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椀田保育園 尼崎市塚口町3-30-3 阪急塚口駅　徒歩１０分 ２４人 ６０人 保育士　若干名
http://www.mukosho.jp/ind

ex.html

武庫庄保育園 尼崎市武庫之荘本町3-22-22 阪急武庫之荘駅　徒歩１３分 ３４人 １３５人 保育士　若干名
http://www.mukosho.jp/ind

ex.html

七松保育園（新園） 尼崎市七松町2-14-1 JR立花駅　徒歩８分
オープニング

スタッフ
９０人

保育士　１０人以
上

http://www.mukosho.jp/ind
ex.html

102 博栄保育園 尼崎市南武庫之荘5-2-5 阪急武庫之荘駅　徒歩５分
２５人

（１０人）
８０人 保育士　若干名 06-6423-7816 http://www.hakuei.or.jp

社会福祉法人
博栄福祉会

103 梅の花保育園 尼崎市東難波町3-12-14
阪神尼崎駅　徒歩１５分

JR尼崎・立花駅　バス１０分
阪急塚口駅　バス１５分

３０人
（８人）

６０人 保育士　若干名 06-6481-4596
https://www.umenohana.co

m
宗教法人
浄徳寺

あすなろこども園 尼崎市宮内町3-141 阪神出屋敷駅　徒歩４分 ３３人 １２３人 保育教諭　２人

夙川あすなろ保育園 西宮市松園町10-21 阪急夙川駅　徒歩８分 ２５人 １００人 保育士　２人

三宮こぐまキッズ園 神戸市中央区二宮町3-15-8 三宮駅　徒歩８分 ８人 １２人 保育士　１人

開明かしの木こども園 尼崎市開明町3-22 阪神尼崎駅　徒歩５分
２８人

（７人）
９８人 保育教諭

かしの木こども園 尼崎市大物町1-18-1 阪神大物駅　徒歩３分
２８人

（７人）
６０人 保育教諭

駅前かしの木保育園 尼崎市昭和南通3-1 阪神尼崎駅　徒歩３分
１０人

（２人）
２０人 保育士

かしのき学園 尼崎市大物町1-18-1 阪神大物駅　徒歩３分
１２人

（８人）
２０人 保育士

日野の森こども園 西宮市日野町18-71
阪急西宮北口駅徒歩20分
JR甲子園口駅徒歩20分

31人
（8人）

110人 保育教諭　若干名 0798-64-7560 http://www.nintenkai.net

日野ひかりの森こども園 西宮市日野町18-43
阪急西宮北口駅徒歩20分
JR甲子園口駅徒歩20分

30人
（10）

120人 保育教諭　若干名 0798-67-3131 http://www.nintenkai.net

つぼみの子保育園 西宮市林田町８－４２ 阪急　門戸厄神駅　徒歩7分
１０人

（７人）
20人 保育士　若干名 0798-66-6670 https://www.mikarikai.jp

めばえの子保育園
西宮市市庭町９－１２香櫨館

B102
阪神　香櫨園駅　徒歩1分

１２人
（８人）

30人 保育士　若干名 0798-22-1666 https://www.mikarikai.jp

西宮北口こどもの園 西宮市高松町５－１９ 阪急　西宮北口駅　徒歩1分
１５人

（１０人）
50人 保育士　若干名 0798-64-0800 https://www.mikarikai.jp

幼保連携型認定こども園高須の森 西宮市高須町１－１－２０ 阪神　武庫川団地前駅　徒歩1分
３２人

（２０人）
1号15人＋
2.3号120人

保育教諭　若干名 0798-45-5750 https://www.mikarikai.jp

114 甲子園子ども学舎 西宮市甲子園浦風町９－５ 阪神甲子園駅徒歩５分
３３人
８人

１５０人
保育教諭　３人
栄養士　　 １人

0798-45-2232 http://koushien.sakura.ne.jp
社会福祉法人
つくしの朋

やまと保育園 西宮市大屋町２８－８
阪急西宮北口駅より東へ

徒歩９分
２０人

（８人）
３０人 保育教諭　２人 0798-67-4089 http://hankyu.ac.jp

なでしこ保育園 西宮市荒木町１６－３７
阪急門戸厄神駅より東へ

徒歩１１分
３１人

（１０人）
９０人 保育教諭　２人 0798-66-7678 http://hankyu.ac.jp

https://kashinoki-kai.com
社会福祉法人

樫の木会
105 06-6411-8998

兵庫県 保育園・幼稚園・認定こども園 合同就職フェア 2022　出展園一覧（保育園関係・阪神地区）

106
社会福祉法人

任天会

113
社会福祉法人

みかり会

115
社会福祉法人
發榮福祉会

社会福祉法人
福進福祉会

104 06-6411-0320
http://www.asunaro-

hyogo.com
社会福祉法人

あすなろ福祉会

101 06-6421-3401
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116 安井ゆりの花保育園 西宮市平松町７－２８
JRさくら夙川駅徒歩6分、阪急夙
川駅 徒歩１３分、阪神西宮8分

