
堺区

【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 15分300円

利用定員 保育短時間 ～18:30　1時間300円　以降15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 15分300円　30分500円

利用定員 保育短時間 最初15分300円　以降15分200円

（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　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～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 30分200円
夕食代400円

利用定員 保育短時間 30分200円
夕食代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円等

利用定員 保育短時間 30分300円　18：30以降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分まで300円　30分500円

利用定員 保育短時間 30分まで300円　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 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 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

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

221-9762

保育標準時間 7:30～18:30

2号 92 3号 68
保育短時間 8:30～16:30

245-7811

延長保育料（予定）

基本
保育時間

開所時間

保育短時間

2

施 設 名
幼保連携型認定こども園

あすか保育園
221-0610 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

9:00～17:00

実施する

駐車場 有

一時預かり（自主事業含む）

基本
保育時間

三宝こども園

6

ハピネス神石こども園 分園
245-7811

一時預かり（自主事業含む）

休日保育

保育短時間

幼保連携型認定こども園

ベルキンダ-
221-7030

(平成16年)

3号

堺区旭ヶ丘南町4丁4-17

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

堺区緑ヶ丘南町2丁1-3

7:00～19:00

7:30～19:00

7:30～18:30

10

8

245-5100

7:30～18:30保育標準時間

7:00～19:00(※1)

245-5888 休日保育

休日保育 実施する

実施する

駐車場

【入園時にかかる費用】共済掛け金170円
【進級時にかかる費用】共済掛け金170円
【毎月かかる費用】教育・保育材料費：月1,000
円、写真代：１枚５０円～、（3歳以上児）主食費：
1,000円、副食費：4,500円

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

https://daisenhoikuen.com

http://osakafukushikai.or.jp

http://osakafukushikai.or.jp

7

2号 0 3号 30

保育標準時間

駐車場

休日保育

施 設 名

施 設 名

保育年齢

9:00～17:00

保育標準時間

（※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。

実施する 【入園時にかかる費用】クラスによって異なります。
【進級時にかかる費用】クラスによって異なります。
【毎月かかる費用】(全クラス共通)一般生活費：400円・オムツ使用
児のみ処理費：300円、(0・1歳児)貸布団代：1,200円、(2歳児)絵
本代：450円程度、(3歳以上児)絵本代：450円程度・特別指導料：
650円・主食費：2,000円・副食費：4,500円

(昭和48年)

7:30～18:30

ハピネス神石こども園

(平成19年)

基本
保育時間

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

堺区緑ヶ丘南町2丁2-12

241-8000

(昭和28年)

開所時間 7:30～20:00

基本
保育時間

保育年齢

8:30～16:30

7:30～19:00

2号

実施する

堺区南安井町3丁1-1

2号

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

232-6076 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【進級時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【毎月かかる費用】保育教材費：月400～800円、主食費：1,800
円・副食費：4,500円（３歳以上児）
【その他】遠足代

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

282-7001

幼保連携型認定こども園

堺東保育園

2号

7:30～18:30

実施する

(平成21年)

延長保育料（予定）

基本
保育時間

一時預かり（自主事業含む）

75

一時預かり（自主事業含む）

9:00～17:00

一時預かり（自主事業含む）

91

開所時間

開所時間

有

【入園時にかかる費用】制服・体操服・布団等の費用約13,000円～
32,000円位（年齢によって違います）
【進級時にかかる費用】クレパス・ハサミ等の費用約2,500円位
【毎月かかる費用】（3歳以上児）主食費：1,000円・副食費：4,500
円

延長保育料（予定）

延長保育料（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

駐車場 有

2号 80

基本
保育時間

(令和2年) 開所時間

休日保育

223-0362 保育年齢

(昭和54年)

有

延長保育料（予定）

堺区浅香山町3丁5-15

7:30～19:00(※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
2号 28 3号 22

駐車場 有

3号 45

298-5552

保育年齢

延長保育料（予定）

堺区寺地町東4丁1-32 基本
保育時間

駐車場 有

7:30～19:00

268-2011 保育年齢

【入園時にかかる費用】0～2歳：用品代等が必要、3歳以上：制服・用品代等
が必要
【進級時にかかる費用】進級用品代等（年間教材費）が必要（年齢により異なり
ます）
【毎月かかる費用】 特育費及び保育付帯費等：（0・1歳）1,000円程度、（2歳）
月1,500円程度、（3歳以上）1,500円程度、主食費：1,500円・副食費：4,500
円（令和４年６月時点実績）

施 設 名

3号 37

基本
保育時間

無駐車場

2号

5

施 設 名

3

施 設 名 北三国丘こども園
休日保育

開所時間

222-1326 保育年齢

(平成31年)

