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1 社会福祉法人 愛育福祉会 みすまる保育園 653-0814 神戸市長田区池田広町3 みすまる保育園 078-691-6220 http://www.misumaruhoikuen.com

2 社会福祉法人 愛児会 あゆみ幼児園 651-2273 神戸市西区糀台3-32-7 幼保連携型認定こども園 ほそだ 078-641-6666 http://ayumi.or.jp/

認定こども園 ほそだ 653-0835 神戸市長田区細田町5-2-4

ほそだの実 653-0037 神戸市長田区大橋町5-3-1-215

3 社会福祉法人 愛心会 星の子こども園 651-1513 神戸市北区鹿の子台北町3-2-24 星の子こども園 078-951-1152 http://www.aishinkai.ne.jp/

星の杜こども園 651-1514 神戸市北区鹿の子台南町1-2-15

小規模保育園 ほしぞら 651-1505 神戸市北区道場町日下部1019-1-1Ｆ

小規模保育園 ステラ 651-1514 神戸市北区鹿の子台南町1-3-3

4 社会福祉法人 あじさい会 あじさいこども園 654-0103 神戸市須磨区白川台4-20-20 あじさいこども園 078-792-2345 http://azisaikai.com

若宮保育園 654-0049 神戸市須磨区若宮町3-3-17

5 社会福祉法人 イエス団 幼保連携型認定こども園 友愛幼児園 651-0076 神戸市中央区吾妻通5-2-20 神視保育園 078-576-4249 http://www.ans.co.jp/n/shinshinursery/

幼保連携型認定こども園 のぞみ保育園 654-0155 神戸市須磨区西落合7-1-1

神視保育園 653-0011 神戸市長田区三番町4-8

二宮保育園 651-0093 神戸市中央区二宮町1-5-2

6 社会福祉法人 鶯園 認定こども園 魚崎COCORO 658-0026 神戸市東灘区魚崎西町2-4-1 認定こども園 六甲道COCORO 078-882-1541 http://www.cocoro-hoikuen.com/

認定こども園 六甲道COCORO 657-0041 神戸市灘区琵琶町2-1-27

7 社会福祉法人 漆山福祉会 弁天こども園 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬555 弁天こども園 078-974-1750 http://www.benten.ed.jp

8 社会福祉法人 雄岡山福祉会 認定こども園 おっこう山 651-2303 神戸市西区神出町五百蔵142-400 認定こども園 おっこう山 078-965-1445 http://www.okkouyama-fukushikai.or.jp

認定こども園 鈴蘭台北町こども園 651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町6-1-18

認定こども園 山のまち 651-1221 神戸市北区緑町2-7-19

小規模保育園 すずきた 651-1131 神戸市北区北五葉1-13-1

9 社会福祉法人 勝原福祉会 神戸住吉保育園 658-0053 神戸市東灘区住吉宮町6-1-23

幼保連携型認定こども園 神戸潤和保育園 651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和1538-1 神戸潤和保育園 078-976-5700 http://www.katsuhara.or.jp

10 社会福祉法人 北須磨保育ｾﾝﾀｰ 幼保連携型認定こども園 北須磨保育センター 654-0142 神戸市須磨区友が丘3-107 北須磨保育センター 078-792-0674 http://www.kitasumahoiku-center.or.jp/

北須磨第2保育園 654-0121 神戸市須磨区妙法寺荒打300-1

11 社会福祉法人 くすの木福祉会 くすの木保育園 654-0131 兵庫県神戸市須磨区横尾1-10 くすの木保育園 078-743-1888 http://www.e-kusunoki.org

12 社会福祉法人 光朔会 オリンピア都こども園 657-0053 神戸市灘区六甲町5-2-12 オリンピア都こども園 078-805-5165 http://www.olympia.or.jp

オリンピア神戸北保育園 651-1515 神戸市北区上津台6-1-1

13 社会福祉法人 甲南愛育会 甲南こども園 658-0011 神戸市東灘区森南町3-1-4 甲南こども園 078-441-8345 http://www.konan-hoikuen.net