１３人
（６人）

２０人
保育教諭　１２人

0798－38－0738
https://akq02671.wixsite.co
m/yasuiyurinohana

社会福祉法人
百合の会

マザーシップ西宮北口こども園 西宮市中島町17番16号
JR甲子園口駅、阪急西宮北口駅

徒歩15分
32人

（10人）
96人

保育教諭　若干人
0798-81-3715 www.mothershipcare.com

マザーシップ西宮北口こども園分園南
（10月開園予定）

西宮市中島町81番
JR甲子園口駅徒歩10分

阪急西宮北口駅 徒歩20分
100人

保育教諭　数人
0798-81-3715 www.mothershipcare.com

西宮ＹＭＣＡ保育園 西宮市神楽町５－２３
JRさくら夙川駅徒歩3分

阪急夙川・阪神西宮駅徒歩7分
35人

（14人）
67名

西宮つとがわＹＭＣＡ保育園 西宮市津門川町２－１４
阪急・阪神今津駅徒歩6分

JR西宮駅徒歩7分
35人

（14人）
69名

幼保連携型認定こども園　西宮夢 西宮市南甲子園1丁目１０－１５ 阪神甲子園駅徒歩１２分
２２人
(６人)

６０人 保育教諭2人 0798-45-9614
https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/nishiyume/

幼保連携型認定こども園　西北夢 西宮市長田町4-8 阪急西宮北口駅　徒歩10分
37人

（12人）
100人 保育教諭　2人 0798-65-9614

https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/nishikita/

幼保連携型認定こども園　のぞみ夢 西宮市樋之池４－２１ 阪急苦楽園口徒歩７分
２４人

（２人）
66人 保育教諭１人 0798-71-9614

https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/nozomiyume/

幼保連携型認定こども園　つぼみ夢 西宮市南越木岩町１０－１５ 阪急苦楽園口徒歩３分
１１人

（３人）
30人 保育教諭１人 0798-74-9614

https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/tsubomiyume/

幼保連携型認定こども園　夙川夢 西宮市北名次町１５‐２７ 阪急苦楽園口徒歩７分
１８人

（６人）
７３人

保育教諭２人
栄養士１人

0798-73-9614
https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/syukuyume/

東山ぽぽこども園 西宮市東山台1－106－2 JR西宮名塩駅より徒歩7分
53人

(15人)
137人 保育教諭2人

0797‐91‐
2242(分園)

https://popo-smile.com

生瀬ぽぽこども園 西宮市生瀬町2-3-16 JR生瀬駅より徒歩5分以内
23人
(6人)

