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ブース№ 施設 (園）名 施設 (園）所在地 アクセス 職員数 園児定員 求人職種・人数 電話番号 ホームページ

6 YMCAしろがねこども園 川辺郡猪名川町白銀3-23-2 能勢電「日生中央」　バス10分 ４０人 ２２０人
保育教諭・保育士

３人
072-766-7011 https://osakaymca.ac.jp/kinder/kodomoen/about

7 宝塚COCORO保育園 宝塚市中筋4-11-19 ＪＲ「中山寺」　徒歩１分 ２２人 １４０人 保育士　３人 0797-89-5517 https://www.cocoro-hoikuen.com/recruit/fresh-takarazuka.html

宝塚さくら保育園 宝塚市高松町13-2 阪急「小林」　徒歩20分 ４２人 １８０人 保育士　３人 0797-77-3390 http://www.t-sakurahoiku.com

宝塚さくらんぼ保育園 宝塚市小林5-3-39 阪急「小林」　徒歩５分 ３５人 ２１０人 保育士　３人 0797-80-7200 http://www.t-sakuranbohoiku.com

浜風あすのこども園 芦屋市浜風町1-2 ＪＲ「芦屋」から阪急バス「シーサイドセンター」　徒歩５分 ３３人 ２００人 保育教諭　2人 0797-26-7010

向陽台あすのこども園 川西市向陽台3-11-64 能勢電「平野」から阪急バス「陽明小学校前」　すぐ ２７人 １１７人 保育教諭　1人 072-744-0425

第一仏光こども園 たつの市揖保川町山津屋67-2 ＪＲ「竜野」　徒歩７分 ３５人 １２５人 保育教諭　３人 0791-72-3240 http://megumikai-dai1bukkou.hyogo.jp

宝塚仏光保育園 宝塚市山本東2-6-21 阪急「山本」　徒歩３分 ３５人 １２０人 保育士　３人 0797-26-7166 https://megumikai-takarazuka.jp

開明かしの木こども園 尼崎市開明町3-22 阪神「尼崎」　徒歩５分 ３５人 １１３人 保育教諭 若干名 06-6411-8998

かしの木こども園 尼崎市大物町1-18-1 阪神「大物」　徒歩３分 ２７人 ６６人 保育教諭 若干名 06-6401-1255

12 博栄保育園 尼崎市南武庫之荘5-2-5 阪急「武庫之荘」　徒歩５分 ２５人 ８０人 保育士　２人 06-6423-7816 http://www.hakuei.or.jp

おもと保育園 尼崎市立花町4-12-22 ＪＲ「立花」　徒歩５分 １５人 ６０人 保育士　２人 06-6437-1516 https://ww.omotonet.jp

久々知おもと保育園 尼崎市久々知西町2-4-13 ＪＲ「尼崎」　徒歩20分・自転車10分 ２０人 ９０人 保育士　２人 06-6429-8677 https://www.kukuchi.jp

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」/ＪＲ「川西池田」

から阪急バス10分「萩原台」
４５人 １２０人 保育士　５人 072-740-5725 http://www.chikyu-ko.com

ちきゅうっこ南武庫之荘保育園
尼崎市

（令和６年４月開園予定）
－ － １３５人 保育士　５人 － －

15 アマーレ・サン保育園 尼崎市南塚口町5-16-1 阪急「塚口」　徒歩10分 ４２人 １１８人 保育士　３人 06-6426-5211 https://sunfukushikai.wixsite.com/amagasaki

