
令和３年度　さかい保育士等就職応援事業貸付対象施設一覧 　　 2021年3月作成

　　※市外局番：072

【幼保連携型認定こども園】97施設
施設名 施設所在地 電話番号 法人名 施設名 施設所在地 電話番号 法人名

あすか保育園 寺地町東4-1-32 221-0610 社会福祉法人　飛鳥保育会 諏訪森幼稚園 浜寺諏訪森町中1-56 267-0800 学校法人　諏訪森学園
北三国丘こども園 田出井町9-60 222-1326 学校法人　慈光学園 第２ドレミ保育園 菱木1-2233-6 273-2678 社会福祉法人　ドレミ福祉会

堺東保育園 榎元町5-5-24 223-0362 社会福祉法人　八松園福祉会 ドリームこども園 鶴田町18-5 274-8781 社会福祉法人　ドレミ福祉会

三宝こども園 海山町5-195-3 282-7000 社会福祉法人　やまびこ会 ドレミ保育園 菱木1-2314-7 274-2288 社会福祉法人　ドレミ福祉会

大仙保育園 旭ヶ丘南町4-4-17 241-8000 社会福祉法人　豊穂福祉会 はまでら保育園 浜寺南町2-411-9 262-7974 社会福祉法人　浜寺会
なかよりの森認定こども園（堺園舎） 向陵東町1-6-3 257-3322 学校法人　慈光ながそね学園 ペガサス保育園 鳳北町10-31-1 262-3000 社会福祉法人　風の馬
ハピネス神石こども園 緑ヶ丘南町2-1-3 245-5100 社会福祉法人　大阪福祉会 ペガサス第二保育園 浜寺元町2-187 265-6400 社会福祉法人　風の馬
ベルキンダー 南安井町3-1-1 221-7030 社会福祉法人　悠人会
ベルキンダー安井 中安井町1-1-11 232-1188 社会福祉法人　悠人会
みどり幼児園 緑町2-121-1 232-1201 社会福祉法人　みどり幼児園 いずみがおか幼稚園 三原台3-3-1 291-0393 学校法人　常磐会学園
湊こども園 東湊町5-273 241-3448 社会福祉法人　まほろば 赤坂台こども園 赤坂台2-5-1 298-4500 社会福祉法人　自啓会
湊つばさ幼稚園 東湊町1-59-1 241-2684 学校法人　湊学院 こひつじ保育園 竹城台2-2-1 291-3222 社会福祉法人　地球の園

湊はなぞの幼稚園 西湊町5-7-7 244-9754 学校法人　石田学園 城山台こども園 城山台2-1-1 298-6980 社会福祉法人　白水福祉会

（仮称）ハピネスあさかやまこども園 浅香山町1-15-1 245-5100 社会福祉法人　大阪福祉会 新桧尾台保育園 新桧尾台3-4-1 298-2722 社会福祉法人　光陽会
青英幼稚園 若松台3-8-1 297-2262 学校法人　青英学園
泉北園 茶山台3-23-1 292-3831 社会福祉法人　よしみ会

あおい幼稚園 福田1032-2 237-6190 学校法人　葵学園 泉北花園こども園 原山台1-8-1 299-3179 社会福祉法人　信光園
久世こども園 東山77-51 234-8111 社会福祉法人　愛育社 泉北若竹保育園 豊田1261 291-5488 社会福祉法人　小谷城福祉協会

こども園うえの 上之410-1 275-0260 社会福祉法人　日下会 竹城台東保育園 土佐屋台1495 235-3898 社会福祉法人　竹栄会
さかい・つくしこども園 深井東町2655 278-8055 社会福祉法人　稲穂会 たけしろ幼稚園 竹城台3-2-2 291-1111 学校法人　慈光学園
鈴の宮幼稚園 八田西町2-14-56 277-3181 学校法人　梅川学園 竹宝保育園 桃山台4-1-1 299-5124 社会福祉法人　竹仙会
青英学園幼稚園（2歳以上児受入園舎） 深井沢町2470-5 277-5211 学校法人　青英学園 はるみだい保育園 晴美台2-2-2 293-2000 社会福祉法人　浜寺会
青英学園幼稚園（0・1歳児受入園舎） 深井沢町2494-5 234-0071 学校法人　青英学園 晴美台幼稚園 晴美台1-31-1 291-6400 学校法人　泉新学園
成和子供園 土師町5-12-32 284-7320 学校法人　樋口学園 ひなぎくこども園 庭代台2-9-38 298-4980 社会福祉法人　ひなぎく会

