
兵庫県保育園・幼稚園合同就職フェア2019　出展施設（保育園関係）

＜神戸地区＞

Ｎｏ 施設（園）名 所在地 電話番号 ホームページ 法人名

あゆみ幼児園 神戸市西区糀台3-32-7 078-991-3100 http://ayumi.or.jp/

認定こども園 ほそだ
神戸市長田区細田町5-2-
4

078-641-6666 http://ayumi.or.jp/

星の子こども園
神戸市北区鹿の子台北町
3-2-24

078-951-1152 http://www.aishinkai.ne.jp

星の杜こども園
神戸市北区鹿の子台南町
1-2-15

078-952-0415 http://www.aishinkai.ne.jp

小規模保育園 ほしぞら
神戸市北区道場町日下部
1019-1 1F

078-951-1154 http://www.aishinkai.ne.jp

小規模保育園 ステラ
神戸市北区鹿の子台南町
1-3-3

078-951-4155 http://www.aishinkai.ne.jp

あじさいこども園
神戸市須磨区白川台4-
20-20

078-792-2345 http://azisaikai.com

若宮保育園
神戸市須磨区若宮町3-3-
17

078-735-3277 http://azisaikai.com

4 小束山認定こども園
神戸市垂水区小束山本町
2-13-1

078-783-0003
http://ayumikai-
hoiku.com/

社会福祉法人
あゆみ会

幼保連携型認定こども園
友愛幼児園

神戸市中央区吾妻通5-2-
20

078-231-5818
http://www.city.kobe.lg.jp/
child/grow/shinseido/img
/yuuai2 pdf

幼保連携型認定こども園
のぞみ保育園

神戸市須磨区西落合7-1-
1

078-791-8446
http://www.ans.co.jp/n/n
ozominursery

神視保育園 神戸市長田区三番町4-8 078-576-4249
http://www.ans.co.jp/n/s
hinshinursery

二宮保育園
神戸市中央区二宮町1-5-
2

078-803-8866 作成中

認定こども園 魚崎
COCORO

神戸市東灘区魚崎西町2-
4-1

078-858-5561
http://cocoro-
hoikuen.com

認定こども園 六甲道
COCORO

神戸市灘区琵琶町2-1-27 078-882-1541
http://cocoro-
hoikuen.com

認定こども園 おっこう山
神戸市西区神出町五百蔵
142-400

078-965-1445
http://www.okkouyama-
fukushikai.or.jp/okkouyam
a/

認定こども園
鈴蘭台北町こども園

神戸市北区鈴蘭台北町6-
1-18

078-592-5911
http://www.okkouyama-
fukushikai.or.jp/suzurandai
/

認定こども園 山のまち 神戸市北区緑町2-7-19 078-581-1121
http://www.okkouyama-
fukushikai.or.jp/yamanoma
chi/

小規模保育園 すずきた 神戸市北区北五葉1-13-1 078-596-6980
http://www.okkouyama-
fukushikai.or.jp/suzukita/