堺区田出井町9-60

保育短時間

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

221-2012 休日保育 実施する 【入園時にかかる費用】制服代（4・5歳のみ）
【進級時にかかる費用】データ管理料及び口座手数料：
年間5,000円、ベッドリース料（１～3才児）：年間3,000円
【毎月かかる費用】絵本・教材費500円、主食費：1,500
円・副食費：4,500円（3歳以上）、長時間利用料（該当者
のみ）：1,000円

1

施 設 名 浅香こども園　大和川分園

保育標準時間 7:30～18:30

8:30～16:30

保育標準時間 7:30～18:30

4
堺区榎元町5丁5-24

堺区海山町5丁195-3

73

施 設 名

開所時間 7:30～19:00(平成18年)

3号

保育標準時間

保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

保育短時間

保育年齢

70

282-7000

駐車場

保育年齢

9:00～17:00

一時預かり（自主事業含む）

実施する

延長保育料（予定）

【入園時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【進級時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【毎月かかる費用】（0～2歳児）教材費　1,000円

延長保育料（予定）

245-2100
【入園時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【進級時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【毎月かかる費用】（0～2歳児）教材費　1,000円、（3歳以上児）教
材費　1,500円、主食費　1,000円、副食費　4,500円

保育短時間

施 設 名

有

221-7066 休日保育

62

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）

保育短時間

開所時間 7:30～19:00

52

【入園時にかかる費用】施設整備費として10,000円
【進級時にかかる費用】用品代等（年齢により異なります）
【毎月かかる費用】0～5歳児：行事費500円、3歳以上児：主食費
1,000円、副食費4,500円

78 3号

保育標準時間 7:30～18:30

認定こども園

大仙保育園

開所時間

9

施 設 名
幼保連携型認定こども園

ハピネスキンダーガーテン
275-5545 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）

222-8231 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【進級時にかかる費用】詳細は園に確認してください。
【毎月かかる費用】（０～２歳児）教材費　1,000円、（3歳以上児）教
材費　1,500円、主食費　1,000円、副食費　4,500円

(令和３年) 開所時間 7：30～19：00 延長保育料（予定）

堺区浅香山町１丁２番２１号 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 69 3号 46
保育短時間 9：00～17：00

駐車場 有

http://www.yujinkai.com/bellkinder/

http://www.asaka-yoiko.jp

http://asuka-kodomoen.com/

http://kita-mikunigaoka-kodomoen.jp/

http://www.rapas.com/hasyoen/

https://www.ans.co.jp/n/sanbou/

43 3号 27

http://osakafukushikai.or.jp

2号

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。

https://daisenhoikuen.com/
http://osakafukushikai.or.jp/
http://osakafukushikai.or.jp/
http://www.yujinkai.com/bellkinder/
http://www.asaka-yoiko.jp/
http://asuka-kodomoen.com/
http://kita-mikunigaoka-kodomoen.jp/
http://www.rapas.com/hasyoen/
https://www.ans.co.jp/n/sanbou/
http://osakafukushikai.or.jp/


☎ 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～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 15分200円等

利用定員 保育短時間 15分200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 17:30-18:00 100円 18:00-18:30 100円
18:30-19:00 500円

（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 (※2)

利用定員 保育短時間 9:00まで30分毎700円
17:00以降30分毎700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 18:30～19:00 　500円

利用定員 保育短時間 17:00～18:30   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 30分500円

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 （※4）

（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 （※4）

（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 （※4）

（R5予定） HPのURL

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

241-3448

245-1784

延長保育料（予定）

無

実施しない

有

2号
9:00～17:00

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

基本
保育時間

保育標準時間

一時預かり（自主事業含む）

休日保育

延長保育料（予定）開所時間 7:30～19:00

有

実施しない

実施しない

30
駐車場

施 設 名
休日保育

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

9:00～17:00保育短時間

保育標準時間 7:30～18:30

幼保連携型認定こども園

湊つばさ幼稚園

有

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

【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歳以上児）教育充実費(教
材費・行事費・施設維持費・主食費等)：月5,500
円、副食費：月4,500円

一時預かり（自主事業含む）

7:30～18:30

(昭和28年)

7:30～18:30

2号

休日保育

2号 90 3号

75

施 設 名

堺区東湊町1丁59-1

229-4670

241-2684 保育年齢

有（※1)

堺区西湊町5丁7-7

(昭和28年) 開所時間

【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

延長保育料（予定）

7:30～18:30

延長保育料（予定）

9:00～17:00

実施する 【入園時にかかる費用】3～5歳児：制服代約40,000円、用品代約
22,000円
【進級時にかかる費用】年少：約5,300円、年中約4,200円
【毎月かかる費用】0～2歳児：おむつ処理費300円、布団レンタル
代1,290円、空調衛生管理費300円、手数料110円
3～5歳児：教育充実費7,000円、主食費1,400円、副食費4,500
円、手数料110円