せんこう幼稚園 東山738 235-0055 学校法人　泉光学園 ファミリーこども園 鴨谷台2-5-2 297-6355 社会福祉法人　たらちね事業会

陶器北こども園 陶器北308-1 236-2358 社会福祉法人　公和会 平和の園 高倉台3-4-1 292-3819 社会福祉法人　淳心会
西陶器こども園 田園951 239-8060 社会福祉法人　堺あかり会 槙塚こども園 槇塚台3-5 293-4820 社会福祉法人　阪南福祉事業会

八田荘こども園 堀上町521-1 277-1790 社会福祉法人　みどり会 御池台こども園 御池台1-26-1 297-5108 社会福祉法人　まほろば

八田荘第二こども園 毛穴町273-5 276-7707 社会福祉法人　みどり会 美木多いっちん保育園 美木多上53-1 299-6657 社会福祉法人　美多弥福祉会

東百舌鳥保育園 大野芝町66-1 237-8625 社会福祉法人　よしみ会 三原台こども園 三原台3-1-15 292-3818 社会福祉法人　白水福祉会

深井こども園 深井中町1384-2 278-0260 社会福祉法人　ゆずり葉会 あかつき保育園 南花田町1687-2 251-0200 社会福祉法人　堺暁福祉会

深井中央こども園 深井水池町373-1 270-5800 社会福祉法人　阪南福祉事業会 浅香こども園 東浅香山町3-31-1 254-3303 社会福祉法人　堺常磐会

まつのみこども園 平井482 279-1266 社会福祉法人　南湖会 かなおか保育園 金岡町2093 269-4406 社会福祉法人　堺暁福祉会

北野田こども園 北野田886-1 235-1521 社会福祉法人　徳風会 がんば白鷺保育園 金岡町1634-1 252-7750 社会福祉法人　金岡会
堺めぐみ学園 菩提町1-144 285-0033 社会福祉法人　勇和会 北花田こども園 東浅香山町4-1-22 255-5400 社会福祉法人　堺常磐会

登美丘西こども園 大美野134-18 239-5515 社会福祉法人　堺ひかり会 五ヶ荘保育園 船堂町1-14-33 252-3332 社会福祉法人　泉州三和会

菜の花こども園 丈六190-2 239-5858 社会福祉法人　鳳会 子音つばさこども園 長曽根町3018-9 252-0283 社会福祉法人　博光福祉会

とみなみこども園 草尾611-1 236-0373 社会福祉法人　堺ひかり会 新金岡西こども園 新金岡町2-5-19 250-0010 社会福祉法人　関西福祉会

初芝こども園 菩提町4-135 287-2656 社会福祉法人　鳳会 ときわこども園 常磐町3-18-5 253-3525 社会福祉法人　堺常磐会

菩提こども園しらさぎ 白鷺町3-18-8 285-0610 学校法人　松本学園 なかもずこども園 中百舌鳥町6-998-6 252-5300 社会福祉法人　相愛会
菩提幼稚園 菩提町1-26 286-1871 学校法人　松本学園 なかよしの森認定こども園 長曽根町661 257-0215 学校法人　慈光ながそね学園