神戸潤和保育園
神戸市西区伊川谷町潤和
1538-1

078-976-5700
http://www.katsuhara.or.j
p

神戸住吉保育園
神戸市東灘区住吉宮町6-
1-23

078-858-6080
http://www.katsuhara.or.j
p

幼保連携型認定こども園
北須磨保育センター

神戸市須磨区友が丘3-
107

078-792-0674 http://kitasuma.ed.jp/

北須磨第２保育園
神戸市須磨区妙法寺字荒
打300-1

078-743-4780
http://www.kitasumahoiku
-
center or jp/hoiku2nd/ind

8
社会福祉法人
勝原福祉会

9
社会福祉法人
北須磨保育セ

ンター

5
社会福祉法人

イエス団

6
社会福祉法人

鶯園

7
社会福祉法人
雄岡山福祉会

3
社会福祉法人

あじさい会

1
社会福祉法人

愛児会

2
社会福祉法人

愛心会



オリンピア都こども園 神戸市灘区六甲町5-2-12 078-805-5165 http://www.olympia.or.jp

オリンピア神戸北保育園 神戸市北区上津台6-1-1 078-986-0820 http://www.olympia.or.jp

11 甲南こども園
神戸市東灘区森南町3-1-
4

078-441-8345
http://konan-
hoikuen.net/

社会福祉法人
甲南愛育会

12
幼保連携型認定こども園
あい保育園

神戸市西区伊川谷町有瀬
1137-8

078-974-5588 http://ai-hoiku.or.jp
社会福祉法人
神戸愛育会

13
幼保連携型認定こども園
青谷愛児園

神戸市灘区青谷町2-1-9 078-871-9553
http://aotani-
aijien.com/index.html

社会福祉法人神
戸婦人同情会

幼保連携型認定こども園
YMCA保育園

神戸市西区学園西町5-4 078-794-3901
https://kobeymca.org/fuk
ushikai/facility/ymcahoiku
en/幼保連携型認定こども園

YMCA保育園おひさま分
園

神戸市西区学園西町7-2-
1-101

078-794-4080
https://kobeymca.org/fuk
ushikai/facility/ohisamaho
ikuen/

幼保連携型認定こども園
西神戸YMCA保育園

神戸市西区学園西町1-1-
2

078-792-1011
https://kobeymca.org/fuk
ushikai/facility/nishikobeh
oikuen/幼保連携型認定こども園

