教材費・行事費・雑費等：（0・1歳児）月500円、（2
歳児）月1,000円、（3・4歳児）月1,500円、（5歳児）月2,000円、（4・5歳児）ス
イミング保護者負担：4,280円、（3歳以上児）主食費：月1,500円・副食費：月
4,500円
【その他】遠足代等一部実費徴収あり

(平成31年) 開所時間 延長保育料（予定）

西区上野芝向ヶ丘町4丁24-21 基本
保育時間

保育標準時間

2号 73

保育短時間

保育標準時間

基本
保育時間

保育標準時間

駐車場

271-6678 休日保育 実施する

延長保育料（予定）

西区鳳東町5丁470-1

駐車場

7:30～19:00

基本
保育時間

保育標準時間

2号 90 3号 60
9:00～17:00

駐車場 https://www.ans.co.jp/s/z-sun_kodomoen/

https://www.ans.co.jp/s/z-sun_kodomoen/

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

2号 0 3号 30

2号 0 3号 30
9:00～17:00

こども園くさべ
275-0260

https://www.shiawasenooka.net/

(※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)1回利用(朝30分)：200円、1回利用(夕30分・軽食無)500円、月極(朝30分)：2,000円、月極(夕18:30～19:00・軽食有)：5,000円
(※3)18:30～19:00　500円、18:30～20:00　1,200円（夕食付）、18:30～20:30　1,500円（夕食付）

【入園時にかかる費用】約1,500円～12,000円（年齢により費用は変わ
ります。）
【進級時にかかる費用】約1,500円～12,000円（年齢により費用は変わ
ります。）
【毎月かかる費用】（0～2歳児）絵本代・教材代・行事費等：月600円、
（3～5歳児）絵本代・教材代・行事費等：月1,100円、遠足代：実費、主
食費：1,500円、副食費：4,500円　※5歳児のみアルバム代　4月～9
月に月500円徴収

(平成17年) 開所時間

有

有

271-2524 休日保育 実施する

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

242-4766
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施 設 名 しあわせの丘こども園
242-4633

3号 47
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

7：30～20：00

7:30～18:30

一時預かり（自主事業含む）保育年齢

保育標準時間

2号 48
https://www.nintenkai.net/otorinomori/

7：15～18：15

保育短時間 8：30～16：30

駐車場 有

261-3939 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）

基本
保育時間

261-3938 休日保育 実施する

・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://sakaifukuizumi.com/ishizugawa/
http://otorinishi.jp/
https://kusabe.org/
http://www.morinokodomo.or.jp/
http://kuminoki-kodomoen-tsukuno.com/
http://otorinishi.jp/
https://www.ans.co.jp/s/z-sun_kodomoen/
https://www.ans.co.jp/s/z-sun_kodomoen/
https://www.shiawasenooka.net/
https://www.nintenkai.net/otorinomori/


☎ 月齢5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 実施しない

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
7:00～7:30　200円

18:30～19:00　200円

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 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 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 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 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 30分毎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600円等

利用定員 保育短時間 1時間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600円等

利用定員 保育短時間 1時間500円等

（R4参考） HPのURL

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)7:00～7:30　200円、15:30～18:30　300円、18:30～19:00　200円

7:30～15:30

駐車場 有 http://suwanomoriyoutien.com/
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施 設 名
認定こども園

鈴ノ宮保育園
274-2341 保育年齢 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

274-2788

58
保育短時間 8:30～16:30

7:30～18:30

7:30～18:30

駐車場 有

一時預かり（自主事業含む）

https://shirahokai.jp/suzunomiya/

2号 63 3号 45
保育短時間 8:30～16:30

駐車場

休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】0歳児約5,000円、1.2歳児約15,000円、幼
児約30,000円
【進級時にかかる費用】1歳児約6,000円、2歳児約3,000円、3歳児
約20,000円、4.5歳児約2,000円
【毎月かかる費用】絵本代・教材費として500円～1,000円、幼児ク
ラス（3歳以上児）は給食費約6,500円
※給食費や制服用品代など値上げの可能性があります。