14 社会福祉法人神戸愛育会 あい保育園 651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬1137-8 あい保育園 078-974-5588 http://ai-hoiku.or.jp

15 社会福祉法人 神戸婦人同情会 幼保連携型認定こども園 青谷愛児園 657-0805 神戸市灘区青谷町2-1-9 青谷愛児園 078-871-9553 http://aotani-aijien.com/index.html

16 社会福祉法人 神戸YMCA福祉会 幼保連携型認定こども園 ＹＭＣＡ保育園 651-2103 神戸市西区学園西町5-4 ＹＭＣＡ保育園 078-794-3901 http://www.kobeymca.org/fukushikai/

幼保連携型認定こども園 ＹＭＣＡ保育園おひさま分園 651-2103 神戸市西区学園西町7-2-1

幼保連携型認定こども園 西神戸YMCA保育園 651-2103 神戸市西区学園西町1-1-2

幼保連携型認定こども園 神戸学園都市YMCAこども園 651-2102 神戸市西区学園東町2-1-3

17 社会福祉法人 子どもの家福祉会 本山北町あすのこども園 658-0003 神戸市東灘区本山北町3-2-28 本山北町あすのこども園 078-441-1905 http://www.hyogo-hoiku.jp

神戸市小規模保育事業 あすの乳児ルーム 658-0015 神戸市東灘区本山南町8丁目6-26

18 社会福祉法人 堺暁福祉会 きらり保育園 658-0012 神戸市東灘区本庄町1-3-1 きらり保育園 078-412-0415 http://www.akatsuki.or.jp/kirari.html

第2きらり保育園 658-0021 神戸市東灘区深江本町1-13-25

19 社会福祉法人 桜谷福祉会 幼保連携型認定こども園 神戸さくら保育園 657-0862 神戸市灘区浜田町2-2-15 神戸さくら保育園 078-858-8101 http://www.sakuradani-fukushikai.com/

幼保連携型認定こども園 石屋川くるみ保育園 658-0044 神戸市東灘区御影塚町2-22-19

20 社会福祉法人 三愛会 幼保連携型認定こども園 多聞台こども園 655-0007 神戸市垂水区多聞台3-9-13 多聞台こども園 078-781-2233

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 655-0051 神戸市垂水区舞多聞西6-1-6

21 社会福祉法人 サン福祉会 きたおおぎこども園 658-0014 神戸市東灘区北青木1-1-2 きたおおぎこども園 078-411-5421 http://wakaba-kids.com/oogi/

22 社会福祉法人 尚紫会 幼保連携型 めばえの園認定こども園 657-0841 神戸市灘区灘南通4-4-2 めばえの園認定こども園 078-806-3333 https://mebaenosono.jp/

幼保連携型 めばえの園認定こども園 すみれ分園 657-0835 神戸市灘区灘北通8-6-16

めばえすくすくルーム 657-0841 神戸市灘区灘南通3-1-5

23 社会福祉法人 十五社の会 幼保連携型認定こども園 八多保育園 651-1352 神戸市北区八多町下小名田320-1 八多保育園 078-951-0302 http://www.hatahoikuen.com/

24 社会福祉法人 頌栄会 認定こども園 頌栄保育園 651-1133 兵庫県神戸市北区鳴子2-11-2 頌栄保育園 078-593-3893 http://www.shoei-hoikuen.ed.jp

西鈴蘭台頌栄保育園 651-1132 兵庫県神戸市北区南五葉2-3-11

25 社会福祉法人 親愛会 光愛児園 657-0059 兵庫県神戸市灘区篠原南町5-3-15 光愛児園 078-871-7010 http://www.hikari-aijien.jp/

光愛児園SUN分園 657-0823 兵庫県神戸市灘区天城通1-2-11

26 社会福祉法人 信愛学園 御影のどか保育園 658-0047 神戸市東灘区御影3-28-1 御影のどか保育園 078-851-6261 https://nodoka-cg.com/

27 社会福祉法人 晋栄福祉会 たかとりちどり保育園 654-0026 神戸市須磨区大池町5-10-15 神戸元町ちどり保育園 078-341-5580 http://www.chidori.or.jp