神戸学園都市YMCAこど
も園

神戸市西区学園東町2-1-
3

078-791-2955
https://kobeymca.org/fuk
ushikai/facility/gakuenkod
omoen/

15 本山北町あすのこども園
神戸市東灘区本山北町3-
2-28

078-441-1905
http://hyogo-
hoiku.jp/category/motoya
makita

社会福祉法人子ど
もの家福祉会

きらり保育園
神戸市東灘区本庄町1-3-
1

078-412-0415
http://www.akatsuki.or.jp/
kirari.html

第２きらり保育園
神戸市東灘区深江本町1-
13-25

078-411-2003
http://www.akatsuki.or.jp/
dainikirari.html

神戸さくら保育園 神戸市灘区浜田町2-2-15 078-858-8101

石屋川くるみ保育園
神戸市東灘区御影塚町2-
22-19

078-842-4152

幼保連携型認定こども園
多聞台こども園

神戸市垂水区多聞台3-9-
13

078-781-2286

幼保連携型認定こども園 多聞
台こども園分園 舞多聞こ
ども園

神戸市垂水区舞多聞西6-
1-6

078-781-2233

19 きたおおぎこども園
神戸市東灘区北青木1-1-
2

078-411-5421 http://wakaba-kids.com/
社会福祉法人
サン福祉会

20 光愛児園・SUN分園
神戸市灘区篠原南町5-3-
15

078-871-7010 http://hikari-aijien.jp/
社会福祉法人

親愛会

21 御影のどか保育園 神戸市東灘区御影3-28-1 078-851-6261 https://nodoka-cg.com
社会福祉法人

信愛学園

たかとりちどり保育園
神戸市須磨区大池町5-
10-15

078-732-2500 http://www.chidori.or.jp

神戸元町ちどり保育園
神戸市中央区北長狭通8-
5-5

078-341-5580 http://www.chidori.or.jp

23 神出保育園
神戸市西区神出町田井寺
垣内401-1

078-965-1351
http://www.kande-
hoikuen.ed.jp

社会福祉法人
神美会

すずらんキッズ保育園
神戸市北区鈴蘭台南町1-
4-40

078-591-2637 http://suzurankids.ed.jp/

認定こども園 ななほし保
育園

神戸市西区池上1-13-11 078-976-7784 http://suzurankids.ed.jp/

25
聖ミカエル幼保連携型認
定こども園

神戸市中央区中山手通6-
5-1

078-341-8167
http://www.astok.ne.jp/~
michaels/index.html

社会福祉法人聖ミ
カエル保育園

26 ABCみかげ保育園
神戸市東灘区御影本町6-
1-15

078-856-5158
http://www.sengaminekai.
or.jp/mikage

社会福祉法人
千ヶ峰会

18
社会福祉法人

三愛会

22
社会福祉法人
晋栄福祉会

24
社会福祉法人
すずらんだい

福祉会

14
社会福祉法人
神戸YMCA福

祉会

16
社会福祉法人
堺暁福祉会

17
社会福祉法人
桜谷福祉会

10
社会福祉法人

光朔会



大慈幼保連携型認定こど
も園

神戸市中央区東川崎町6-
2-6

078-671-0684 www.aianet.ne.jp/~daiji/

大慈ほまれ幼保連携型認
定こども園

神戸市中央区古湊通1-1-
16

078-351-0667
www.aia.ne.jp/~daiji-
homare

大慈ひょうご幼保連携型
認定こども園

神戸市兵庫区東出町2-
12-9

078-671-0173 www.aia.ne.jp/~hyogo

大慈あい小規模保育園
神戸市中央区多聞通2-1-
12

078-351-3000 www.aia.ne.jp/~daiji-ai/

幼保連携型認定こども園
歌敷山保育園

神戸市垂水区歌敷山2-5-
9

078-707-3369
www.tai-
fukushi.com/utashikiyama

幼保連携型認定こども園
やまびこ保育園

神戸市須磨区北落合2-
11-15

078-791-3369
www.tai-
fukushi.com/yamabiko/

幼保連携型認定こども園
はっとこども園

神戸市灘区摩耶海岸通2-
3-14

078-805-3810 http://www.tanenokai.jp/

幼保連携型認定こども園
なかはらこども園

神戸市灘区中原通6-4-5 078-871-2330 http://www.tanenokai.jp/

幼保連携型認定こども園
いたやど保育園

神戸市須磨区大田町1-3-
24

078-735-3660
http://www.deai-
fukushikai.com/

幼保連携型認定こども園
出合保育園

神戸市西区玉津町出合
224-2

078-927-6608
http://www.deai-
fukushikai.com/

同朋保育園
神戸市灘区篠原北町4-8-
1

078-861-1624