なないろこども園 金岡町3042-4 246-7716 社会福祉法人　関西福祉会

東三国丘保育園 東三国ヶ丘町3-4-1 254-9392 社会福祉法人　堺暁福祉会

あいあい浜寺中央こども園 浜寺船尾町西2-67-1 267-7600 社会福祉法人　森の子ども ひのまるこども園 中百舌鳥町1-239 252-2968 社会福祉法人　相愛会
石津川保育園 浜寺石津町東3-6-25 245-1678 社会福祉法人　あすなろ会 百舌鳥こども園（東園舎） 百舌鳥赤畑町5-704 250-0415 社会福祉法人　勇和会
鳳西こども園 鳳西町1-75-4 264-1120 社会福祉法人　鳳会 百舌鳥こども園（西園舎） 百舌鳥赤畑町5-707-2 250-0415 社会福祉法人　勇和会
こども園くさべ 草部1420 275-0260 社会福祉法人　日下会 ろばのこ保育園 百舌鳥梅町1-16-1 230-4417 社会福祉法人　夢の樹
サン子ども園　福泉園 草部336-4 271-0753 社会福祉法人　サン･アス会 わんぱく保育園 金岡町954-2 259-4721 社会福祉法人　金岡会
しあわせの丘こども園 上野芝向ヶ丘町4-24-21 242-4633 社会福祉法人　ブディストハート くろやまこども園 黒山415-1 361-4154 社会福祉法人　どんぐり会

鈴ノ宮保育園 草部1800 274-2341 社会福祉法人　白帆会 美原北こども園 黒山562-1 361-5551 社会福祉法人　堺あかり会

【幼稚園型認定こども園】10施設
施設名 施設所在地 電話番号 法人名 施設名 施設所在地 電話番号 法人名

堺 堺北幼稚園 香ヶ丘町4-2-5 232-4554 学校法人　扶桑学園 南 みいけだい幼稚園 御池台3-4-1 299-7123 学校法人　宝泉学園
大美野幼稚園 大美野21 234-1051 学校法人　大美野学園 北 新宝珠幼稚園 金岡町1086 257-0626 学校法人　新丸学園
美木幼稚園 南野田56-1 236-2625 学校法人　三木学園
太平寺幼稚園 太平寺249-1 298-6855 学校法人　北口学園 【保育所型認定こども園】3施設
ふなお幼稚園 浜寺諏訪森町東2-141 261-1965 学校法人　三宅学園 施設名 施設所在地 電話番号 法人名
浜寺太陽幼稚園 浜寺石津調東5-8-25 264-0340 学校法人　ひまわり学園 堺 文化保育園 錦綾町1-3-17 232-4376 社会福祉法人　堺文化学苑

赤坂台幼稚園 赤坂台2-3-1 298-2300 学校法人　松井学園 あいこども園北花田 奥本町1-333 250-1401 株式会社　アイグラン
成晃ひかり幼稚園 城山台1-8-3 298-2712 学校法人　泉北成晃学院 ビクトリー保育園 中長尾町2-5-22 257-0573 社会福祉法人　朋友会

【保育所】19施設
施設名 施設所在地 電話番号 法人名 施設名 施設所在地 電話番号 法人名

おおぞら保育園 田出井町2-45 226-8108 社会福祉法人　あおば福祉会 ひまわり保育園 鳳南町5-605 273-6222 社会福祉法人　ひまわり会

おおぞら夜間保育園 田出井町2-45 226-8108 社会福祉法人　あおば福祉会 みんなの保育園 鳳北町10-100-1 266-3070 社会福祉法人　ちぐさの森

しおあなの森保育園 協和町3-275-3 244-7820 社会福祉法人　堺中央共生会 南 成晃ひかり保育園 城山台1-8-3 298-2708 学校法人　泉北成晃学院

マミーズアイ幼保園さかい園 栄橋町2-2-23 ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ堺1F 233-4150 株式会社　ハグウィズ アンパス保育園 長曽根町1228 256-1333 社会福祉法人　あゆみ会

龍谷保育園 神明町東3-1-10 229-7330 社会福祉法人　龍谷保育会 いづみ保育園 新金岡町4-6-1 255-7920 社会福祉法人　コスモス

しらさぎ保育園 野尻町284-48 285-1418 社会福祉法人　しらさぎ会 上野芝陽だまり保育園 東上野芝町2-545-2 253-7366 社会福祉法人　共同保育の会