モルセラ保育園 尼崎市若王子2丁目14番7号
ＪＲ「塚口」　徒歩15分

（尼崎市バス「若王子」　徒歩５分）
３０人 ９０人 保育士 ３人(正規) 06-6499-1839 https://moluccella.ed.jp

モルセラ園田南保育園 尼崎市口田中2丁目5番12号
ＪＲ「塚口」　徒歩15分

（尼崎市バス「若王子」　徒歩５分）
２５人 ９０人 保育士 ３人(正規) 06-6498-1839 https://moluccella.ed.jp

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」からバス15分

阪急バス「けやき坂２丁目」徒歩５分
３１人 ９３人 保育教諭　３人 072-799-6117

尼崎長州保育園・尼崎長洲小規模園 尼崎市長洲本通1-15-10 ＪＲ「尼崎」　徒歩５分 ４１人 １１２人 保育士　３人 06-6481-1083

明石こども園・明石こども小規模園 明石市藤江1426-9 ＪＲ「西明石」　徒歩10分 ５４人 ２１５人 保育教諭　３人 078-995-8997

幼保連携型認定こども園

姫路保育園
姫路市野里堀留町10-18 神姫バス「河間」　徒歩４分 ３５人 １２０人 保育教諭 ２～３人 079-222-2529 https://www.yumekoubou.or.jp/hoikuen/himeji/

山手夢保育園 芦屋市東芦屋町6-10 阪急「芦屋川」　徒歩２分 ４１人 １２０人 保育士　２～３人 0797-23-9646 https://www.yumekoubou.or.jp/hoikuen/yamayume/

夢咲保育園 芦屋市春日町21-8 阪神「打出」　徒歩６分 ２１人 ６０人
保育士

１～２人
0797-34-9614 https://www.yumekoubou.or.jp/hoikuen/yumesaki/

幼保連携型認定こども園

西宮夢
西宮市南甲子園1-10-15 阪神「甲子園」　徒歩17分 ２４人 ６６人

保育教諭

１～２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」　徒歩10分 ３８人 １０６人 保育教諭 １～２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
西宮市樋之池町4-21 阪急「苦楽園口」　徒歩８分 ２８人 ６０人 保育教諭 １～２人 0798-71-9614 https://www.yumekoubou.or.jp/hoikuen/nozomiyume/

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 ２６人 ６６人 保育教諭 １～２人 0798-73-9614 https://www.yumekoubou.or.jp/hoikuen/syukuyume/

夢の園保育園 尼崎市猪名寺2-4-2 ＪＲ「猪名寺」　徒歩４分 ３７人 １２８人 保育士　２～３人 06-4960-8880 https://www.yumekoubou.or.jp/hoikuen/yumesono/

8

9 https://hyogo-hoiku.jp

10

11 https://kashinoki-kai.com/

13

14

https://www.katsuhara.or.jp
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兵庫県保育協会　保育フェア２０２3　出展園一覧 阪神地域その2
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幼保連携型認定こども園 多夢の森ほか５園

サテライト型小規模保育事業４園

小規模保育事業１園

神戸市垂水区南多聞台4-4-50 ＪＲ「舞子」、地下鉄「学園都市」からバス「西岡橋」 ３０人 １０５人 078-787-0939

幼保連携型認定こども園 高須の森・保育園３

園
西宮市高須町1-1-20 阪神「武庫川団地前」すぐ ２５人 １２０人 0798-45-5750

幼保連携型認定こども園　松帆南ほか１園

保育園１園
南あわじ市松帆高屋乙192

西淡三原IC・榎列バス停　車６分

洲本バスセンターからバス「松帆橋」
２０人 １０５人 0799-36-2344

神戸さくら保育園 神戸市灘区浜田町2-2-15 阪神「新在家」　徒歩５分 ２２人 ７０人 保育教諭　２人 078-858-8101 https://kobe-sakura.sakuradani-fukushikai.com

西宮セリジュ保育園 西宮市戸崎町4-12 ＪＲ「甲子園口」　徒歩10分 ３４人 ９０人 保育教諭　２人 0798-39-7863 https://nishinomiya-ce.sakuradani-fukushikai.com

西北セリジュ保育園 西宮市高畑町1-47 阪急「西宮北口」　徒歩10分 ２８人 ９０人 保育士　２人 0798-64-5514 https://nishikita-ce.sakuradai-fukushikai.com

尼崎さくら保育園 尼崎市尾浜町1-6-20 阪神バス「尾浜西口」　徒歩５分 ２２人 ７０人 保育士　２人 06-6428-0367 https://amagasaki-sakura.sakuradani-fukushikai.com

くるみ保育園 尼崎市尾浜町1-33-2 阪神バス「尾浜西口」　徒歩５分 ２０人 ４０人 保育士　２人 06-6427-9794 https://kurumi.sakuradani-fukushikai.com