(昭和52年) 開所時間 延長保育料（予定）

西区草部1800 基本
保育時間

保育標準時間

2号 72 3号

【入園時にかかる費用】用品代等（年齢により異なります）
【進級時にかかる費用】2歳児：体操服代等実費徴収、3歳児：制服
代等実費徴収
【毎月かかる費用】布団リース代（0～3歳児）1,700円、主食費（3歳
以上）2,000円、副食費（3歳以上）4,500円

(平成23年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

西区菱木1丁2233-6 基本
保育時間

西区浜寺諏訪森町中1丁56 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 75
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施 設 名 認定こども園

諏訪森幼稚園

267-0800 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）

266-0099 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（3～5歳児）入園時：40,000円（施設設備
費）・内定時：10,000円（入園受入れ準備費）、（0～2歳児）なし
【進級時にかかる費用】（3～5歳児）教材代：年少→年中　11,290
円、年中→年長　5,150円、（0～2歳児）カラー帽子：680円
【毎月かかる費用】（3～5歳児）施設充実費：月1,000円、教材費：
月1,500円、主食費：1,500円、副食費：4,500円、（0～2歳児）実
費徴収　雑費：500円

(昭和8年) 開所時間 7:00～19:00(※1) 延長保育料（予定）

3号 30
保育短時間

有

14

施 設 名 幼保連携型認定こども園

ドリームこども園

274-8781 保育年齢

13

施 設 名

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

284-7825 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】用品代等（年齢により異なります）
【進級時にかかる費用】2歳児：体操服代等実費徴収、3
歳児：制服代等実費徴収
【毎月かかる費用】布団リース代(0～3歳児)1,700円、主
食費(3歳以上児)2,000円、副食費(3歳以上児)4,500円

(平成21年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

西区津久野町1丁4-25 基本
保育時間

幼保連携型認定こども園

第２ドレミ保育園
273-2678 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）

273-2618

15

施 設 名

http://dream.ed.jp/

284-7850 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

保育標準時間

90 3号 65
https://hamaderakai.or.jp

http://dream.ed.jp/

http://dream.ed.jp/

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

274-8780 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】用品代等（年齢により異なります）
【進級時にかかる費用】2歳児：体操服代等実費徴収、3歳児：制服
代等実費徴収
【毎月かかる費用】布団リース代(0～3歳児)1,700円、主食費(3歳
以上児)2,000円、副食費(3歳以上児)4,500円

(平成18年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

西区鶴田町18-5 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 61 3号 47
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有 http://dream.ed.jp/

一時預かり（自主事業含む）

7:30～18:30

2号

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

274-2218 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】用品代等（年齢により異なります）
【進級時にかかる費用】2歳児：体操服代等実費徴収、3歳児：制服
代等実費徴収
【毎月かかる費用】布団リース代（0～3歳児）1,700円、主食費（3歳
以上児）2,000円、副食費（3歳以上児）4,500円

(昭和55年) 開所時間 7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

西区菱木1丁2314-7 基本
保育時間

保育標準時間

保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

17

施 設 名
認定こども園

はまでら保育園
262-7974 保育年齢

7:30～18:30

2号 60 3号 48

保育短時間 8:30～16:30

駐車場 無

幼保連携型認定こども園

ドリームこども園分園

262-7977 休日保育

30 3号 20

(昭和44年) 開所時間 7:30～19:00

西区浜寺南町2丁411-9 基本
保育時間

保育標準時間

16

施 設 名 幼保連携型認定こども園

ドレミ保育園

274-2288 保育年齢

2号

延長保育料（予定）

西区浜寺元町2丁187 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号

休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】用品代：実費、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】用品代：実費、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】実費徴収（3歳児以上）主食費：月額1,300円、副食費：月
額4,500円、絵本代：月額400円程度、雑費（土曜日登園1回あたり）：250円
（上乗せ徴収）特定負担額：月額1,000円(教材・行事費等）

(平成23年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

西区鳳北町10丁31-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 66 3号 42
保育短時間

駐車場 有
61

保育短時間

開所時間

82 3号

18

施 設 名 幼保連携型認定こども園

ペガサス保育園

262-3000 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）

262-3008

19

施 設 名
幼保連携型認定こども園

ペガサス第二保育園
265-6400 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）

265-6401 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】用品代：実費、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】用品代：実費、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】実費徴収（3歳児以上）主食費：月額1,300円、
副食費：月額4,500円、絵本代：月額400円程度
（上乗せ徴収）特定負担額：月額1,000円（教材・行事費等）

