
※実施事業の説明は、次のページをご覧ください。

地活 車 車

地活 ３か月 地活

車

地活 ３か月 にじいろ 地拠 ３か月 にじいろ

050－5807－2382

実施事業等
５７日 地活 車 ３か月 一時 車 ３か月 にじいろ

電話 764-6820 777-0283 772-1074 767-6192 767-7127

㈱エクシオジャパン

所在地 御願塚３－８－１３ 瑞原２－５２ 稲野町２－３－５ 中野西４－９２ 野間１－１０－１６ 中央1丁目4-18

運営主体 社会福祉法人すみれ会 社会福祉法人 博光福祉会 伊丹市 伊丹市 伊丹市

私立

定員（人） 60 100 90 220(１号認定含む) 270（１号認定含む） 36

種別 私立 私立 公立 公立 公立

29

施設名 御願塚つぼみ保育園 心音つばさ保育園 こばと保育所 さくらだいこども園 ささはらこども園  サンライズキッズ保育園伊丹園

地活 車

№ 24 25 26 27 28

一時

地活 車 車 地活 車 車

地活 ５７日 一時 ３か月 にじいろ地活 ３か月 にじいろ 地拠 ３か月 にじいろ
実施事業等

３か月 にじいろ 一時 ３か月 一時

池尻３－４３０－１

電話 777-2228 767-1087 782-0200 770-1217 764-6561 777-4732

所在地 荻野 1 丁目 22 番 2 西野５－３０９－２ 森本１－８－２５ 北園１－１３ 千僧２－１４０－５

50

運営主体 特定非営利活動法人 ｸﾚﾖﾝの会 社会福祉法人 風の子会 伊丹市 伊丹市 （株）HOPPA 特定非営利活動法人 ｸﾚﾖﾝの会

定員（人） 60 80 200（１号認定含む） 150 60

クレヨン保育園

種別 私立 私立 公立 公立 私立 私立

施設名 荻野クレヨン保育園 風の子保育園 神津こども園 北保育所 京進のほいくえんＨＯＰＰＡ

№ 18（注4） 19 20 21 22 23

車

地活５７日 ３か月 にじいろ地活 ３か月 一時 ３か月 一時
実施事業等

3か月 一時 ４か月 一時

荻野８－３３－５

電話 784-8993 777-2678 776-4234 779-7699 770-0314 770-4352

所在地 若菱町２－４６ 昆陽池１－３９ 稲野町５丁目 76 稲野町３－３－１F 梅ノ木４丁目６－８

120

運営主体 （株）Ｐｅａｃｅｆｕｌ ｍｉｎｄ 社会福祉法人 友愛福祉会 特定非営利活動法人 e-kids 特定非営利活動法人 e-kids 社会福祉法人 くじら 伊丹市

