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107 みつばこども園 明石市大久保町大久保町827番 JR大久保駅　徒歩１２分
２１人

（２人）
１００人 保育教諭　２人 078-936-3282

https://mitsuba-
kodomoen.jp/

社会福祉法人
みっくす福祉会

星鈴保育園 明石市明南町2-4-25 JR西明石駅　自転車８分 ３０人 １２０人 保育士　２人

きらりん保育園 明石市魚住町住吉4-6-15 JR魚住駅　自転車７分 ２３人 ８０人 保育士　２人

認定こども園　ゆりのきCOCORO 明石市大久保町ゆりのき通2-50-2 JR大久保駅　徒歩５分
５０人

（１５人）
２１５人 保育教諭

桜町COCORO保育園 明石市桜町10-18 JR明石駅　徒歩５分
１５人

（６人）
６０人 保育士

（仮称）大久保COCORO保育園 － JR大久保駅　５００ｍ
１５人

（６人）
６０人 保育士

和坂こども園 明石市和坂1-15-1 JR西明石駅　徒歩２０分
５０人

（１１人）
１４４人

蓮池こども園 加古郡播磨町西野添2-10-33 JR土山駅　徒歩１３分
４４人

（１５人）
１７５人

かにがさか保育園 明石市和坂1-10-35 JR西明石駅　徒歩２０分
２８人

（８人）
８４人

うわがいけ保育園 明石市小久保1-10-1 JR西明石駅　徒歩５分
３３人

（７人）
１２３人

はやしのちいさな保育園 明石市林崎町1-1-21 山電林崎松江海岸駅　徒歩１１分
９人

（４人）
１９人

明石の西ちいさな保育園 明石市二見町西二見1540-1 山電西二見駅　徒歩３分
９人

（３人）
１８人

111 太寺保育園 明石市太寺2-10-35
JR明石駅　バス５分

山電人丸前駅　徒歩７分
２７人 １５０人 保育教諭　４人 078-911-3753

https://taideraho
ikuen.com

社会福祉法人
瑠璃光福祉会

118 エミールこども園 加古川市平岡町土山472-1 JR土山駅　徒歩２０分
４０人

（２２人）
１８３人 保育教諭　１人 078-943-7745

https://emile.ed.j
p/

社会福祉法人
エミール福祉会

119 都台こども園 加古川市上荘町都染314-1 JR厄神駅　車１０分
３５人

（１４人）
１６５人

保育教諭　１～２
人

079-428-3188
https://miyakoda

i.com
社会福祉法人
都台福祉会

090-1352-5947
http://wasaka-
hukushikai.com

社会福祉法人
和坂福祉会

110
保育教諭・保育士

各　若干名
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078-965-6585
http://www.seiri
n-welfare.com

社会福祉法人
星鈴会

109 078-934-0333
https://www.coc
oro-hoikuen.com

社会福祉法人
千寿福祉会

108

https://mitsuba-kodomoen.jp/
https://mitsuba-kodomoen.jp/
http://www.seirin-welfare.com/
https://www.cocoro-hoikuen.com/
https://www.cocoro-hoikuen.com/
http://wasaka-hukushikai.com/
http://wasaka-hukushikai.com/
http://wasaka-hukushikai.com/
http://wasaka-hukushikai.com/
http://wasaka-hukushikai.com/
https://taiderahoikuen.com/
https://taiderahoikuen.com/
https://emile.ed.jp/
https://emile.ed.jp/
https://miyakodai.com/
https://miyakodai.com/
http://wasaka-hukushikai.com/
http://wasaka-hukushikai.com/
http://www.seirin-welfare.com/
http://www.seirin-welfare.com/
https://www.cocoro-hoikuen.com/
https://www.cocoro-hoikuen.com/