http://dohohoikuen.doho.o
r.jp/

幼保連携型認定こども園
同朋にこにこ園

神戸市西区井吹台西町4-
6

078-996-1525 http://niconico.doho.or.jp

幼保連携型認定こども園
同朋住吉台こども園

神戸市東灘区住吉台25-7 078-846-6011
http://sumiyoshidai.doho.
or.jp/

幼保連携型認定こども園
はたつかこども園

神戸市中央区旗塚通4-4-
20

078-221-5100
http://hatatsuka.doho.or.j
p/

32
認定こども園 このみ保育
園

神戸市北区山田町下谷上
字箕谷21-1

078-583-2203
http://www.konomi-
hoiku.jp

社会福祉法人
豊富台福祉会

つぐみ保育園
神戸市西区井吹台東町2-
2-1

078-991-1456
https://www.tsugumi.ed.jp
/tsugumi/

枦谷つぐみ保育園
神戸市西区枦谷町池谷
357-1

078-990-0293
https://www.tsugumi.ed.jp
/hasetani_tsugumi/

井吹北つぐみ保育園
神戸市西区井吹台北町1-
18

078-996-0293
https://www.tsugumi.ed.jp
/ibukikita_tsugumi/

小規模保育 つぐみHouse
神戸市西区井吹台東町1-
1-1

078-997-7293
https://www.tsugumi.ed.jp
/tsugumi_house/

34 花音つばさこども園 神戸市灘区城内通1-6-32 078-801-0283
http://m-
tsubasa.ed.jp/kanon/

社会福祉法人
博光福祉会

なかよし保育園 神戸市西区和井取5-17 078-975-6840

ひとまる保育園
神戸市垂水区本多聞1-
20-40

078-784-5984

すまいる保育園
神戸市須磨区高倉町1-6-
24

078-731-7076

ふかえ虹こども園
神戸市東灘区深江本町4-
1-12

078-413-4124 www.hinode-wf.com/

おかもと虹こども園 神戸市東灘区岡本3-2-6 078-412-2262 www.hinode-wf.com/

かすみがおか虹こども園
神戸市垂水区霞ヶ丘1-6-
19

078-707-5554 www.hinode-wf.com/

35
社会福祉法人

ひとまる会

36
社会福祉法人
日の出福祉会

30
社会福祉法人
出合福祉会

31
社会福祉法人
同朋福祉会

33
社会福祉法人
枦谷福祉会

27
社会福祉法人
大慈厚生事業

会

28
社会福祉法人

泰福祉会

29
社会福祉法人

種の会



平野保育園
神戸市西区平野町芝崎
298-1

078-961-0840 http://www.hirano.or.jp/

美賀多保育園
神戸市西区美賀多台3-
13-1

078-961-0940 http://www.hirano.or.jp/

わらべ保育園 神戸市西区宮下3-12-13 078-921-0740 http://www.hirano.or.jp/

みかた駅前園
神戸市西区糀台5-10-2
西神センタービル2階

078-992-0200 http://www.hirano.or.jp/

モーツァルトこども園
神戸市東灘区本山南町8-
3-3

078-431-3111 http://kodomoen.com

モーツァルト兵庫こども園
神戸市兵庫区大開通10-
1-4

078-575-6666
http://kodomoen.com/hyo
go

モーツァルトりた保育園
神戸市兵庫区中道通3-4-
18

078-521-1111 http://kodomoen.com/rita

モーツァルト兵庫駅ナカ
小規模保育園

神戸市兵庫区駅南通5-3-
7

078-531-2222
http://kodomoen.com/hyo
go_ekinaka

39
神戸エンゼル認定こども
園

神戸市長田区長楽町4-4-
3

078-732-7887
http://www.ans.co.jp/n/k
obeenzerukodomoen/

社会福祉法人
釜城会

40 光の子認定こども園
神戸市東灘区向洋町中2-
3

078-857-1577
http://www.hikarinoko-
nursery.jp/index.html

社会福祉法人ぶど
うの枝福祉会

たから保育園
神戸市長田区東尻池町4-
13-11

078-651-5211 https://takara-kodomo.jp

あさひ保育園
神戸市西区桜が丘東町1-
3-1

078-994-0170
https://hoiku-
kobe.jp/asahi/

竹の台保育園 神戸市西区竹の台2-20-2 078-992-0277
www.takenodai-
hoikuen.com

大同保育園
神戸市兵庫区大同町2-2-
16

078-521-5081
https://www.daidou10.co
m

たかつか保育園
神戸市垂水区小束山手1-
24-1

078-795-2424
https://www.takatsuka201
7.com

幼保連携型認定こども園
村雨こども園

神戸市須磨区行幸町1-2-