麦の子保育園 西野576-4 237-6835 社会福祉法人　コスモス 新金岡センター保育園 新金岡町4-1-6 256-2266 社会福祉法人　あおば福祉会

あいあい鳳保育園（乳児棟） 鳳中町5-156-3 262-0039 社会福祉法人　森の子ども ひかり保育園 南長尾町1-1-6 257-9500 社会福祉法人　静和
あいあい鳳保育園（幼児棟） 鳳中町5-712-3 272-6888 社会福祉法人　森の子ども よろこびの園 百舌鳥西之町2-178-1 225-4429 社会福祉法人　夢の樹
おおとり保育園 鳳南町3-199-20 272-0010 社会福祉法人　ちぐさの森

【保育所分園】4施設 【保育所型認定こども園分園】1施設
施設名 施設所在地 電話番号 法人名 施設名 施設所在地 電話番号 法人名

中 ひかり保育園分園 土師町1-12-2 278-3711 社会福祉法人　静和 北 ビクトリー保育園分園 金岡町2666-1 258-2363 社会福祉法人　朋友会
上野芝陽だまり保育園分園 百舌鳥本町1-1-3-102 258-4115 社会福祉法人　共同保育の会

ひかり保育園第二分園 長曽根町3056-6 255-1131 社会福祉法人　静和
よろこびの園分園 百舌鳥西之町2-269-1 225-4429 社会福祉法人　夢の樹

堺

中

東

西

西

南

北

美原

東

西

南 北

堺

（仮称）おおとりの森こども園 鳳北町1-1-1
0595-

41-0858

西

北

社会福祉法人　任天会
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【幼保連携型認定こども園分園】16施設
施設名 施設所在地 電話番号 法人名 施設名 施設所在地 電話番号 法人名

浅香こども園大和川分園 浅香山町3-5-15 268-2011 社会福祉法人　堺常磐会 東 登美丘西こども園分園 草尾765-3 206-1838 社会福祉法人　堺ひかり会

ハピネス神石こども園分園 緑ヶ丘南町2-2-12 245-7811 社会福祉法人　大阪福祉会 鳳西こども園分園 鳳東町5-470-1 271-6668 社会福祉法人　鳳会
ベルキンダー安井分園 熊野町西2-2-1 225-0313 社会福祉法人　悠人会 サン子ども園分園　鳳東乳児園 鳳東町7-847-1 272-6486 社会福祉法人　サン･アス会

西陶器こども園分園 田園980-6 237-2525 社会福祉法人　堺あかり会 ドリームこども園分園 津久野町1-4-25 284-7850 社会福祉法人　ドレミ福祉会

西陶器こども園第2分園 辻之1117番 239-8060 社会福祉法人　堺あかり会 南 ベビーセンターいっちん分園 美木多上3075 298-7337 社会福祉法人　美多弥福祉会

八田荘こども園分園 堀上町519 277-1790 社会福祉法人　みどり会 浅香こども園五箇荘分園 新堀町2-45 250-0275 社会福祉法人　堺常磐会

八田荘こども園第2分園 堀上町525 277-1790 社会福祉法人　みどり会 なないろこども園分園 長曽根町3035-2 258-7716 社会福祉法人　関西福祉会

東 堺めぐみ学園分園 日置荘北町3-25-11 285-1805 社会福祉法人　勇和会 わんぱく保育園分園 金岡町539-12 251-3060 社会福祉法人　金岡会
【幼稚園】26施設

施設名 施設所在地 電話番号 法人名 施設名 施設所在地 電話番号 法人名
開花幼稚園 大町西3-1-13 223-4410 学校法人　堺キリスト学園 新ひのお台幼稚園 新檜尾台4-19-1 297-1228 学校法人　中井学園
賢明学院幼稚園 霞ヶ丘町4-1-9 241-5605 学校法人　賢明学院 泉北光明幼稚園 高倉台4-2-1 291-2509 学校法人　光明学園
堺東幼稚園 五月町5-23 238-9561 学校法人　堺東学園 茶山台幼稚園 茶山台2-6-1 291-0608 学校法人　竹田学園
三宝幼稚園 三宝町4-236 233-5380 学校法人　三宝学園 原山台幼稚園 原山台4-4-1 299-5110 学校法人　ふじ学園
花田口聖母幼稚園 北三国ヶ丘町1-1-50 233-3479 宗教法人　カトリック・カリタス修道会 槇塚幼稚園 槇塚台1-9 291-2700 学校法人　吉川学園
宝珠学園幼稚園 宿屋町東3-2-36 228-2600 学校法人　宝珠学園 美木多幼稚園 鴨谷台3-5-1 296-0011 学校法人　鴨谷学園