(平成25年)

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

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

保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

駐車場 有

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】（0～2歳児）3,500円前後、（3～5歳児）
10,000円前後(制服代含む)
【進級時にかかる費用】3,000円前後
【毎月かかる費用】（3～5歳児）主食費2,000円・副食費4,500円

延長保育料（予定）

7:30～18:30

保育標準時間 7:30～18:30

休日保育

8:30～16:30

7:30～19:30

8:30～16:30

実施する

・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://suwanomoriyoutien.com/
https://shirahokai.jp/suzunomiya/
http://dream.ed.jp/
https://hamaderakai.or.jp/
http://dream.ed.jp/
http://dream.ed.jp/
http://dream.ed.jp/
http://windhorse.or.jp/hoikuen/
http://windhorse.or.jp/hoikuen/


☎ 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)

（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 (※1)

（R5予定） HPのURL

【幼稚園型認定こども園】
☎ 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 実施しない

利用定員 保育短時間 30分150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 延長保育の実施なし

利用定員 保育短時間 15分毎に50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 実施しない

利用定員 保育短時間 30分100円

（R4参考） HPのURL

【保育所】
☎ 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

☎ 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 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300円等

利用定員 保育短時間 1時間400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 (※5)

（R4参考） HPのURL

2

施 設 名
あいあい鳳保育園

(幼児棟)

(※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)市施設との共用になります。
(※5)7:30～8:00、16:00～18:30の時間帯の利用は各200円、7:00～7:30、18:30～19:00は30分500円

4

施 設 名 かがやきの森保育園おおとり
360-4011 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）

360-4022 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】カラー帽子950円（1歳児以上）スモック
1,570円　夏スモック1,410円（2歳児以上）
【進級時にかかる費用】英語教材費（6,000円/年　2歳児以上）美
文字教材費（6,000円/年　4歳児以上）カラー帽子（950円　3歳児
進級時）
【毎月かかる費用】主食費900円　副食費4,500円（3歳児以上）、
おむつ処理代300円、絵本代370円～470円

(令和4年) 開所時間 7：00～19：00 延長保育料（予定）

西区鳳南町4丁444-1 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 34

私
　
　
立

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

【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28年) 開所時間 7:30～19:00

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

公
　
　
立

20

施 設 名 津久野こども園
271-1940 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）

271-1944 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40年） 開所時間 7:30～20:00 延長保育料（予定）

西区津久野町1丁9-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 88 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）

241-0695 休日保育 実施しない

無

保育短時間 9:00～17:00

駐車場

(※1)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。

延長保育料（予定）

西区浜寺石津町中3丁8-30 基本
保育時間

62
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

7：30～18：30(※2) 延長保育料（予定）

西区浜寺石津町東５丁８-２５ 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号

7:30～18:30(※2) 延長保育料（予定）

西区太平寺249-1 基本
保育時間

21

施 設 名 浜寺石津こども園
241-6531 保育年齢

保育標準時間 7:30～18:30

2号 78 3号 42

保育標準時間 7:30～18:30

2号 38 3号 12
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

私
　
　
立

1

施 設 名
幼稚園型認定こども園

太平寺幼稚園
298-6855 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）

298-7528 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】（2号認定）入園準備金50,000円、検査料
3,000円、制服教材費45,000円程、バス入会金3,000円(希望者)、
（3号認定）検査料3,000円、体操服12,000円
【進級時にかかる費用】名札他820円
【毎月かかる費用】（2号認定）教育施設充実費2,000円、プール代
1,000円、バス代(希望者距離別)、主食費1,380円・副食費5,120
円、（3号認定）教育施設充実費1,000円、保険衛生費1,000円

(昭和53年) 開所時間 7:30～18:30(※2) 延長保育料（予定）

2

施 設 名
認定こども園

浜寺太陽幼稚園
264-0340 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）

268-2545 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】入園準備金50,000円（3歳児以上）、他制
服や教材費など（3歳児以上）
【進級時にかかる費用】クラスカラー帽子1,155円
【毎月かかる費用】2号認定:主食費月2,000円、副食費月4,500
円、バス代月3,000円（利用者のみ）、教育充実費月3,000円、卒
園積立金：月850円（年長のみ）絵本代：月430円（年少）月450円
（年中・年長）
3号認定：教育充実費月1,000円、絵本代月390円