延長保育料（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

一時預かり（自主事業含む）

8:30～16:30

堺区緑町2丁121-1

休日保育

基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 56 3号 34
保育短時間 8：30～16：30

駐車場 有

施 設 名
幼保連携型認定こども園

ベルキンダ-安井
232-1188

28

232-1201

開所時間 7:30～19:00

休日保育

2号

20

駐車場

基本
保育時間

75

保育短時間

開所時間

3号 30

保育年齢

基本
保育時間

保育短時間

7:00～19:00

延長保育料（予定）

堺区南清水町1丁5番1号

駐車場

堺区少林寺町西3丁2-2 基本
保育時間

保育標準時間

2号 70

保育短時間

30

105
保育短時間

保育標準時間 7:30～18:30堺区協和町5丁481-2

（昭和24年） 開所時間

244-9755

3号

保育短時間

保育標準時間

9:00～17:00

無

保育標準時間

堺区東湊町5丁273

湊こども園

7:30～18:30

保育短時間

7:30～19:00

一時預かり（自主事業含む）

241-4527

延長保育料（予定）

施 設 名

開所時間

16

幼保連携型認定こども園

湊はなぞの幼稚園
244-9754

15

実施する

保育年齢

9:00～17:00

駐車場

【入園時にかかる費用】保育備品1,000円～3,000円、衛生費500
円、保護者会徴収金
【進級時にかかる費用】衛生費500円、保護者会徴収金
【毎月かかる費用】（3歳以上児）主食費1,000円・副食費4,500円
※写真代・遠足電車代等はその都度必要になります。

2号 52 3号

(平成14年)

実施する

保育年齢

9:00～17:00

一時預かり（自主事業含む）

13

【入園時にかかる費用】制服・保育備品等  20,000～40,000円程
度（年齢により異なります）
【進級時にかかる費用】保育備品等  0～5,000円程度（年齢により
異なります）
【毎月かかる費用】〈全園児〉諸費・行事費等：  700円、〈３歳児以
上〉絵本代.教材費等 1,000円、主食費  1,800円・副食費4,500円

3号 55

14

施 設 名

共愛こども園
244-6780

保育短時間

駐車場

71 3号 44

休日保育

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

基本
保育時間

駐車場

保育年齢

休日保育

有

233-0162

（昭和24年） 開所時間 7:30～19:00

7:30～19:00

241-1802

7:30～19:00

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

一時預かり（自主事業含む）

3号

基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

錦西こども園

保育年齢

基本
保育時間

一時預かり（自主事業含む）

228-5641

堺区七道西町12-29

2号

222-4892

保育年齢

実施しない

駐車場 有

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

20

施 設 名
【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

延長保育料（予定）

12

施 設 名
幼保連携型認定こども園

ベルキンダ-安井 分園
225-0313 保育年齢

駐車場

18

施 設 名 英彰こども園(※3)
221-9465

（昭和46年）

19

駐車場 有
2号 49 3号 41

(昭和26年)

みどり幼児園

9:00～17:00

(平成21年) 開所時間 7:30～19:00 延長保育料（予定）

堺区熊野町西2丁2-1 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） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

222-5874 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】日本スポーツ振興保険　170円
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興保険　170円
【毎月かかる費用】保護者会費　180円、教育・保育材料費　1,000
円、（3歳以上児）主食費：1,000円・副食費：4,500円

(平成19年) 開所時間 7:30～20:00 延長保育料（予定）

堺区中安井町1丁1-11 基本
保育時間

保育標準時間

施 設 名

(※1)乳児用2台、軽自動車用4台のみ
(※2)7:00～7:30まで30分毎700円、18:30～19:00まで30分毎700円、申請書がある場合は300円、月極3,500円
(※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。
(※4)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。

https://www.yujinkai.com/kinderyasui/

https://www.yujinkai.com/kinderyasui/

http://www.midoriyoujien.ed.jp/

https://www.mahoroba.vc/

http://www.minatotsubasa.jp/

https://minato-hanazono.ed.jp/

http://rian-child.com

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

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

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

17

施 設 名
幼保連携型認定こども園

南清水にじいろキッズこども園

229-3322 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）

229-3324 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】年齢に応じて教材費・制服・体操服等が必要
【進級時にかかる費用】年齢に応じて用品代・制服・体操服等が必要
【毎月かかる費用】（0歳児～3歳児）リース布団1,200円、（3歳児～5歳児）特
育費　5,000円、主食費：2,000円・副食費：4,500円、（全園児）施設協力金
2,000円、日本スポーツ振興センター　年間200円　月間絵本0・1・２歳児・・・
390円 3歳児・・・430円　４・５歳児・・・450円

(令和3年) 開所時間 7：00～19：00

保育年齢

11
7:30～18:30

保育短時間 9:00～17:00

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

225-0313 休日保育 実施する
【入園時にかかる費用】日本スポーツ振興保険　170円
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興保険　170円
【毎月かかる費用】教育・保育材料費　1,000円

