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249 甲南幼稚園 神戸市東灘区住吉本町1-12-1 JR住吉駅徒歩6分
11

（5）
100 教諭　1名 078-841-1201

http://www.konan-
es.ed.jp/

学校法人甲南学園
甲南小学校

茅渟の浦幼稚園 神戸市東灘区鴨子ヶ原3-17-27
阪急御影駅～市バス19系統
鴨が原2丁目下車徒歩3分

17
（6）

120 保育士 078-851-4142
http://www2.chinu.

ed.jp

渦が森幼稚園 神戸市東灘区渦森台1-8-1
阪神御影駅～市バス38系統（JR住吉

経由）渦森台3丁目下車市バス20
分、下車徒歩3分

18
（3）

175 保育士 078-841-7189
http://www2.chinu.

ed.jp

みかげなかまちちぬっこ園 神戸市東灘区御影中町1-1-10 阪神御影駅より徒歩4分
6

（2）
12 保育士 078-846-8555

https://www.chinu
noura.jp

青い鳥学園第一幼稚園 神戸市東灘区深江北町2-9-22
阪神深江徒歩6分

JR甲南山手徒歩8分
22

（2）
320 教諭　2名 078-411-2284

青い鳥学園第二幼稚園 神戸市東灘区本山南町4-3-1
阪神青木徒歩5分

JR摂津本山徒歩10分
19

（1）
360 教諭　5名 078-411-2820

六甲アイランド幼稚園 神戸市東灘区向洋町中6-1
六甲ライナーセンター駅

徒歩8分
27

（4）
530 教諭　3名 078-857-1566

認定こども園 高羽幼稚園 神戸市灘区八幡町1-8-19 阪急六甲駅　徒歩4分
26

（9）
210 保育教諭　2名 078-851-0065

認定こども園 高羽幼稚園
分園1st STEPS

神戸市灘区高羽町4-1-5 阪急六甲駅　徒歩4分
8

（2）
24 保育教諭　2名 078-811-2525

高羽美賀多台幼稚園 神戸市西区美賀多台6-2
神戸市営地下鉄

西神中央駅徒歩13分
10

（4）
90

幼稚園教諭
2名

078-992-7777

253 ホザナ幼稚園 神戸市灘区六甲町5-7-8
阪急六甲駅　徒歩10分
JR六甲道駅　徒歩10分

46
（27）

200
幼稚園教諭
保育士　2名

078-861-4330
http://www.hozana

.ed.jp
学校法人
宮川学園

認定こども園　みなと幼稚園 神戸市兵庫区荒田町3-20-4
地下鉄湊川公園駅から徒歩約15分
地下鉄大倉山駅から徒歩約15分

20
（3）

250
幼稚園教諭

2名
078-511-1349

https://www.minat
ogakuen.ed.jp/min
ato/

認定こども園　ふじ幼稚園 三田市富士が丘2-16
「フラワータウン」駅から徒歩約15分
「冨士ヶ丘4丁目」バス停から徒歩5分

38
（16）

258 2名 079-562-8122
https://www.minat
ogakuen.ed.jp/fuji/

鈴蘭台幼稚園 神戸市北区鈴蘭台南町1-2-15 鈴蘭台駅徒歩5分
41

(15）
320

幼稚園教諭
2名

078-591-0122

いぶき幼稚園 神戸市西区井吹台東町4-19 西神南駅徒歩15分
82

(46）
435

幼稚園教諭
3名

078-997-0831

広陵幼稚園 神戸市北区広陵町2-32 神戸電鉄　山の街駅　徒歩10分
32

(17）
230

(認可400)
078-581-8037

https://www.harag
akuen.ed.jp/koryo/

レナ幼稚園
神戸市北区有野町唐櫃字西ノ垣

2833
神戸電鉄　大池駅　徒歩7分

21
(8）

195
(認可305)

078-981-0607
https://www.harag
akuen.ed.jp/rena/

255
www.genki-
123.ed.jp

学校法人
鈴蘭台学園

256
教諭
5名

学校法人
原学園

252
https://www.takah
a-youchien.ed.jp/

学校法人
高羽幼稚園

254
学校法人

みなと学園
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幼保連携型認定こども園
五葉幼稚園

神戸市北区北五葉3-7-2 神鉄西鈴蘭台駅徒歩10分
35

（13）
320 078-591-0718

幼保連携型認定こども園
星和台幼稚園

神戸市北区星和台2-16-13 神鉄西鈴蘭台駅徒歩10分
22

(6）
220 078-593-9100

認定こども園　神戸鹿の子幼稚園
神戸市北区鹿の子台北町

6-34-2
神鉄道場南口駅　徒歩13分
神鉄道場南口駅　徒歩13分

50
(25）

340 保育教諭 078-951-9901
https://kobe-
kanoko.net/

神戸鹿の子KITA 神戸市北区有野中町1-20-13 神鉄岡場駅　徒歩3分 9 12 保育教諭 078-595-7575
https://kanoko-
gakuen.ed.jp/

神戸鹿の子道場南口園 神戸市北区道場町字筧ノ詰1522 神鉄道場南口駅　徒歩3分 9 20 保育教諭 078-597-6002
https://kobe-
kanoko.net/