石屋川くるみ保育園 神戸市東灘区御影塚町2-22-19 阪神「石屋川」　徒歩５分 － － 保育教諭　２人 078-842-4152 https://ishiyagawa-k.sakuradani-fukushikai.com

23 西武庫みのり保育園 尼崎市武庫元町2-23-14 阪急「武庫之荘」から阪神バス「武庫豊町」　徒歩２分 ３０人 １２０人 保育士　２人 06-6438-3915 http://www.minorihoikuen.net/index.html

24 あすなろこども園 尼崎市宮内町3-141 阪神「出屋敷」　徒歩４分 ２９人 １２３人 保育教諭　３人 06-6411-0320 https://www.asunaro-hyogo.com/amagasaki/top.html

25 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」　徒歩３分 ３１人 １０２人

保育士

幼稚園教諭二種

２人

072-765-0770 https://e-akane.com/tanabata

26 なかよし保育園 宝塚市中筋2-10-18
ＪＲ「中山寺」　徒歩８分

阪急「中山観音」　徒歩12分
４３人 １２０人 保育士　２人 0797-80-4152 https://swc-aiwakai.jp/child/nakayoshi/

あおい宙　川西 川西市久代6-1-91 ＪＲ「北伊丹」　徒歩２分 ３５人 １３３人 保育教諭　若干名 072-767-1510 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４分 １０人 １９人 保育士　若干名 072-755-0234 http://www.aoisora-kawanishi.com/kushiro.html

28 川面ちどり保育園 宝塚市川面3-24-13 阪急「宝塚」・JR「宝塚」　徒歩４分 ３３人 １２０人 保育士 ２～３人 0797-26-8156 https://www.chidori.or.jp/facility/hoiku_kawamo/

打出保育所 芦屋市宮川町4-10 阪神「打出」　徒歩８分 ２０人 ９０人 保育士 １～２人 0797-22-5725 https://www.uchide-hoikusho.jp/

甲南山手保育園 神戸市東灘区本庄町1-10-2 ＪＲ「甲南山手」　徒歩５分 ２７人 １０２人 保育士 １～２人 078-441-0003 https://hoiku.konan-yamate.jp

保育教諭 約２０人

(法人採用）
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兵庫県保育協会　保育フェア２０２3　出展園一覧 東播磨地域
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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」　徒歩４分 ４０人 ２１５人 保育士　若干名 078-934-0333

桜町COCORO保育園 明石市桜町10-18 ＪＲ「明石」　徒歩４分 １５人 ６０人 保育士　若干名 078-920-9770

大久保COCORO保育園 明石市大久保大窪211-7 ＪＲ「大久保」　徒歩５分 １５人 ６０人 保育士　若干名 078-935-6555

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」　徒歩10分 ３２人 １５５人 保育教諭 ２～３人 079-435-2532

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」　徒歩20分 ２８人 ９５人 保育教諭 ２～３人 079-420-3005

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」　徒歩10分 ２６人 ９０人 保育教諭 ２～３人 079-453-4700

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」　徒歩20分 ２７人 １１０人 保育教諭 ２～３人 079-453-6060