2号 0 3号 28

私
　
　
立

公
　
　
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。

https://www.yujinkai.com/kinderyasui/
https://www.yujinkai.com/kinderyasui/
http://www.midoriyoujien.ed.jp/
https://www.mahoroba.vc/
http://www.minatotsubasa.jp/
https://minato-hanazono.ed.jp/
http://rian-child.com/
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/sakai/eisho.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/sakai/kyoai.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/lifestage/hoikuen/jigyou/kodomoen/ichiran/sakai/kinsai.html


【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 30分500円

（R4参考） HPのURL

【保育所型認定こども園】
☎ 57日目～就学前

FAX 実施しない

（開設年）

所 在 地 保育標準時間 7:15～7:30　200円 18:31～19:00　500円
18:31～19:15　700円

利用定員 保育短時間 7:15～8:00　200円 16:01～16:30 200円
16:31～以降30分毎500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 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
0・1歳児　30分500円
2歳児以上30分300円

利用定員 保育短時間
0・1歳児　30分500円
2歳児以上30分300円

（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

利用定員 保育短時間 30分500円

（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300円等

利用定員 保育短時間 30分300円等

（R4参考） HPのURL

（※2）夜間、保育に欠ける児童(通勤時間を含む)の入所を対象とする夜間保育所です。
（※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)施設からの申し出により、主食費を2,500円/月から2,000円/月に変更しました。（令和５年１月20日変更）

有

一時預かり（自主事業含む）

基本
保育時間

保育標準時間

駐車場 有

有

（※1）土曜日の教育・保育は実施しません。

実施する

延長保育料（予定）

【入園時にかかる費用】入園受入準備金：10,000円、施
設整備費：25,000円、研修充実費：25,000円、制服代：
約47,000円、学用品代:7,500円
【進級時にかかる費用】学用品代：2,000円
【毎月かかる費用】上乗せ徴収；5,000円、保育会費：
600円、主食費：1,500円・副食費：4,500円

認定こども園

文化保育園

基本
保育時間

開所時間

【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】保育教材・施設維持管理費
1,000円/月（0歳児～5歳児）、主食費2,000円
/月（※4）、副食費4,500円/月（3歳以上児）

延長保育料（予定）

7:30～18:30

私
　
　
立

5
(昭和47年)

私
　
　
立

1

施 設 名 堺北幼稚園
幼稚園型認定こども園

保育標準時間

(昭和28年)

おおぞら夜間保育園
（※2）

有

堺区錦綾町1丁3-17

2号

施 設 名

保育年齢

244-7820 保育年齢

(平成24年)

保育短時間 8:00～16:00

施 設 名

3号2号

3号

おおぞら保育園
226-8108

保育年齢

7:30～18:30

60

施 設 名

1

3号

延長保育料（予定）
2

私
　
　
立

7:30～18:30

保育短時間 9:00～17:00
基本

保育時間

駐車場 無

2号 90 3号

施 設 名

1

223-7551

実施しない

保育短時間 8:30～16:30

保育年齢

保育短時間 8:30～16:30

駐車場

223-7551 休日保育

休日保育

一時預かり（自主事業含む）

堺区田出井町2-45 基本
保育時間

9

実施する

有

基本
保育時間

229-7330

休日保育

65

堺区協和町3丁275番地3

しおあなの森保育園

堺区神明町東3丁1-10

保育短時間

224-4511

駐車場

開所時間

無

保育標準時間

241-2209

(平成14年) 開所時間 7:30～22:00

7:30～18:30

7:30～19:00

84 46
駐車場

2号 85 3号

7:30～19:00(※3)

保育標準時間

一時預かり（自主事業含む）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

実施しない

延長保育料（予定）

実施する

232-4554

一時預かり（自主事業含む）保育年齢

保育年齢

延長保育料（予定）

7:30～18:30

堺区香ヶ丘町4丁2-5

堺区田出井町2-45 基本
保育時間

11

(平成14年) 開所時間 7:00～19:00

https://ozora.aoba.link/

https://ozora.aoba.link/

http://www.shioananomori.jp

https://www.youhoen.com/sakai.php

調整中

【入園時にかかる費用】用品代等がかかります。
【進級時にかかる費用】用品代等がかかります。
【毎月かかる費用】（3歳以上児）特別保育費：月500円、
主食費：1,800円・副食費：4,500円、（5歳児のみ）卒園
記念品代：4月～10月のみ月500円、その他保護者会に
よる徴収金有：月400円