中 東百舌鳥幼稚園 土師町5-13-18 236-3535 学校法人　樋口学園 宮山台幼稚園 宮山台4-4-1 297-0290 学校法人　奥野学園
東 はつしば学園幼稚園 日置荘西町2-42-1 285-2882 学校法人　大阪初芝学園 金岡二葉幼稚園 新金岡町1-3-11 251-3634 学校法人　二葉学園

あかつき幼稚園 草部1601 273-0300 学校法人　上田学園 光明幼稚園 新金岡町4-6 251-3930 学校法人　光明学園
鳳幼稚園 鳳中町5-156-3 262-0033 学校法人　鴨谷学園 堺金岡幼稚園 北長尾町2-5-5 252-1948 宗教法人　日本基督教団堺教会

子宝幼稚園 上野芝向ｹ丘町6-15-6 279-3618 学校法人　子宝学園 新金岡幼稚園 新金岡町2-5-2 252-0668 学校法人　杉本学園
浜寺聖書幼稚園 浜寺昭和町1-63 261-2544 宗教法人　福音交友会 中央幼稚園 新金岡町3-4 251-2444 学校法人　後藤学園

南 香梅幼稚園 庭代台2-6 299-5000 学校法人　香梅学園 長池昭和第二幼稚園 東浅香山町1-254 252-0251 学校法人　臼井学園
【小規模保育事業】63施設