30 いなみ野　母里こども園 加古郡稲美町野寺95-5 全職員マイカー通勤（駐車場完備） ４９人 １９５人
保育教諭・保育士

２人
078-495-2343 https://www.morihoikuen.or.jp

31 四恩こども園 多可郡多可町中区曽我井896-7
神姫バス「曽我井」、「曽我井西」

　徒歩５分
３０人 ７５人 保育教諭　１人 0795-32-2915 https://shionkodomoen.com

エンゼル認定こども園 三木市大村1067-349 神鉄「大村」　徒歩３分 ３５人 １６５人 保育教諭　３人 0794-82-2946

リトルエンゼル 三木市加佐237-6 神鉄「三木」　徒歩10分 １０人 １９人 保育士　１人 0794-82-3221

いすみ認定こども園 三木市口吉川町大島854 神姫バス「昭和堂」　徒歩４分 ２０人 ７５人
保育教諭・栄養士

３人
0794-88-0811 http://izumikodomoen.ed.jp

よかわ認定こども園 三木市吉川町みなぎ台1-31-4 神姫バス「みなぎ台」　徒歩３分 ２３人 ９５人
保育教諭・栄養士

３人
0794-73-1171 https://www.yokawakodomoen.jp

加古のうみこども園 加古川市別府町中島町7 山電「別府」　徒歩10分 ３３人 ２１０人 保育教諭　１人 079-435-4056

加古川こども園 加古川市加古川町木村196-3 ＪＲ「加古川」　徒歩15分 ３２人 １６０人 保育教諭　１人 079-422-2824

加古のみやこども園 加古川市神野町西条481 ＪＲ「神野」　徒歩10分 ２４人 １３０人 保育教諭　１人 079-438-6422

星鈴保育園 明石市明南町2-4-25 ＪＲ「西明石」　自転車８分 ２６人 １２０人 保育士　２人 078-921-5511

きらりん保育園 明石市魚住町住吉4-6-5 ＪＲ「魚住」　自転車７分 ２３人 ８０人 保育士　２人 078-965-6585

39 みつばこども園 明石市大久保町大久保町827-1 ＪＲ「大久保」　徒歩12分 ２４人 １０２人 保育教諭　2人 078-936-3282 https://mitsuba-kodomoen.jp

40 認定こども園　大久保保育園 明石市大久保町大窪1865-7 ＪＲ「大久保」バス６分　徒歩２分 ２０人 １１８人 保育士　３人 078-936-1471 https://okubo-hoikuen.or.jp

41
保育所型認定こども園

太寺保育園
明石市太寺2-10-35

ＪＲ「明石」から神姫バス「太寺」

　徒歩３分
２８人 １５０人 保育教諭 078-911-3753 https://taiderahoikuen.com

42 認定こども園　都台こども園 加古川市上荘町都染314-1 ＪＲ「厄神」　徒歩20分 － １６５人 保育教諭 ２～３人 079-428-3188 http://www.miyakodai.com

43 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」　徒歩15分 ３０人 １３０人 保育教諭　３人 0794-85-3650 https://www.jiyuugaoka-kodomo.com

44 あけぼの認定こども園 三木市志染町井上684
神姫バス「井上」　徒歩３分

山陽自動車道三木東ICより５分
２１人 １００人 保育教諭　３人 0794-87-3222 https://shinsei-fukushikai.or.jp/

西脇こども園

（幼保連携型認定こども園）
西脇市西脇760-1

ＪＲ「西脇市」　車10分

神姫バス「西脇小学校前」　徒歩３分
５０人 ２８０人

保育教諭 2人

管理栄養士 1人

看護師 １人

0795-22-2909 http://www.nishiwakins.jp/nishiwaki

アミコ

（児童発達支援・放課後デイサービス）

西脇市西脇760-1

（西脇こども園内）

ＪＲ「西脇市」　車10分

神姫バス「西脇小学校前」　徒歩３分
６人 １０人

保育士

児童指導員

後任心理士

言語聴覚士

作業療法士

２人

0795-22-2909 http://www.nishiwakins.jp/amico

あおぞら保育園

（西脇市立西脇病院院内保育所）
西脇市下戸田652-1

ＪＲ「西脇」　車10分

神姫バス「西脇病院前」　徒歩２分
５人 ２５人 保育士　２人 0795-38-8570 http://www.nishiwakins.jp/aozora

17 https://www.cocoro-hoikuen.com

18 http://www.c-hoikuen.com

35 http://www.ans.co.jp/n/enzerukodomoen/

36

37 https://hyogo-hoiku.jp

38 http://www.seirin-welfare.com
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兵庫県保育協会　保育フェア２０２3　出展園一覧 西播磨地区

ブース№ 施設 (園）名 施設 (園）所在地 アクセス 職員数 園児定員 求人職種・人数 電話番号 ホームページ

32 陽光こども園
赤穂郡上郡町西野山字岩ノ元

289-48
ＪＲ「上郡」　車５分 ２９人 １２０人

保育教諭・調理員

3人
0791-52-3775 https://www.youkou.ed.jp/

認定こども園　どんぐりの家 相生市双葉1-4-3 ＪＲ「相生」　徒歩15分 ２２人 １１１人 保育教諭　2人 0791-22-0708 http://donguri.sun.bindcloud.jp/