9:00～17:00

11:00～22:00

龍谷保育園

http://kitayo.net/

https://bunkahoikuen.jp

232-4376

駐車場

延長保育料（予定）

休日保育229-8575

7:30～18:30（※1）

3

施 設 名

2号 39

保育短時間

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

保育短時間 8:30～16:30

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】駐車場利用者のみ1年ごと契約
料3,000円
【毎月かかる費用】保育補助費：1,100円、施設設備費：
1,000円、（3歳以上児）主食費：1,500円・副食費：4,500
円
【その他】備品実費徴収あり（帽子、はさみなど）

【入園時にかかる費用】出席ノート\400
【進級時にかかる費用】出席ノート\400
【毎月かかる費用】(共通)母の会、誕生日会他\750、(3歳児以上)
給食代\6,500、本代他\700、(5歳児)ｽｲﾐﾝｸﾞ\2,000、卒園ｱﾙﾊﾞ
ﾑ他\1,400
【必要時】鞄\3,000、体操服上下\3,650、ｽﾓｯｸ\1,520、紅白帽
子\900、夏制服\2,400、冬制服他\11,000～

【入園時にかかる費用】特になし
【進級時にかかる費用】駐車場利用者のみ1年ごと契約
料3,000円
【毎月かかる費用】保育補助費：1,100円、施設設備費：
1,000円、（3歳以上児）主食費：1,500円・副食費：4,500
円
【その他】備品実費徴収あり（帽子、はさみなど）

2号 15 3号 0

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

開所時間

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

一時預かり（自主事業含む）

保育標準時間

休日保育

駐車場

238-6840

一時預かり（自主事業含む）

226-8108

2号 33 3号 27

施 設 名 マミーズアイ幼保園さかい園
233-4150 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）

233-4170 休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】用品代：510円
【進級時にかかる費用】用品代：25.000円～
【毎月かかる費用】布団リース代：1,200円（満１以上）、行事・教材
費等：1,000円、主食費（3歳児以上）：3,000円、副食費（3歳児以
上）：4,500円

(令和２年) 開所時間 7:30～19:00(※3) 延長保育料（予定）

堺区栄橋町2丁2-23　ベルメゾン堺1F 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

51

保育標準時間

開所時間 7:15～19:15(昭和29年)

休日保育

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

11:00～19:00

実施する

4

・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://ozora.aoba.link/
https://ozora.aoba.link/
http://www.shioananomori.jp/
https://www.youhoen.com/sakai.php
http://kitayo.net/
https://bunkahoikuen.jp/


【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 1時間500円

利用定員 保育短時間 1時間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 15分100円、月極2,900円
※利用状況により金額の少ないほうで徴収

利用定員 保育短時間 15分100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分まで300円
1時間600円

利用定員 保育短時間 30分まで300円
1時間600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500円

利用定員 保育短時間
7:30～9:00、17:00～18:30　30分100円
7:00～7:30、18:30～19:00　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 15分300円

利用定員 保育短時間 7:30～9:00・17:00～18:30 15分150円
18:31以降 15分300円

（R4参考） HPのURL

実施しない

基本
保育時間

休日保育

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

休日保育

開所時間

えびすみのる保育園

一時預かり（自主事業含む）

基本
保育時間 9:00～17:00

実施しない

7:30～18:30

保育短時間

実施しない

開所時間

8:30～16:30

駐車場 無

実施しない

保育年齢

9:00～17:00

開所時間

基本
保育時間

開所時間 7:00～19:00

3号

たあとるほいくえん
百舌鳥八幡園

19
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）

【入園時にかかる費用】　カラー帽子(1,060円)、出席カー
ド＆シール(590円)、名札(130円)、保護者カード(100
円）、連絡ノート(190円）
【進級時にかかる費用】
出席カード＆シール代(次年度分）
【毎月かかる費用】　連絡ノート使用済み毎に購入

【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

保育年齢

7:30～19:30

【入園時にかかる費用】用品代（乳児連絡ノート・けんこうてちょう・出席ブック・
出席シール・お知らせ袋・お誕生日絵本）2,700円程度日本スポーツ振興セン
ター災害保険年額210円程度カラー帽子1,000円程度（0歳児は必要時に購
入）コット用シーツ（任意）2,500円程度
【進級時にかかる費用】用品代（乳児連絡ノート・出席ブック・出席シール・お誕
生日絵本）2,150円程度日本スポーツ振興センター災害保険年額210円程度
【その他】写真販売（年２回）CD-R１枚500円　※毎月かかる費用は特になし

延長保育料（予定）

(令和2年) 開所時間

休日保育

延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む）

250-5155 休日保育

7:30～19:30

243-2205

7:00～20:00

きらら保育園
七道ルーム

232-3999 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

(平成3１年)

有

7:30～18:30

実施する

延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む）

(平成29年)

駐車場

【入園時にかかる費用】スモック：1,600円、帽子代：800円、文房具
代：1,890円　　【進級時にかかる費用】特に無し
【毎月かかる費用】教育教材代（1歳児以上）：800円、教室代（ピア
ノ）：月3,000円、教室代（提携スイミング）：月7,712円、提携スイミ
ングへの引率代：月800円
【その他】写真・アルバム代：1枚50円、遠足代：場所で値段異な
る、行事参加代：行事で値段異なる