78人 保育教諭2人 0797‐91‐2360 https://popo-smile.com

山手夢保育園 芦屋市東芦屋町6-10 阪急芦屋川駅　徒歩３分
３５人

（５人）
１２０人 保育士　２人

https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/yamayume/

夢咲保育園 芦屋市春日町21-8 阪神打出駅　徒歩１０分
２２人

（１人）
６０人 保育士　２人

https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/yumesaki/

夢の園保育園 尼崎市猪名寺町2-4-2 JR猪名寺駅　徒歩３分
３５人

（８人）
１２６人 保育士　２人

https://www.yumekoubou.or
.jp/hoikuen/yumesono

しおさいこども園 芦屋市涼風町5-2 JR芦屋駅　バス
３６人

（１３人）
１８０人 保育教諭　５人

あいさいこども園
（令和４年６月開園予定）

芦屋市朝日ヶ丘町 JR芦屋駅・阪急芦屋川駅　バス
１２人

（１人）
１５０人 保育教諭　７人

浜風あすのこども園 芦屋市浜風町1-2
阪神芦屋駅　阪急バス・シーサイ

ドセンターバス停　徒歩３分
２７人

（６人）
２００人 保育教諭　５人

http://hyogo-
hoiku.jp/categoiy/hamakaze

向陽台あすのこども園 川西市向陽台3-11
能勢電平野駅　阪急バス・陽明小

学校前バス停　徒歩３分
２６人

（５人）
１１７人 保育教諭　２人

http://hyogo-
hoiku.jp/categoiy/koyodai

132 伊丹ひまわりこども園 伊丹市昆陽池1-39 阪急伊丹駅　バス１０分
３５人

（１０人）
１２９人 保育士　４人 072-777-2678 http://itamihimawari.ed.jp/

社会福祉法人
友愛福祉会

長尾保育所 伊丹市北野3-48-2 伊丹市バス西池バス停　徒歩３分
３０人

（６人）
１６０人 保育士　２人

https://www.ans.co.jp/n/na
gao-ho/

有岡乳児保育所 伊丹市西台3-7-1 阪急伊丹駅　徒歩２分
２３人

（４人）
１１０人 保育士　３人

https://www.ans.co.jp/n/ari
okanyuji/

社会福祉法人
有岡協会

133 072-772-4791

http://yamazen-
fukushikai.or.jp

社会福祉法人
山善福祉会

131 0797-26-7010
社会福祉法人

子どもの家福祉会

126 0797-25-2525

125 078-381-8695
社会福祉法人

夢工房

123
社会福祉法人

夢工房

124
社会福祉法人

ほっとスマイル

117
社会福祉法人

松稲会

122 保育教諭　３人 0798-35-5992
https://kobeymca.org/fukus

hikai/recruit_hoiku
社会福祉法人

神戸YMCA福祉会
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https://kobeymca.org/fukushikai/recruit_hoiku
https://popo-smile.com/
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http://hyogo-hoiku.jp/categoiy/hamakaze
http://hyogo-hoiku.jp/categoiy/hamakaze
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134 宝塚COCORO保育園 宝塚市中筋4-11-19 JR中山寺駅　徒歩１分
６９人