保育園　ゆりかごの家 相生市大島町12－8 ＪＲ「相生」　徒歩15分 １３人 ３１人 保育士　２人 0791-22-0333 http://www.yurikago-sun.com

二葉保育園 揖保郡太子町太田2052 神姫バス「太田」　徒歩２分 － １０５人
保育教諭・栄養士

　数人
079-277-0163

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」　徒歩５分 － １００人
保育教諭・栄養士

　数人
079-276-7277

兵庫県保育協会　保育フェア２０２3　出展園一覧 但馬地域

ブース№ 施設 (園）名 施設 (園）所在地 アクセス 職員数 園児定員 求人職種・人数 電話番号 ホームページ

養父市立　小佐保育所 養父市八鹿町小佐885-1 八鹿氷ノ山ＩＣより車で９分 ５人 ２０人 保育教諭 若干名 079-662-3915

養父市立　伊佐こども園 養父市八鹿町浅間1256-5 八鹿氷ノ山ＩＣより車で13分 １５人 ５５人 保育教諭 若干名 079-662-2528

養父市立　宿南こども園 養父市八鹿町宿南1287 日高神鍋高原ＩＣより車で10分 ９人 ２０人 保育教諭 若干名 079-662-5110

養父市立　三谷こども園 養父市三谷35-1 養父ＩＣより車で６分 ７人 ３５人 保育教諭 若干名 079-666-0403

養父市立　広谷こども園 養父市広谷284-1 養父ＩＣより車で５分 ３５人 １８０人 保育教諭 若干名 079-664-0706

養父市立　養父こども園 養父市市場650-1 養父ＩＣより車で12分 １３人 ５０人 保育教諭 若干名 079-662-0365

養父市立　大屋こども園 養父市大屋町夏梅351 養父ＩＣより車で14分 １６人 ７５人 保育教諭 若干名 079-669-1103

養父市立　関宮こども園 養父市吉井269 八鹿氷ノ山ＩＣより車で16分 １７人 ９０人 保育教諭 若干名 079-667-2184

3 チャイルドハウスこども園 豊岡市下陰5 ＪＲ「豊岡」　徒歩20分 ４８人 １４５人

保育教諭・保育士

２人

管理栄養士・栄養

士

0796-29-3900 https://houyuukai.jp

枚田みのり保育園 朝来市和田山町枚田1649 ＪＲ「和田山」　徒歩25分 ３５人 １２０人 保育教諭　5人 079-672-5504 https://k-fukushikai.com/minori

めばえのにわ保育園 朝来市和田山町平野548 ＪＲ「和田山」　徒歩10分 １４人 ３０人 保育士　３人 079-670-2236 https://k-fukushikai.com/mebae

蓼川保育園

（蓼川こども園　令和6年4月開園）
豊岡市日高町祢布1001の2 ＪＲ「江原」　徒歩12分 ４１人

１20人

（160人）
0796-42-0169

蓼川第二保育園 豊岡市日高町鶴岡452の4 ＪＲ「江原」　徒歩４分 ２３人 ７０人 0796-42-1122

静修保育園 豊岡市日高町夏栗480の1 ＪＲ「江原」 ２１人 ４０人 0796-42-1056

きよたき認定こども園 豊岡市日高町山宮1374の5 ＪＲ「江原」 ２１人 ４５人 0796-45-0450

兵庫県保育協会　保育フェア２０２3　出展園一覧 淡路地域

ブース№ 施設 (園）名 施設 (園）所在地 アクセス 職員数 園児定員 求人職種・人数 電話番号 ホームページ

2 洲本こども園 洲本市本町7-4-25 淡路交通「築地町（イオンスタイル洲本前）」　徒歩５分 ３４人 １５８人 保育教諭　３人 0799-22-0897 https://enmikke.jp/facility/detail/2251/

保育教諭　３人 http://tadegawa.jp/

4

5

33

34 https://www.futaba-fniji.jp

1
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kodomo_ikusei

/3/2738.html
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