【入園時にかかる費用】カラー帽子:1,000円(税
別)1歳・2歳クラスのみ
【進級時にかかる費用】カラー帽子:1,000円(税
別)0歳クラスから1歳クラスへの進級時のみ
【毎月かかる費用】特になし

【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29年)

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）

3
7:00～18:00

4

保育短時間

3号

駐車場 有

休日保育

堺区栄橋町1丁4-13
PINUS栄橋101

休日保育

保育標準時間

保育標準時間

駐車場 有

232-3998

19

駐車場

19

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

保育短時間

開所時間

3号 19

245-9666 保育年齢

245-9666

(※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)現在の所在地は「堺区山本町1丁18-6」ですが、令和5年4月1日に「堺区柳之町西1-32」に移転予定です。(令和4年9月22日変更)
(※3)卒園後、送迎バスを利用して、おわいこども園（美原区大饗159番7）へ通園する「送迎保育ステーション事業」を優先利用できます。

堺区西湊町６丁２－８

7:30～18:30

250-5155

(平成21年)

堺区柳之町西1-32(※2) 保育標準時間

8:30～16:30

7:30～18:30基本
保育時間

7

施 設 名

延長保育料（予定）

10
7:30～19:30

延長保育料（予定）

保育標準時間

休日保育

施 設 名

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

開所時間 7:00～19:00

(令和2年)

堺区浅香山町３丁１２－１０　ハナタニビル１Ｆ

保育年齢

242-6368 保育年齢

5

施 設 名
一時預かり（自主事業含む）

3号

9

堺区車之町東１丁１－１１

施 設 名

駐車場 無

施 設 名

駐車場 有

7:30～19:00

保育標準時間

19

227-2907 保育年齢

施 設 名

駐車場 有

350-3141

232-2787

実施しない

(令和2年)

キッズベアー浅香山

堺区向陵東町3丁8-46 基本
保育時間

8:30～16:30

19

アップル保育園綾ノ町

3号

延長保育料（予定）

延長保育料（予定）

基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 11
保育短時間 9:00～17:00

(令和3年) 開所時間

6

施 設 名

基本
保育時間

9:00～17:00

1

施 設 名 アイエンロール保育園

堺区翁橋町２丁３番２号 翁橋住宅２号棟 １０４号室

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

堺区錦之町東1丁1-13

222-1170

開所時間 7:00～19:30(※1)

222-1179

【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

保育短時間

【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】なし

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
保育短時間

ぬくもりのおうち保育
堺駅前園

延長保育料（予定）

基本
保育時間

保育標準時間

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】特になし

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

無

堺区北瓦町1丁5-14瓦町ﾋﾞﾙ2階 基本
保育時間

7:30～18:30

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）

225-2212 休日保育 実施しない

7:00～19:00

保育短時間

(平成１9年)

227-2906 休日保育

3号 19

木下の保育園西湊町

350-3140 保育年齢

延長保育料（予定）

3号

225-2211

一時預かり（自主事業含む）

実施しない

未定

232-2778

延長保育料（予定）

堺区三国ヶ丘御幸通１５４番　ジョルノ３０３－２ 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

3号 19

8

施 設 名
堺東こどもの森保育園

(※3)

233-4154 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）

233-4153 休日保育 実施しない
【入園時にかかる費用】帽子等　1,200円程度
【進級時にかかる費用】用品代　1,000円程度
【毎月かかる費用】絵本代・行事積立1,000円程
度

(令和3年) 開所時間 7：00～19：00

保育短時間 9：00～17：00

駐車場 無

私
　
　
立

http://aienroll.sakura.ne.jp/

http://wakabacare.com/aobahoikuen

https://www.k-e-g.co.jp/

http://www.minoru-hoikuen.com/

https://www.wfa.co.jp/kidsbear/asakayama/

https://www.kinoshita-hoiku.com/facility/nishiminatocho

http://www.kirara-sakai.com/

https://www.sakaihigasikodomonomori.com/

https://turtle-hoikumozu.com

https://nukumorinoouchi.com/nursery/sakaiekimae/

2

施 設 名 あおばちびっこ保育園 堺東

・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://aienroll.sakura.ne.jp/
http://wakabacare.com/aobahoikuen
https://www.k-e-g.co.jp/
http://www.minoru-hoikuen.com/
https://www.wfa.co.jp/kidsbear/asakayama/
https://www.kinoshita-hoiku.com/facility/nishiminatocho
http://www.kirara-sakai.com/
https://www.sakaihigasikodomonomori.com/
https://turtle-hoikumozu.com/
https://nukumorinoouchi.com/nursery/sakaiekimae/