保育年齢

http://taiheiji.ed.jp

http://www.hamaderataiyo.com/

(昭和27年) 開所時間

保育短時間 8:30～16：30

駐車場 有

(平成25年) 開所時間 7:00～20:00(※3) 延長保育料（予定）

西区鳳中町5丁156-3

一時預かり（自主事業含む）

2号 90 3号

延長保育料（予定）

0

http://www.morinokodomo.or.jp/ohtori/index.html

http://www.morinokodomo.or.jp/ohtori/index.html

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】カラー帽子代：1,100円
程度
【進級時にかかる費用】体操服購入要
【毎月かかる費用】行事費：実費相当、教材費：
1,000円、主食費：1,500円　副食費：4,500円

(平成30年)

1

施 設 名
あいあい鳳保育園

(乳児棟)
262-0039 保育年齢

3

施 設 名 おおとり保育園

開所時間

西区鳳南町5丁712-3 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

保育標準時間 7:30～18:30

保育短時間 9:00～17:00

駐車場

有

272-6888 保育年齢

2号 0 3号 60

2号 90 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）

261-1965 休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】（3歳以上ｸﾗｽ入園時）教育環境費：
50,000円、新入園用品代：15,000円程度
【進級時にかかる費用】（3歳以上ｸﾗｽ進級時）新年度用品代：
1,000円程度
【毎月かかる費用】（3歳以上児）教育充実費3,000円、主食費：1食
90円、副食費：1食220円

(昭和8年) 開所時間

西区浜寺諏訪森町東2丁141 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

有

保育短時間
2号 18 3号 12

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

262-0101 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】カラー帽子代：1,100円
程度
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】行事費：実費相当、雑費：
300円程度

7:00～20:00(※3)

基本
保育時間

272-7892 休日保育

70

保育標準時間 7：00～18：30

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

272-6873 休日保育 実施する

272-0010 保育年齢

3号 26
保育短時間 8：00～16：00

駐車場 有(※4)

9:00～17:00

駐車場 有

(※2)土曜日の保育・教育は実施しません。

3

施 設 名
認定こども園

ふなお幼稚園
261-1965

【入園時にかかる費用】スポーツ振興センター保険料：年
240円
【進級時にかかる費用】スポーツ振興センター保険料：年
240円、（4歳児）教材費：年1,500円程度（個人用道具）
【毎月かかる費用】（3歳以上児）主食費：1,500円・副食
費：4,500円
【その他】保護者会による徴収金有

(平成20年) 開所時間

保育短時間 9：00～17：00

駐車場

西区鳳南町3丁199-20 基本
保育時間

http://ootori.senshin.ed.jp/

有

7:00～20:00(※3) 延長保育料（予定）

https://ootori.chigusanomori.or.jp

36 3号

https://www.funao-kg.com/

18

一時預かり（自主事業含む）

・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/nishi/hamaishizu.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/nishi/tsukuno.html
http://taiheiji.ed.jp/
http://www.hamaderataiyo.com/
http://www.morinokodomo.or.jp/ohtori/index.html
http://www.morinokodomo.or.jp/ohtori/index.html
http://ootori.senshin.ed.jp/
https://ootori.chigusanomori.or.jp/
https://www.funao-kg.com/


☎ 2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 （※4）

（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400円等

利用定員 保育短時間 400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300円等

利用定員 保育短時間 1時間400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 15分300円

利用定員 保育短時間 15分300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分毎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

☎ 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

☎ 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

☎ 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 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）

（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600円等

利用定員 保育短時間 1時間500円等

（R4参考） HPのURL

7

施 設 名 みんなの保育園
266-3070 保育年齢

6

施 設 名

保育短時間

一時預かり（自主事業含む）

基本
保育時間

保育標準時間

調整中

【入園時にかかる費用】連絡ノート200円、カラー
帽子（タレ付）940円、連絡袋210円
【進級時にかかる費用】連絡ノート200円
【毎月かかる費用】教材費・行事費　2,000円

