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164 景福寺　瑞松学院 姫路市景福寺前７番地の１ 姫路駅下車　　バス＋徒歩１０分
23人

（10人）
164人

保育教諭　2～3人
栄養士　　 1人

079-292-2303
http://www.keifu

ku.net
宗教法人　景福寺

すごう保育園 姫路市夢前町菅生澗705-1 －
21人
(2人)

85人 079-335-0093
https://yumesaki
fukushikai.jp/sug

姫路東こども園 姫路市東山49-1 －
22人
(6人)

105人 079-245-5252
https://yumesaki
fukushikai.jp/him

173 幼保連携型認定こども園　やながせ保育園 姫路市勝原区下太田571 JR山陽本線　網干駅　徒歩20分
49人

（15人）
195人(本園)
30人(分園)

保育教諭　2人 079-273-0046
https://yanagase

-hoikuen.jp/
社会福祉法人

やながせ福祉会

みどりこども園 姫路市飾東町八重畑１０１０番地 神姫バス　八重畑駅　徒歩３分 37人（22人） 125人 保育教諭　１人 079-262-0336
https://midoriko

domo.jp

妻鹿みどりこども園 姫路市飾磨区妻鹿３１２－１ 山陽電車　妻鹿駅　徒歩８分 25人（15人） 65人
保育教諭　１人

079-246-0088
https://midoriko
domo.jp

瑠璃こども園 姫路市網干区大江島寺前町120－2 山陽電車平松駅徒歩6分
48人

（26人）
250人

保育教諭　2人
栄養士採用未定

079-272-0205
http://rurikodom

o.ruri-t.jp/

瑠璃よこはまこども園 姫路市網干区余子浜2001 山陽電車網干駅徒歩10分
26人

（13人）
125人 保育教諭　2人 079-271-4580

http://rurihoiku.r
uri-t.jp/

まるやま保育園 姫路市東辻井2－5－10 姫路駅下車　　バス＋徒歩１０分
29人

（9人）
145（人） 079-294-9634

http://www.maru
yama-

別所まるやまこども園 姫路市別所町佐土2-77 ひめじ別所駅下車　徒歩10分
43人

（19人）
115人(本園)
30人(分園)

079-252-0770
http://www.maru
yama-

広峰保育園 姫路市北平野奥垣内7-3 神姫バス　北平野　徒歩10分
35人

（15人）
185人 保育教諭　5人 079-282-0867

https://hiromine-
hoiku.com

高浜コスモスこども園
（令和5年4月1日開園）

－ － － 135人 保育教諭　10人 － －

書写認定こども園 姫路市書写2481 神姫バス　東洋高校前　徒歩5分
41人

（21人）
200人

(内1号15人)
保育教諭　3人 079-266-1080

http://www.do-
shin.jp

松風保育園 姫路市阿保甲104-1 JR東姫路駅　徒歩8分
27人

（8人）
90人 保育士　3人 079-284-2880

http://www.do-
shin.jp

認定こども園　どんぐりの家 相生市双葉1-4-3 JR相生駅　徒歩１５分
２０人

（２人）
１１１人 保育教諭　３人

http://donguri.su
n.bindcloud.jp/

保育園　ゆりかごの家 相生市大島町12－8 JR相生駅　徒歩１５分
１４人

（４人）
３１人 保育士　２人

http://www.yurik
ago-sun.com

195 第一仏光こども園 たつの市揖保川町山津屋67-2 JR竜野駅　徒歩７分
３６人

（１１人）
１２５人 保育教諭　３人 0791-72-3240

http://megumikai
-

dai1bukkou.hyog

社会福祉法人
めぐみ会

196 まあや学園 たつの市揖保川町二塚385-1 JR竜野駅　徒歩１５分 ３７人 １４０人
保育教諭

子育て支援員
0791-72-4630

https://maaya.or.
jp

社会福祉法人
こどのも国

194 0791-22-0708
社会福祉法人

後楽園

184
社会福祉法人

道心

183
社会福祉法人
広峰福祉会
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175
社会福祉法人

東光学舎福祉会

182 保育教諭　3人
社会福祉法人

まるやま福祉会

社会福祉法人
谷内福祉会

174

社会福祉法人
夢前福祉会

保育教諭　5人165

http://www.keifuku.net/
http://www.keifuku.net/
https://yumesakifukushikai.jp/sugou/
https://yumesakifukushikai.jp/sugou/
https://yumesakifukushikai.jp/himejihigashi/
https://yumesakifukushikai.jp/himejihigashi/
https://yanagase-hoikuen.jp/
https://yanagase-hoikuen.jp/
https://midorikodomo.jp/
https://midorikodomo.jp/
https://midorikodomo.jp/
https://midorikodomo.jp/
http://rurikodomo.ruri-t.jp/
http://rurikodomo.ruri-t.jp/
http://rurihoiku.ruri-t.jp/
http://rurihoiku.ruri-t.jp/
http://www.maruyama-hoikuen.ed.jp/
http://www.maruyama-hoikuen.ed.jp/
http://www.maruyama-hoikuen.ed.jp/
http://www.maruyama-hoikuen.ed.jp/
https://hiromine-hoiku.com/
https://hiromine-hoiku.com/
http://www.do-shin.jp/
http://www.do-shin.jp/
http://www.do-shin.jp/
http://www.do-shin.jp/
http://donguri.sun.bindcloud.jp/
http://donguri.sun.bindcloud.jp/
http://www.yurikago-sun.com/
http://www.yurikago-sun.com/
http://megumikai-dai1bukkou.hyogo.jp/
http://megumikai-dai1bukkou.hyogo.jp/
http://megumikai-dai1bukkou.hyogo.jp/
https://maaya.or.jp/
https://maaya.or.jp/


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

二葉保育園 揖保郡太子町太田2052 神姫バス太田バス停　徒歩２分
２６人

（１２人）
１０５人

二葉にじいろこども園 揖保郡太子町原551-1 神姫バス原西バス停　徒歩３分
２４人

（８人）
１００人

198 陽光こども園 赤穂郡上郡町西野山字岩ノ元289-48 JR上郡駅　車１０分
３０人

（１１人）
１２０人 保育教諭　１人 0791-52-3775

https://www.you
kou.ed.jp/

社会福祉法人
上郡福祉会

197 保育教諭　４人 079-277-0163
https://www.futa
ba-fniji.jp

社会福祉法人
二葉保育園

https://www.futaba-fniji.jp/
https://www.youkou.ed.jp/
https://www.youkou.ed.jp/
https://www.futaba-fniji.jp/
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