259 名倉みふね幼稚園 神戸市長田区名倉町2-5-5 長田駅　徒歩10分
32

(10）
190 保育教諭　2名 078-691-8440

https://mifuneyouc
hien.com/

学校法人
西尾学園

260
幼保連携型認定こども園

西須磨幼稚園
神戸市須磨区桜木町2-2-1 山陽須磨寺駅　徒歩3分

81
(35）

310 常勤（人数未定） 078-731-2922
https://www.nishis
uma-k.ed.jp/

学校法人
西須磨幼稚園

261
幼保連携型認定こども園

大手幼稚園
神戸市須磨区大手町7-1-1

地下鉄・山陽　板宿駅
徒歩8分

30
(8）

165
保育教諭と

アルバイト　各2
名

078-731-0128
http://www.oteyoc
hien.ed.jp/

学校法人
大手学園

幼保連携型認定こども園
神戸YMCAちとせ幼稚園

神戸市須磨区高倉台4-12

地下鉄妙法寺駅から神戸市バス75系統須磨一
の谷行「高倉台」下車1分
JR須磨駅から神戸市バス75系統地下鉄妙法寺
駅行『高倉台』下車1分

34 155
保育教諭
若干名

078-732-3542
https://www.kobey
mca.org/chitoseyoc

hien/
幼保連携型認定こども園

西神戸YMCA幼稚園
神戸市西区井吹台西町4-5

地下鉄西神南駅から神戸市バス47系
統井吹西町循環行「いぶき西フレ
ア」下車3分

45 280
保育教諭
若干名

078-997-7705
https://www.kobey
mca.org/nishikobey

ochien/

263 平田幼稚園 神戸市須磨区平田町3-2-4
地下鉄・山陽　板宿駅

徒歩3分
25 400 教諭　2名 078-732-1504

http://hiratayochie
n.ed.jp

学校法人
上内学園

幼保連携型認定こども園
塩屋幼稚園

神戸市垂水区塩屋町9-22-3
JR塩屋駅・山陽塩屋駅

徒歩10分
51

(14）
230 保育教諭　2名 078-751-4114

https://shioya-
kindergarten.ed.jp/

幼保連携型認定こども園
明舞幼稚園

神戸市垂水区狩口台5-14-1
JR朝霧駅
徒歩13分

60
(20）

350 保育教諭　3名 078-781-2345
https://www.meim

ai-
kindergarten.ed.jp/

幼保連携型認定こども園
めいまいピーノこども園

明石市松が丘2-6
JR朝霧駅　徒歩18分

バス明舞センター前　徒歩1分
26

(7）
109

保育教諭　2名
調理師　1名

078-912-4000
https://www.meim

ai-pinokids.com

265 幼稚園型認定こども園愛垂幼稚園 神戸市垂水区瑞ヶ丘6-13 JR垂水駅　徒歩10分
28

（7）
190 保育教諭 078-707-3808 http://ec-net1.jp/

学校法人
愛垂幼稚園

266
幼保連携型認定こども園

高丸幼稚園
神戸市垂水区大町5-1-10

①JR・山陽垂水駅下車/山陽バスクラブ前下車/
徒歩2分
②地下鉄名谷駅・学園都市駅下車/山陽バスク
ラブ前下車/徒歩2分

40
(18）

270
保育教諭
1～2名

078-707-3259
https://takamaru.ed.j
p/

学校法人
高丸学園

有瀬幼稚園 神戸市西区伊川谷町有瀬854-1
JR明石駅より神姫バス
12分漆山下下車すぐ

40
(11）

464
保育教諭
若干名

078-974-4600
http://www2.yama
da.ed.jp/~yamada/
arise/enter/index.h

学園幼稚園 神戸市西区学園西町5-3-2 地下鉄学園都市駅徒歩5分 23 400
保育教諭
若干名

078-792-1122
http://www2.yama
da.ed.jp/~yamada/
gakuen/idea/index.

264
学校法人
和弘学園

267
学校法人
山田学園

258
学校法人

鹿の子学園

262
学校法人

神戸YMCA学園

257

両園合わせて
保育教諭：2名
事務職：1名
栄養士：1名
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幼保連携型認定こども園
桑ノ木幼稚園

神戸市西区竹の台2-10-1 地下鉄西神中央駅　徒歩10分
69

(38）
348 保育教諭 078-991-4788

http://www.kuwan
oki.ed.jp/

幼保連携型認定こども園
くわのき⁺アネックスこども園

明石市野々上3-10-2 JR西明石駅　徒歩10分
35

(17）
108 保育教諭 078-945-6901

http://www.kuwan
oki.ed.jp/anex/

269 いりえ幼稚園 神戸市西区狩場台3-6-4
神戸市営地下鉄

西神中央駅徒歩15分
23

(6）
225

保育教諭
保育士　3名

078-992-0700 https://irie.ed.jp
学校法人
西神学園

268
学校法人
入江学園

http://www.kuwanoki.ed.jp/
http://www.kuwanoki.ed.jp/
http://www.kuwanoki.ed.jp/anex/
http://www.kuwanoki.ed.jp/anex/
https://irie.ed.jp/
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