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
（お問い合わせ先）

ホームページ 法人名

加古のうみこども園 加古川市別府町中島町7 山電別府駅　徒歩１０分
３１人

（６人）
２１０人 保育教諭　２人

加古川こども園 加古川市加古川町木村196 JR加古川駅　徒歩１５分
３１人

（４人）
１６０人 保育教諭　２人

加古のみやこども園 加古川市神野町西条481 JR神野駅　徒歩１０分
２４人

（３人）
１３０人 保育教諭　２人

野の花こども園 明石市二見町西二見216
JR土山駅　徒歩１５分

山電西二見駅　徒歩２０分
１８人

（０人）
７０人 保育教諭　２人

明石あすのこども園 明石市大久保町ゆりのき通2-50-3 JR大久保駅　徒歩５分
３７人

（８人）
２１０人 保育教諭　２人

海岸通りあすのこども園 明石市中崎1-2-27
JR明石駅　徒歩１５分

山電西人丸前駅　徒歩７分
２７人

（５人）
１３２人 保育教諭　２人

121 ゆき保育園 加古川市志方町投松182
JR宝殿駅から

　神姫バス投松バス停　徒歩５分
２７人

（９人）
９５人 保育教諭　２人 079-452-3613

http://www.yuki
hoikuen.com

社会福祉法人
ゆき保育園

127 聖パオロこども園 高砂市阿弥陀町魚橋686 高砂北IC　すぐ
４０人

（２０人）
１１５人

保育士
幼稚園教諭

079-448-1101
https://www.st-
pauls.net/

社会福祉法人
日本聖公会高砂福

祉会

128 正蓮寺こども園 高砂市阿弥陀町魚橋1674 JR宝殿駅　バス１０分
４４人

（１０人）
２０５人 保育教諭　３人 079-448-2333

https://shorenji.c
om

社会福祉法人
正蓮寺静蔭学園

西脇こども園 西脇市西脇760-1 JR西脇市駅　車１０分
４７人

（２６人）
２８０人

保育教諭　１人
看護師　１人

あおぞら保育園（西脇病院院内保育所） 西脇市下戸田652-1
JR西脇市駅からバス西脇病院バス

停
４人

（３人）
２５人 保育士　1人

アミコ（児童発達支援・放課後デイサー
ビスセンター）

西脇市西脇760-1
（西脇こども園内）

JR西脇市駅　車１０分
３人

（１人）
１０人

理学療法士又は作
業療法士又は言語

www.nishiwakins.jp

エンゼル認定こども園 三木市大村1067-349 神鉄大村駅　徒歩３分
３５人

（７人）
１６５人 保育教諭　３人

http://www.ans.
co.jp/n/enzeruko

リトルエンゼル 三木市加佐237-6 神鉄三木駅　徒歩１０分
１０人

（６人）
１９人 保育士　１人 －

神戸エンゼル認定こども園 神戸市長田区長楽町4-4-3 JR鷹取駅　徒歩５分
２１人

（６人）
７２人 保育教諭　１人

http://www.ans.
co.jp/n/kobeenz

136 自由ケ丘認定こども園 三木市志染町中自由が丘3-99 神鉄志染駅　徒歩１５分
２９人

（１０人）
１３０人 保育教諭　３人 0794-85-3650

https://www.jiyu
ugaoka-

kodomo.com

社会福祉法人
自由ケ丘福祉会

えびす認定こども園 三木市宿原9-1 神鉄えびす駅　徒歩５分
４３人

（１８人）
１８０人

https://www.ebi
su-hoikuen.ed.jp

えびすガーデン 三木市宿原1265-202 神鉄えびす駅　徒歩１０分
１５人

（９人）
１９人 http://www.ebisu

138 神和認定こども園 三木市加佐八幡本176-1 神鉄三木駅　徒歩５分
３２人

（５人）
１４０人 保育教諭　若干名 0794-82-７３６３

http://shinwa-
ns.com/

社会福祉法人
神和福祉会

社会福祉法人
えびす福祉会

137 保育教諭　２人 0794-83-3247

130 0794-82-2946
社会福祉法人

釜城会

社会福祉法人
子どもの家福祉会

129 0795-22-2909

http://www.nishi
wakins.jp/nishiw

aki
社会福祉法人

かすぎ野

120 078-920-8386
https://hyogo-
hoiku.jp
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いすみ認定こども園 三木市口吉川町大島854 昭和堂バス停　徒歩３分
２３人

（１１人）
７５人

保育教諭　３人
栄養士・調理師

//izumikodomoen.

よかわ認定こども園 三木市吉川町みなぎ台1-31-4 みなぎ台バス停　徒歩３分 ２１人 ９５人
保育教諭　５人
栄養士・調理師

－

口吉川・豊地アフタースクール 三木市吉川町みなぎ台1-31-4 口吉川・豊地バス停　徒歩３分
２人

（６人）
１０～２０

人
保育教諭　３人 //izumikodomoen.

145 認定こども園とみた 加西市窪田町3 北条鉄道北条町駅　車５分 － １１４人 保育教諭　３人 0790-42-1593
http://kidsgarde

n-tomita.com
社会福祉法人
冨田保育所

あさかこども園 多可郡多可町中区安坂495 JR西脇市駅　車１５分
３０人

（１０人）
１０５人 保育士　１人 http://houou.org

キッズランドかみ 多可郡多可町加美区的場82-1 JR西脇市駅　車３０分
２８人

（１０人）
１２５人 保育士　１人 －

キューピットこども園 加古郡播磨町北本荘6-9-11
山電別府駅か播磨町駅

徒歩１０～１５分
３５人

（１１人）
１５５人 保育教諭　２人

ピュアキューピットこども園 加古川市平岡町山之上32 JR土山駅　徒歩２０分
２８人

（１６人）
８２人

保育教諭　２～３
人

ピュアキッズこども園 加古川市平岡町山之上115-1 JR土山駅　徒歩２０分
２９人

（１８人）
１１０人

保育教諭　２～３
人

ルナキューピットこども園 加古川市加古川町南備後67-1 山電尾上の松駅　徒歩１０分
２５人

（６人）
９５人 保育教諭　２人

社会福祉法人
キューピット福祉

会
154 079-453-6060

http://www.c-
hoikuen.com

146 0795-32-0026
社会福祉法人
鳳凰福祉会

139 0794-88-0811
社会福祉法人

白水会

http://izumikodomoen.ed.jp/
http://izumikodomoen.ed.jp/
http://kidsgarden-tomita.com/
http://kidsgarden-tomita.com/
http://houou.org/
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http://www.c-hoikuen.com/
http://www.c-hoikuen.com/
http://www.c-hoikuen.com/
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