定員（人） 19 129（１号認定含む） 90 60 60

荻野保育所

種別 私立 私立 私立 私立 私立 公立

施設名 伊丹はぐくみ若菱保育園 伊丹ひまわりこども園 伊丹森のほいくえん 伊丹森のほいくえん分園 梅ノ木くじら保育園

№ 13（注1） 14 15（注3） 16 17

車 車

３か月 一時地活 ５７日 一時 地活 ３か月 地活

772-8993

実施事業等
５７日 車 ５７日 一時 車 ３か月 一時

電話 768-9415 782-9410 773-7671 777-5144 785-8993

（株）Ｐｅａｃｅｆｕｌ ｍｉｎｄ

所在地 清水２-３-２８ 南本町１－１－１２ 北本町２－１３１－１ 中央５－２－２４ 中央 4 丁目 6-7 南野北１－２－１８

運営主体 社会福祉法人 くじら 社会福祉法人 くじら 社会福祉法人 柳生会 社会福祉法人 サン福祉会 （株）Ｐｅａｃｅｆｕｌ ｍｉｎｄ

私立

定員（人） 80 19 60 19 60 110

種別 私立 私立 私立 私立 私立

12

施設名 伊丹くじら保育園 伊丹くじら小規模保育園 伊丹クレセール保育園 イタミ・サン保育園 伊丹はぐくみ中央保育園 伊丹はぐくみ南野保育園

№ 7 8（注1） 9 10（注1） 11

車

地活 ３か月 一時 地活

車

車 ６か月 地活 車 ３か月 一時

781-1700

実施事業等
５７日 一時 車 ３か月 一時 地活 ５７日 休日

電話 781-0230 777-3890 772-4791 778-0122 782-3633

社会福祉法人 和の会

所在地 平松５－２－１７ 中野西１－１６５ 西台３－７－１ 荒牧７－６－２１ 伊丹５－１－５ 野間北５－３－１

運営主体 アートチャイルドケア株式会社 社会福祉法人 あいく会 社会福祉法人 有岡協会 学校法人 白ゆり学園 社会福祉法人 伊丹社会事業協会

私立

定員（人） 60 120 110 435（１号認定含む） 110 120

種別 私立 私立 私立 私立 私立

6

施設名 アートチャイルドケア伊丹 あそかの木保育園 有岡乳児保育所 いずみ幼稚園 伊丹保育所 伊丹おうち保育園

伊丹市内保育施設一覧 （五十音順に掲載しております。）

№ 1 2 3（注1） 4（注2） 5



地活 車

【注意事項】
　・注１　№3、№8、№10、№13、№30、№41、№42、№43は、０～２歳児クラスまでの施設です。
　・注２　№4、№31、№39は、各園へ直接申請して下さい。
　・注３　№15の施設は、本園（伊丹森のほいくえん）と分園（伊丹森のほいくえん分園）があります。
　　         原則、本園は３～５歳児、分園は０～２歳児までの施設となります。
　・注４　№18の施設でのにじいろ保育事業は、令和5年度開始予定
　・注５　№32の施設は、本園（すくすくキッズ保育園）と分園（すくすくベビー保育園）があります。本園に在籍するか、
　　　　   分園に在籍するかは入所時に、施設長が決定します。なお、分園は０～２歳児までの施設となります。
　・注６　№36の施設は、令和5年度に大規模改修工事を予定しており、改修工事を実施する間、せつよう幼稚園（R3年度末に廃園）の園舎を
　　　　  代替施設として使用する予定です（希望者のため両施設間で送迎バスを運行予定）。改修後、中央保育所での保育を開始します。
　・注７　№37、№46（夢の森保育園）の施設は、令和5年４月開園予定
　・注８　№43の施設は、令和５年度敷地内で移転予定。
　・注９　№44の施設は、本園（宮ノ前ほたる保育園）と分園（宮ノ前ほたるベビー保育園）があります。
　　         原則、本園は３～５歳児、分園は０～２歳児までの施設となります。
　・注10　№46の施設について、どちらの園に在籍するかは、入所時に施設長が決定します。（予定）
　

地活 ３か月 にじいろ 地拠

地活 車 車
実施事業等

３か月 にじいろ 一時 ３か月 一時

休日保育事業（対象は、実施

施設に在籍している子ども）
車

車での送迎を認めている（専用駐車

場があるとは限りません。※路上駐

車は厳禁です）電話 772-7881 772-7881 744-1331

伊丹市
一時 一時保育事業 地活 地域活動事業

所在地 瑞穂町４－７７ 大鹿５－５０－１ 御願塚６ー１ー５

休日

にじいろ保育事業 地拠 地域子育て支援拠点事業定員（人） 50 60 270（１号認定含む）

運営主体 特定非営利活動法人 夢の木 特定非営利活動法人 夢の木

わかばこども園
57日

３か月等
受入れ可能月齢 病保 病児保育事業・病後児保育事業

種別 私立 私立 公立

にじいろ

№ 46（注7）（注10） 47 実施事業等についての説明

施設名 夢の木保育園 （仮）夢の森保育園

にじいろ

車

病保 地活 車

車 ３か月 地活 車 ５７日 地活休日 ３か月 病保 車 ３歳 地活
実施事業等

５７日 地活 車 ５７日 一時

伊丹２－３－２７

電話 782-8811 744-1991 777-5775 703-1102 703-1102 778-5880

所在地 安堂寺町６－４０２ 中央１－１－１－5Ｆ 昆陽池１－１００ 宮ノ前３－４－２３ 宮ノ前１ー３－１３

90

運営主体 富士学園株式会社 株式会社ポピンズ 伊丹市 特定非営利活動法人ライトニング 特定非営利活動法人ライトニング 社会福祉法人 報徳会

定員（人） 24 45 30 54 51

やわらぎ保育園

種別 私立 私立 公立 私立 私立 私立

施設名 ふじキッズ保育園 ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ伊丹 みどり保育園 宮ノ前ほたる保育園 宮ノ前ほたるベビー保育園

車

№ 41（注1） 42（注1） 43（注1）（注8） 44（注9） 45

車 車

地活

車 車 地活

休日 ６か月 地拠 地活 ５７日 にじいろ地活 ５７日 一時 休日 ３か月 一時
実施事業等

３か月 にじいろ 一時 ３か月 にじいろ

堀池３－７－２６

電話 782-5777 779-6643 06-6442-0600（開設準備室） 783-6793 783-2351 779-5400

所在地 鴻池４－6－９ 行基町１－５０ 西台５－３ 北野３－４８－２ 寺本５－３７３

120

運営主体 特定非営利活動法人 自然の会 伊丹市 株式会社セリオ 社会福祉法人 有岡協会 学校法人 西伊丹学園 伊丹市

定員（人） 60 180 60 160 170（１号認定含む）

ひかり保育園

種別 私立 公立 私立 私立 私立 公立

施設名 第二自然保育園 中央保育所 （仮）ﾄﾚｼﾞｬｰｷｯｽﾞいたみ保育園 長尾保育所 西伊丹保育園

№ 35 36（注6） 37（注7） 38 39（注2） 40

車 車

車 ３か月 地活 ３か月 一時車 １歳 一時 地活 ５７日 地活
実施事業等

３か月 にじいろ 一時 １歳 地活

千僧５－１５８－１

電話 777-5890 782-3077 743-9090 703-8080 787-6501 741-4923

所在地 鴻池４－９－１２ 春日丘３－５０ 東野１－２１－１ 東野３－４０－３ 東有岡１－１８－２０

50

運営主体 特定非営利活動法人 自然の会 学校法人 白ゆり学園 社会福祉法人 武の輪会 社会福祉法人 武の輪会 社会福祉法人 あかしあ 社会福祉法人 イーキッズ

定員（人） 40 638（１号認定含む） 40 20 120

千僧森のほいくえん

種別 私立 私立 私立 私立 私立 私立

施設名 自然保育園 白ゆり幼稚園 すくすくキッズ保育園 すくすくベビー保育園 すぐり保育園

№ 30（注1） 31（注2） 32（注5） 33 34