施設名 施設所在地 電話番号 施設名 施設所在地 電話番号

アイエンロール保育園 北瓦町1-5-14 瓦町ﾋﾞﾙ2階 227‐2907 なないろキッズ 金岡町3024-2 240-7716

アップル保育園綾ノ町 錦之町東1-1-13 222‐1170 なるなる保育園 常磐町3-7-21 256‐3111

えびすみのる保育園 車之町東1-1-11 232-2778 にこにこキッズ北花田園 北花田町3-20-17 250‐0488

キッズベアー浅香山 浅香山町3-12-10 ﾊﾅﾀﾆﾋﾞﾙ1F 350-3140

木下の保育園西湊町 西湊町6-2-8 242-6368

きらら保育園七道ルーム 山本町1-18-6 232‐3999

たあとるほいくえん百舌鳥八幡園 向陵東町3-8-46 250‐5155

ぬくもりのおうち保育堺駅前園 栄橋町1-4-13 PINUS栄橋101 245-9666 ニチイキッズ長曽根保育園 長曽根町1467-1 240‐3360

ノーブル保育園 向陵東町2-7-1 258‐6767 バード北花田保育園 奥本町1-83-1 251‐2258

のぞみ保育園 堺園 七道西町8 233‐0215 バード保育園 東雲東町1-6-11 255‐2250

ふくろうの森保育園 寺地町東2-2-1 233‐3322 ふくろうの森保育園長曽根園 長曽根町3011-1 251-1122

富士ベビー保育園 南旅篭町東2-2-34 232‐1401 未来保育園　百舌鳥園 百舌鳥梅北町5-423-1 240-7111

ぶどうの家保育園 南庄町2-3-2 225-0828 わかば保育園 北長尾町8-1-22 252‐0530

ほいくえん　たんぽぽのくに 向陵西町4-8-6 227‐2714 きらら保育園　新金岡ルーム 長曽根町1585-1 278-6363

未来保育園 向陵中町4-7-26 259‐2777 ふくろうの森保育園美原園 小寺846 362‐5577

ろぉたす保育園 今池町2-8-21 275‐5838 ＲＩＣホープ美原保育園 南余部西1-1-2-105 370-7147

（仮称）堺東こどもの森保育園 三国ヶ丘御幸通154 361-4154

【特区小規模保育事業】5施設
施設名 施設所在地 電話番号

エンジェルキッズ保育園 東山822-1 239‐0270 のぞみ保育園 七道西町10 275-5890

小規模保育事業つどい保育園 深井中町1888-14 278-0031

たけのこの里保育園 深井清水町2035-8 278‐3233

たんぽぽ保育所深井園 深井清水町3922 279‐0641 きらら幼保園 上野芝向ヶ丘町4-24-26 275-7777

にじくま保育園 福田682-5 230‐1110 たあとるほいくえん鳳幼児園舎 鳳東町4-360 369-4777

バンブーキッズ保育園 深井沢町3232-1 279‐3222 北 ふくろうの森学園 長曽根町3011-1 251-5533

深井駅前こども園 深井沢町2480-5 275‐7660

ふくろうの森保育園大野芝園 大野芝町304-1 235‐2200 【家庭的保育事業】5施設
こぐまの森保育園北野田園 西野488-17 235‐8590 施設名 施設所在地 電話番号

ニチイキッズはつしば保育園 日置荘西町2-19-22 288-5010 堺 マム 二条通2-2 370-2814

ぬくもりのおうち保育堺高松団地園 高松122-8-302(1F) 290‐7011 中 ＣＯＣＯ 深阪4-18-16 322-8023

ひかりっこ保育園 白鷺町3-13-20 289‐6663 西 こころ 浜寺公園町3-204 266-1708

あゆみほいくえん 上野芝町1-22-39 247‐0085 クララ 東浅香山町1-24-20 259-2054

鳳メノール 鳳中町8-286-4 242-7788 ちゅうりっぷ 新金岡町5-8-521源野ﾊｲﾂ101 205‐7136

きらら保育園上野芝ルーム 上野芝向ヶ丘町4-24-26 279‐6677

コアラ園 鳳東町7-783-1 272‐0022 【事業所内保育事業】3施設
たあとるほいくえん 鳳東町4-366 ｶｻｱｽｰﾙ1F 272‐5155 施設名 施設所在地 電話番号

たんぽぽ保育所つくの園 津久野町3-31-8 267-4008 ハーモニー保育園 南野田33 239-0011

ペガサス保育園つばさ 鳳北町10-31-2 267-1010 ゆらら保育園 南野田454-2 289-1100

晴美台ナーサリー 晴美台1-31-1 294-6440

美木多チコス 鴨谷台3-5-1 262-0111

きらら保育園プティット堺ルーム 百舌鳥陵南町3-35 279‐7355

きらら保育園もずルーム 百舌鳥陵南町3-343 278‐6363

小規模保育園スマイルキッズ 百舌鳥赤畑町4-324 275‐8825

たあとるほいくえん東三国ヶ丘園 東三国ヶ丘町5-3-18 276‐4131

つぼみ保育園 長曽根町3046-14 247‐7231

なかよしくっく保育園金岡園 金岡町2203 275‐7428

なかよしくっく保育園なかもず園 中百舌鳥町5-22-202 205‐7499

なかもずグレイス保育園 中百舌鳥町2-88-1 ｼｪﾘｰﾙ1F 252-0909

堺

西

北

東

西

堺

中

東

西

南

堺市立総合医療センター
院内保育所ぞうさん 津久野町1-25-1 271-5161

あおばちびっこ保育園　堺東 翁橋町2-3-2
072-

959-8895

中百舌鳥駅前小規模保育園
ほのぼのキッズハウス

中百舌鳥町5-6
中百舌鳥駅前ﾋﾞﾙ1F

268‐2701

（仮称）うり坊保育園 堀上緑町1-5-5
072-

950-0157

美原

あおば保育園　堺東 翁橋町2-3-2
072-

959-8895

にこにこキッズ長曽根園
長曽根町3079-18
ｷﾞｬﾗｸｼｰｳｨﾙ中百舌鳥1F

242-4831

にこにこキッズ中百舌鳥園
中百舌鳥町2-88-2
ﾛｲﾔﾙﾒｿﾞﾝﾅｶｵ2F

240‐2288

西

北

南

北

北

北

堺

中

堺

西

貸付対象施設にて

保育士または保育教諭として

２年間勤務すれば

返還免除となります