休日保育

開所時間 7:00～20:00(※5) 延長保育料（予定）

西区鳳北町10丁100-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 40
保育短時間

西区上野芝向ヶ丘町4丁24-26 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
保育短時間

7:30～18:30

3号 19
保育短時間 7:30～15:30

駐車場 有 https://otorimenor.exblog.jp

https://www.kirara-sakai.com

3号 19

9:00～17:00

9：00～17：00

駐車場 有

駐車場 有

休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】スポーツ振興センター保
険料：300円、1・2歳児のみカラー帽子：680円
【進級時にかかる費用】体操服（2歳児に進級
時）：4,200円
【毎月かかる費用】教材費：月500円、絵本代：
月200円（1・2歳クラスのみ）

(令和2年) 開所時間 7:00～19:00(※6) 延長保育料（予定）

西区鳳中町８丁２８６－４ 基本
保育時間

保育標準時間
2

施 設 名 鳳メノール
242-7788 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）

265-0033

3

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）

279-6688 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】帽子代：1,000円
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興セン
ター掛金：年300円
【毎月かかる費用】特になし

(平成29年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

4

施 設 名 コアラ園
272-0022 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）

249-9917 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23年) 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

西区鳳東町7丁783-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:00～18:00

3号

7

保育短時間 8:30～16:30

ペガサス保育園つばさ

有

5

施 設 名
たあとるほいくえん

鳳園
272-5155 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）

272-5155 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】自由画帳代：280円、（0・
1歳児】）連絡ノート代：180円　、（2歳児）連絡
ノート代：120円
【進級時にかかる費用】なし
【毎月かかる費用】なし

(平成25年) 開所時間 7:00～20:00 延長保育料（予定）

西区鳳東町4丁366
ｶｻｱｽｰﾙ1階 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

駐車場

施 設 名

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

263-0888 実施する

開所時間 7:30～19:30 延長保育料（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）

267-1012 休日保育 実施しない

【入園時にかかる費用】教材費・絵本・連絡帳等：年
1,200円､寝具リース・汚おむつ処分費：年2,000円、行事
費：年1,000円､スポーツ振興センター保険：年300円
【進級時にかかる費用】入園時と同じ
【毎月かかる費用】特になし

(令和2年)

西区津久野町３丁３１－８ 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19

たんぽぽ保育所つくの園
263-0888 保育年齢

私
　
　
立

267-1010

有

https://www.koala-en.net/

https://turtle-hoiku.com

駐車場 有

休日保育

https://tsukuno.tanpopo-osaka.com

開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

【入園時にかかる費用】用品代：実費、スポーツ振興センター災害
共済：年額210円、写真代：年額1,000円（希望者のみ）
【進級時にかかる費用】用品代：実費、スポーツ振興センター災害
共済：年額210円、写真代：年額1,000円（希望者のみ）
【毎月かかる費用】特定負担額：月額1,000円（教材費・行事費
等）、雑費：（土曜日登園1回あたり）250円

(平成30年)

19
保育短時間 9:00～17:00

7:30～18:30

3号

施 設 名
きらら保育園
上野芝ルーム

279-6677

6

施 設 名

西区鳳北町10丁31-2 基本
保育時間

保育標準時間

(※6)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。

19
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有 http://windhorse.or.jp/hoikuen/tsubasa.html

開所時間

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

2号

281-6001

69 3号 51
保育短時間 9:00～17:00

ひまわり保育園
273-6222 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）

西区鳳南町5丁605

7:30～20:00(※5)

http://www.himawarikai-or.jp/nursery_school.php

7：30～18：30

8:30～16:30

駐車場 無

駐車場 有

(昭和49年) 延長保育料（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

266-3071

休日保育

7:30～18:30

実施しない

https://minna.chigusanomori.or.jp

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】（3歳以上児）主食費：1,500円、副食
費：4,500円
【その他】遠足・園外保育代：(実費)、（4・5歳児）お泊り保
育等：(実費)、帽子・はさみ・のり・粘土・シール帳などの教
材：(実費)

1

施 設 名 うり坊保育園
281-6000 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

3号 30

(令和3年) 開所時間 7：00～19：00 延長保育料（予定）

西区堀上緑町１丁６番２号 基本
保育時間

保育標準時間

（※1）利用期間は、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。(かがやきの森保育園
おおとりの期間限定保育については、令和5年1月20日から掲載をしています。）
（※2）利用定員は2歳児6名のみです。
（※3）市施設との共用になります。
（※4）7：30～8：00、16：00～18：30の時間帯の利用は各200円、7：00～7：30、18：30～19：00　は30分500円
(※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。