☎ 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

☎ 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 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円等

利用定員 保育短時間 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 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300円(※2)

利用定員 保育短時間 30分300円(※2)

（R4参考） HPのURL

【特区小規模保育事業】
☎ 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

☎ 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

13

施 設 名 ふくろうの森保育園

有

保育短時間

223-9766

ノーブル保育園

開所時間

232-1401

駐車場

7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

一時預かり（自主事業含む）

258-6767 保育年齢

9:00～17:00

232-1502 休日保育
施 設 名

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

275-5890 保育年齢

実施しない

(平成22年)

3号 19

開所時間

7:30～18:30

基本
保育時間

保育標準時間

3号 19

7:30～19:00(※1) 延長保育料（予定）

9:00～17:00

駐車場 有

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】特になし

保育短時間

実施する

7:30～18:30

休日保育

富士ベビー保育園

(昭和53年)

保育短時間

233-3322

16

施 設 名

17

施 設 名 未来保育園
259-2777 保育年齢

堺区南旅篭町東2丁2-34

施 設 名 のぞみ保育園堺園

堺区寺地町東2丁2-1 基本
保育時間

保育標準時間

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

駐車場 有

休日保育

14

275-5896

(平成30年)

8:30～16:30
基本

保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 19
駐車場 有

19

一時預かり（自主事業含む）

実施しない

11
開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

保育短時間

15

施 設 名 ぶどうの家保育園
225-0830 休日保育

保育年齢

8:30～16:30
3号

225-0828 保育年齢

12

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）

【入園時にかかる費用】帽子代600円、クレパス
代600円（2歳児のみ）
【進級時にかかる費用】
クレパス代600円（2歳児のみ）
【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53円/枚（希望者のみ）

【入園時にかかる費用】約1,000円～4,400円
【進級時にかかる費用】約1,000円
【毎月かかる費用】1,000円
【その他】遠足は実費徴収いたします。約2,000
円

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

休日保育

【入園時にかかる費用】帽子代（1．2歳児）：970
円、スポーツ振興保険掛金：240円
【進級時にかかる費用】スポーツ振興保険掛金：
240円
【毎月かかる費用】教材・行事費：月900円

(平成30年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

堺区向陵東町2丁7-1 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）

保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

258-6768

堺区七道西町8

実施する 【入園時にかかる費用】連絡ノート160円　カラー
帽子940円　ベッドパット1,780円　メッシュケース
310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

(令和2年) 開所時間 7：30～19：00(※1) 延長保育料（予定）

堺区南庄町２丁３－２ 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 無

一時預かり（自主事業含む） 上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

227-2714 休日保育 実施しない 【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】なし(平成16年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

堺区向陵西町4丁8-6 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 無

ほいくえん　たんぽぽのくに
227-2714 保育年齢

上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

259-2778 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】日本スポーツ振興掛金：
年300円、帽子代：1,000円　連絡帳：200円
【進級時にかかる費用】日本スポーツ振興掛金：
年300円
【毎月かかる費用】特になし

(平成30年) 延長保育料（予定）

堺区向陵中町4丁7-26 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

3号 18
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 無

開所時間 7：00～19：00

一時預かり（自主事業含む）

休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】カラー帽子　1,290円、
シールお帳面セット　600円（年度によって）
【進級時にかかる費用】無し
【毎月かかる費用】諸費500円

(平成30年) 開所時間 7:30～20:00 延長保育料（予定）

堺区今池町2丁8-21 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

【入園時にかかる費用】約18,000円～28,000円
【進級時にかかる費用】約1,000円
【毎月かかる費用】1,000円
【その他】お泊り保育、遠足代は実費徴収いたし
ます。（年間約2,000～5,000円）
主食費：1,500円　副食費：4,500円

(令和2年) 開所時間 7:30～19:30 延長保育料（予定）

堺区七道西町１０番地 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 19
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有

275-5890 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

2

施 設 名
上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

275-5896

私
　
　
立

http://wakabacare.com/aobahoikuen

https://nozomi-hoiku.net/

あおば保育園　堺東
225-2211 保育年齢 一時預かり（自主事業含む）

のぞみ保育園

1

施 設 名
上乗せ徴収・実費徴収等（予定）

225-2212 休日保育 実施しない 【入園時にかかる費用】カラー帽子:1,000円(税別)、(任
意)お道具箱700円、のり250円、クレヨン700円、ハサミ
500円、(年長のみ任意)唄口500円、ワークシート450円
【進級時にかかる費用】上記任意項目を必要に応じて購
入
【毎月かかる費用】主食費:1,500円、副食費:4,500円