（４６人）
１４０人 保育士　３人 0797-89-5517

https://www.cocoro-
hoikuen.com/nursery/takara

zuka.html

社会福祉法人
千寿福祉会

135 宝塚仏光保育園 宝塚市山本東2-6-21 阪急山本駅　徒歩３分
３７人

（１０人）
１２０人 保育士　３人 0797-26-7166

https://megumikai-
takarazuka.jp

社会福祉法人
めぐみ会

わかばのもり保育園 宝塚市山本西1-4-1
阪急山本駅・JR中山寺駅

　徒歩１５分
４８人

（１２人）
１２０人 保育士　２人

https://sunfukushikai.wixsit
e.com/wakaba

クレア・サン保育園 宝塚市山本丸橋2-117 阪急山本駅　徒歩１５分
４１人

（１８人）
１２０人 保育士　２人

https://sunfukushikai.wixsit
e.com/crea

さんだのもり保育園 三田市高次1-1-4 JR三田駅　徒歩３分
３３人

（１４人）
６０人 保育士　２人

https://sunfukushikai.wixsit
e.com/sanda

アマーレ・サン保育園 尼崎市南塚口町2-6-10
阪急塚口駅・JR塚口駅

　徒歩１５分
３８人

（１３人）
９０人 保育士　５人

https://sunfukushikai.wixsit
e.com/amagasaki

大東保育所 芦屋市新浜町8-1 阪神打出駅　徒歩１０分
１９人

（２人）
６０人 保育士　２人

https://sunfukushikai.wixsit
e.com/daito

141 なかよし保育園 宝塚市中筋2-10-18 JR中山寺駅　徒歩８分
４１人

（２０人）
１２０人 保育士　若干名 0797-80-4152

http://www.aijinkai.or.jp/na
kayoshi_hoiku

社会福祉法人
愛和会

142 川面ちどり保育園 宝塚市川面3-24-13
阪急宝塚駅　徒歩３分
JR宝塚駅　徒歩５分

３２人
（１８人）

１２０人 保育士　若干名 0797-26-8156
https://www.chidori.or.jp/fa
cility/hoiku_kawamo

社会福祉法人
晋栄福祉会

宝塚さくら保育園 宝塚市高松町13-2 阪急逆瀬川駅　バス
４４人

（１８人）
１８０人

保育士　３人
調理員　１人

http://www.t-
sakurahoiku.com

宝塚さくらんぼ保育園
（分園含む）

宝塚市小林5-3-39 阪急小林駅　徒歩５分
３６人

（７人）
２１０人

保育士　５人
調理員　１人

http://www.t-
sakuranbohoiku.com

144 宝塚ひよこ保育園 宝塚市美座2-5-7 阪急逆瀬川駅　徒歩２５分
阪神バス宝塚警察署前バス停　徒歩５分

２８人
（１４人）

６０人 保育士　２人 0797-86-2757 http://www.takarahiyoko.jp
社会福祉法人

宝塚ひよこ福祉会

149 ちきゅうっこ保育園 川西市萩原台西1-299-3 阪急川西能勢口駅　バス１０分
４２人

（１７人）
１２０人 保育士　３人 072-740-5725 http://www.chikyu-ko.com

社会福祉法人
光会

あおい宙　川西 川西市久代6-1-90 JR北伊丹駅　徒歩１分
３６人

（１６人）
１３１人 保育教諭　３人

http://www.aoisora-
kawanishi.com

あおい宙　くしろ 川西市久代4-5-28 阪急バス上久代　徒歩５分
９人

（３人）
１９人 保育教諭　１人

http://www.aoisora-
kawanishi.com/kushiro.html

川西けやき坂保育園 川西市けやき坂1-21-6 阪急川西能勢口駅　バス１５分 ３８人 １０２人 保育教諭　若干名
https://kawanishi-
hoiku.com

尼崎長州保育園 尼崎市長洲本通1-15-10 JR尼崎駅　徒歩５分
３６人

小規模６人
１００人

小規模12人
保育教諭　２～３

人
https://amagasaki-

hoiku.com

明石こども園 明石市藤江1426-9 JR西明石駅　徒歩１０分
４３人

小規模７人
２１９人

小規模７人
保育教諭　若干名 https://akashi-kodomo.com

勝原保育園 姫路市勝原区宮田143-3 JRはりま勝原駅　徒歩１５分 ４７人 ２４０人
保育教諭　３～４

人
https://katsuhara-
hoiku.com

152 ゆうかりフレンズ 三田市狭間が丘2-20
神鉄フラワータウン駅

　徒歩１２分
２８人

（８人）
１2９人

正規職員・フル
パート若干名

079-562-0250 https://yuukari-friends.love
社会福祉法人
北摂福祉会

社会福祉法人
友朋会

151 072-799-6117
社会福祉法人
勝原福祉会

150 072-767-1510

社会福祉法人
サン福祉会

143 0797-77-2277
社会福祉法人

宝塚さくら福祉会

140 0797-82-1280

https://www.cocoro-hoikuen.com/nursery/takarazuka.html
https://www.cocoro-hoikuen.com/nursery/takarazuka.html
https://www.cocoro-hoikuen.com/nursery/takarazuka.html
https://megumikai-takarazuka.jp/
https://megumikai-takarazuka.jp/
https://sunfukushikai.wixsite.com/wakaba
https://sunfukushikai.wixsite.com/wakaba
https://sunfukushikai.wixsite.com/crea
https://sunfukushikai.wixsite.com/crea
https://sunfukushikai.wixsite.com/sanda
https://sunfukushikai.wixsite.com/sanda
https://sunfukushikai.wixsite.com/amagasaki
https://sunfukushikai.wixsite.com/amagasaki
https://sunfukushikai.wixsite.com/daito
https://sunfukushikai.wixsite.com/daito
http://www.aijinkai.or.jp/nakayoshi_hoiku
http://www.aijinkai.or.jp/nakayoshi_hoiku
https://www.chidori.or.jp/facility/hoiku_kawamo
https://www.chidori.or.jp/facility/hoiku_kawamo
http://www.t-sakurahoiku.com/
http://www.t-sakurahoiku.com/
http://www.t-sakuranbohoiku.com/
http://www.t-sakuranbohoiku.com/
http://www.takarahiyoko.jp/
http://www.chikyu-ko.com/
http://www.aoisora-kawanishi.com/
http://www.aoisora-kawanishi.com/
http://www.aoisora-kawanishi.com/kushiro.html
http://www.aoisora-kawanishi.com/kushiro.html
https://kawanishi-hoiku.com/
https://kawanishi-hoiku.com/
https://amagasaki-hoiku.com/
https://amagasaki-hoiku.com/
https://akashi-kodomo.com/
https://katsuhara-hoiku.com/
https://katsuhara-hoiku.com/
https://yuukari-friends.love/


ブース№ 施設 (園）名 施設 (園）所在地 アクセス
職員数

(うち非常勤)
園児定員 求人職種・人数

電話番号
（お問い合わせ

ホームページ 法人名

153 星児園　七夕 川辺郡猪名川町伏見台1-1-70 能勢電日生中央駅　徒歩３分
３４人

（１８人）
９０人 保育士　２人 072-765-0770

https://e-
akane.com/tanabata

社会福祉法人
あかね

https://e-akane.com/tanabata
https://e-akane.com/tanabata

	保育・阪神