273-8770 休日保育私
　
　
立

5

施 設 名
【期間限定（※1）】

かがやきの森保育園おおとり

360-4011 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）

360-4022 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】
カラー帽子950円（1歳児以上）
スモック1,570円、英語教材費（6,000円/年　2歳児以
上）
【毎月かかる費用】
おむつ処理代300円、絵本代370円～470円

(令和4年) 開所時間 7：00～19：00 延長保育料（予定）

西区鳳南町4丁444-1 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 0 3号 6（※2）
保育短時間 8：00～16：00

駐車場 有（※3） http://ootori.senshin.ed.jp/

実施する 【入園時にかかる費用】スポーツ振興センター保険料：年
240円
【進級時にかかる費用】教材費：年1,500円(個人用道具)
（4歳児のみ）、スポーツ振興センター保険料：年240円
【毎月かかる費用】主食費：1,500円、副食費：4,500円
（3歳以上児）
【その他】保護者会による徴収金有

(平成14年)

・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://otorimenor.exblog.jp/
https://www.kirara-sakai.com/
https://www.koala-en.net/
https://turtle-hoiku.com/
https://tsukuno.tanpopo-osaka.com/
http://windhorse.or.jp/nursery/
http://www.himawarikai-or.jp/nursery_school.php
https://minna.chigusanomori.or.jp/
http://ootori.senshin.ed.jp/


【特区小規模保育事業】
☎ 3歳～就学前

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

☎ 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300円

利用定員 保育短時間 30分300円

（R4参考） HPのURL

【家庭的保育事業】（原則、土曜日はご利用いただけません。また、開所時間をご確認のうえ、お申し込み下さい。)

☎ 月齢3ヵ月～3歳未満

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200円　月１,500円(1日30分）

（R4参考） HPのURL

　　

【事業所内保育事業】
☎ 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400円

利用定員 保育短時間 30分400円

（R4参考） HPのURL

私
　
　
立

1

2号 19
保育短時間 9:00～17:00

駐車場

7:30～18:30

2号

開所時間 7:00～20:00 延長保育料（予定）

西区鳳東町４丁３６０
2

施 設 名

275-7797 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】制服代：25,000円、用品
代：5,000円程度
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興セン
ター掛金：年300円
【毎月かかる費用】給食費：主食費1,500円、副
食費4,500円

(令和2年) 開所時間 7:30～19:00

保育短時間 8:30～16:30

駐車場 無 https://iekokoro.exblog.jp

基本
保育時間

5

保育標準時間 7:30～18:30

有 https://turtle-hoiku.com

【入園時にかかる費用】連絡ノート代：120円、自
由画帳代：280円、お帳面570円
【進級時にかかる費用】お帳面570円
【毎月かかる費用】主食費：1,000円、副食費：
2,000円

(令和2年)

https://www.kirara-sakai.com
19

一時預かり（自主事業含む）

延長保育料（予定）

西区上野芝向ヶ丘町４丁２４－２６ 基本
保育時間

266-1708 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）

266-1708 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】コット用シーツ：実費
（1,200円ほど）
【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25年) 開所時間 8:00～18:00 延長保育料（予定）

西区浜寺公園町3丁204 基本
保育時間

保育標準時間 8:00～18:00

3号

私
　
　
立

1

施 設 名
堺市立総合医療センター

院内保育所ぞうさん
271-5161 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）

271-5162 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】連絡帳￥167、集金袋
￥53、帽子￥1,023
【進級時にかかる費用】特になし
【毎月かかる費用】絵本代￥430

(平成25年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

西区津久野町1丁25-1 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 7
保育短時間 8:00～16:00

有駐車場 http://www.aigran.jp/info/index.cgi?c=1-1254

私
　
　
立

保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

たあとるほいくえん
鳳幼児園舎

369-4777 保育年齢 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

369-4777 休日保育

施 設 名 きらら幼保園
275-7777 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）

保育標準時間

実施しない

1

施 設 名 こころ

・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://iekokoro.exblog.jp/
https://turtle-hoiku.com/
https://www.kirara-sakai.com/
http://www.aigran.jp/info/index.cgi?c=1-1254