(令和3年) 開所時間 7:00～19:00 延長保育料（予定）

堺区翁橋町２丁３番２号 翁橋住宅２号棟 １０３号室 基本
保育時間

保育標準時間 7:30～18:30

2号 15
保育短時間 9:00～17:00

駐車場 有

休日保育 実施しない

(※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)月極30分は3,000円（夕食有りは4,000円）、月極1時間は5,000円（夕食有りは6,000円）

私
　
　
立

https://nozomi-hoiku.net/

https://noblehoikuen.com/

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

https://www.fuji-baby.com

https://budonoiehoikuen.com

https://tan-popo.com/

http://mirai-hoikuen-sakai.com/

https://minna-ns.co.jp
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施 設 名 ろぉたす保育園
275-5838 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）

275-5857

・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://wakabacare.com/aobahoikuen
https://nozomi-hoiku.net/
https://nozomi-hoiku.net/
https://noblehoikuen.com/
https://www.fukurounomori-hoikuen.com/
https://www.fuji-baby.com/
https://budonoiehoikuen.com/
https://tan-popo.com/
http://mirai-hoikuen-sakai.com/
https://minna-ns.co.jp/


【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5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2,000円

（R4参考） HPのURL

【幼保連携型認定こども園(送迎保育ステーション事業）】

☎ 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　月5,000円

利用定員 保育短時間 30分100円

（R4参考） HPのURL

●令和５年４月１日に開設・新制度へ移行の施設

【幼保連携型認定こども園】

☎ 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 １８：３０～１９：００　１０００円／３０分

利用定員 保育短時間 ７：３０～８：３０，１６：３０～１９：００　１０００円／３０分

（R5予定） HPのＵＲＬ

【保育所】
☎ 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

利用定員 保育短時間 30分500円

（R5予定） HPのＵＲＬ

【特区小規模保育事業】
☎ 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

（R5予定） ＨＰのＵＲＬ

私
　
　
立

1

施 設 名 マム
370-2814 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）

370-2814 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21年) 開所時間 8:00～17:30 延長保育料（予定）

堺区二条通2-2 基本
保育時間

保育標準時間 8:00～17:30

3号 5
保育短時間 8:30～16:30

駐車場 有 http://mamuhoiku.blog.fc2.com/

（※1）送迎保育ステーション事業（バス送迎）を利用する方が申込みできます。申込みの際、希望する施設の名称は「【ステーション】おわいこども園」を記入または選択してください。
利用調整は、美原区の「おわいこども園」とは別に行います。試乗やバス料金については、おわいこども園（☏361-4155）へお問い合わせください。
堺東こどもの森保育園に令和4年9月時点で在園し、令和5年3月に2歳児クラスを卒園されるお子さんは、送迎保育ステーション事業を優先利用できます。(令和４年９月９追記変更）

2号 33

私
　
　
立

1

施 設 名
送迎保育ステーション事業

【ステーション】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】体操服5,000円程度
【進級時にかかる費用】特になし
【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）
送迎場所：堺区三国ヶ丘御幸通154

通園先　 ：美原区大饗159-7 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 有 https://www.owaikodomoen.com/

https://www.youhoen.com

私
　
　
立

施 設 名 三国丘みのりこども園
257-3322 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）

298-5552 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400円程度、（2歳児）
月800円程度、（3歳以上児）月1,000円程度・主食費1,500円・副
食費4,500円、絵本代・行事費等月1,000円程度（令和4年6月時
点予定）

(令和５年) 開所時間 7：30～19：00 延長保育料（予定）

堺区向陵東町１－６－３ 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 48 3号 37
保育短時間 8：30～16：30

駐車場 有 https://mikunigaoka-minori.jp/

駐車場 有 https://www.fuji-baby.com

私
　
　
立

1

施 設 名
マミーズアイ幼保園

さかいひがし園

221-4150 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）

221-4130 休日保育 実施しない 【入園児にかかる費用】用品代：510円
【進級時にかかる費用】用品代：25,000円～、制服代：
60,000円～
【毎月かかる費用】布団リース代：1,200円（満１歳以上）、
行事・教材費：1,000円、主食費（3歳以上）：3,000円、
副食費（3歳児上）：4,500円

(令和５年) 開所時間 7：30～19：00(※2) 延長保育料（予定）

堺区熊野町東5-1-28 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 28 3号 22
保育短時間 8：30～16：30

駐車場 無

私
　
　
立

1

(※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。

1

(※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。

施 設 名 富士幼保園
232-1401 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）

232-1502 休日保育 実施しない
【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歳以上児）主食費：1,000
円、副食費：4,500円

(令和５年) 開所時間 7：30～19：00(※3) 延長保育料（予定）

南旅篭町東2丁2-34 基本
保育時間

保育標準時間 7：30～18：30

2号 19 3号 0
保育短時間 9：00～17：00

・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://mamuhoiku.blog.fc2.com/
https://www.owaikodomoen.com/
https://mikunigaoka-minori.jp/
https://www.fuji-baby.com/