26

078-733-4363
https://murasame-
kobe.com

幼保連携型認定こども園
村雨こども園愛分園

神戸市須磨区行幸町1-2-
5メゾン須磨2000

078-735-7008

村雨ほほえみ保育園
神戸市須磨区須磨浦通5-
6-20須磨の浦ビューハイ
ツ1F

078-647-8484

43 学が丘保育園
神戸市垂水区学が丘4-9-
10

078-781-0303 http://manabigaoka.com/
社会福祉法人
学が丘福祉会

幼保連携型認定こども園
多夢の森

神戸市垂水区南多聞台4-
4-50

078-787-0939 http://recruit.mikarikai.jp/

幼保連携型認定こども園
夢の森

神戸市垂水区高丸6-3-1 078-704-3008 http://recruit.mikarikai.jp/

幼保連携型認定こども園
花の森

神戸市垂水区名谷町
1941-1

078-791-0601 http://recruit.mikarikai.jp/

幼保連携型認定こども園
上高丸

神戸市垂水区高丸8-15-
12

078-709-4018 http://recruit.mikarikai.jp/

幼保連携型認定こども園
心の森

神戸市垂水区清水が丘3-
1-16

078-787-3500 http://recruit.mikarikai.jp/

神戸市小規模保育事業
花の森

神戸市垂水区名谷町字
1905-7

078-742-6090 http://recruit.mikarikai.jp/

名谷みどりこども園
神戸市須磨区中落合2-3-
2

078-797-7077
http://midori-
fukushikai.or.jp

みどりこども園 神戸市北区日の峰1-20-1 078-581-7077
http://midori-
fukushikai.or.jp

44
社会福祉法人

みかり会

45
社会福祉法人

翠福祉会

38
社会福祉法人

フジの会

41
社会福祉法人
報恩感謝会

42
社会福祉法人

豊友会

37
社会福祉法人
平野福祉会



46
幼保連携型
つきかげ認定こども園

神戸市北区藤原台中町2-
5-1

078-987-4154
http://www.tsukikage-
kobe.jp

社会福祉法人
みのり福祉会

47 持子保育園 神戸市西区持子3-114 078-927-8713 http://mochiko.info
社会福祉法人
持子福祉会

48 認定こども園 あおい宙
神戸市東灘区本山南町7-
5-21

078-441-2444
http://www.aoisora-
ufo.com/

社会福祉法人
友朋会

49 御崎保育所
神戸市兵庫区浜山通2-2-
7

078-671-4000
http://www.misaki.yutakaf
ukushikai.com

社会福祉法人
ゆたか福祉会

50
幼保連携型認定こども園
夢

神戸市東灘区住吉宮町1-
2-27

078-858-9614
http://www.yumekoubou.o
r.jp

社会福祉法人
夢工房

51
幼保連携型認定こども園
ゆりかごこども園

神戸市兵庫区氷室町2-
14-1

078-521-1122
http://www.yurikago-
ed.jp/kobe/

社会福祉法人
ゆりかご

たけのこども園 神戸市垂水区山手2-3-18 078-753-7777 http://takeno-ho.jp

滝の茶屋保育園
神戸市垂水区城が山1-6-
22

078-753-3634 http://takinochaya-ho.jp

しおやこども園
神戸市垂水区塩屋町3-
23-1

078-753-4334 http://shioya-ho.jp

ちとせこども園
神戸市須磨区千歳町4-3-
36

078-735-0761 http://chitose-ho.jp

東垂水保育園 神戸市垂水区山手7-4-7 078-753-1902
http://higashitarumi-
ho.jp/

53
幼保連携型認定こども園
ひまわりこども園

神戸市西区伊川谷町上脇
24

078-978-0220
http://himawari-
nursery.com/

社会福祉法人
よつば福祉会

アイテラス保育園甲南山
手園

神戸市東灘区森南町1-6-
16

078-414-7280
https://hoiku.kaisei-
group.co.jp/

新神戸アイテラス保育園
神戸市中央区生田町1-2-
34

078-200-5550
https://hoiku.kaisei-
group.co.jp/

55 谷上保育園 神戸市北区谷上東町1-1 078-586-5866
神戸電鉄
株式会社

ドレミキッズ保育園
神戸市垂水区舞子台2-9-
5

078-784-8881 http://www.heartfield.jp

小規模保育 ハープキッズ
神戸市垂水区舞子台2-9-
5

078-783-7733 http://www.heartfield.jp

54
株式会社
global bridge
大阪

56
株式会社
ハートフィール
ド

52
社会福祉法人

陽光会
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