神戸元町ちどり保育園 650-0012 神戸市中央区北長狭通8-5-5

28 社会福祉法人 神美会 神出保育園 651-2313 神戸市西区神出町田井寺垣内401-1 神出保育園 078-965-1351 http://www.kande-hoikuen.ed.jp

29 社会福祉法人 すずらんだい福祉会 すずらんキッズ 保育園 651-1113 神戸市北区鈴蘭台南町1-4-40 法人本部 078-591-2637 http://suzurankids.ed.jp

ななほし保育園 651-2111 神戸市西区池上1-13-11

（仮称）カナリア保育園

30 社会福祉法人 聖ミカエル保育園 聖ミカエル幼保連携型認定こども園 650-0004 神戸市中央区中山手通6-5-1 聖ミカエル幼保連携型認定こども園 078-341-8167 http://www.astok.ne.jp/~michaels/

31 社会福祉法人千ヶ峰会 ABCみかげ保育園 658-0046 神戸市東灘区御影本町6-1-15 ABCみかげ保育園 078-856-5158 http://sengaminekai.or.jp/mikage/

32 社会福祉法人 大慈厚生事業会 大慈幼保連携型認定こども園 650-0044 神戸市中央区東川崎町6-2-6 大慈幼保連携型認定こども園 078-671-0684 http://www.aianet.ne.jp/~daiji/

大慈ほまれ幼保連携型認定こども園 650-0026 神戸市中央区古湊通1-1-16

大慈ひょうご幼保連携型認定こども園 652-0823 神戸市兵庫区東出町2-12-9

大慈あい小規模保育園 650-0015 神戸市中央区多聞通2-1-12

33 社会福祉法人 泰福祉会 幼保連携型認定こども園 歌敷山保育園 655-0037 神戸市垂水区歌敷山2-5-9 歌敷山保育園 078-707-3369 http://www.tai-fukushi.com
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幼保連携型認定こども園 やまびこ保育園 654-0151 神戸市須磨区北落合2-11-15

34 社会福祉法人 種の会 幼保連携型認定こども園 はっとこども園 657-0855 神戸市灘区摩耶海岸通2-3-14 はっとこども園 078-805-3810 http://www.tanenokai.ed.jp

幼保連携型認定こども園 なかはらこども園 657-0825 神戸市灘区中原通6-4-5

35 社会福祉法人 千種会 甲南山手保育園 658-0012 神戸市東灘区本庄町1-10-2 甲南山手保育園 078-441-0003 http://hoiku.konan-yamate.jp/

36 社会福祉法人 出合福祉会 幼保連携型認定こども園　出合保育園 651-2137 神戸市西区玉津町出合224-2 出合保育園 078-927-6608 http://www.deai-fukushikai.com/deai/index.html

幼保連携型認定こども園　いたやど保育園 654-0024 神戸市須磨区大田町1-3-24

37 社会福祉法人 道心 幼保連携型おとぎ認定こども園 655-0874 神戸市垂水区美山台2-1-3 おとぎ認定こども園 078-753-1126 http://www.do-shin.jp

38 社会福祉法人 同朋福祉会 同朋保育園 657-0068 神戸市灘区篠原北町4-8-1 同朋にこにこ園 078-996-1525 http://doho.or.jp

幼保連携型認定こども園 同朋にこにこ園 651-2243 神戸市西区井吹台西町4-6

幼保連携型認定こども園 同朋住吉台こども園 658-0062 神戸市東灘区住吉台25-7

幼保連携型認定こども園 はたつかこども園 651-0068 神戸市中央区旗塚通4-4-20

39 社会福祉法人 豊富台福祉会 認定こども園　このみ保育園 651-1243 神戸市北区山田町下谷上字箕谷21-1 認定こども園　このみ保育園 078-583-2203 http://www.konomi-hoiku.jp

40 社会福祉法人 二人同心会 幼保連携型認定こども園 ポートピア 650-0046 神戸市中央区港島中町3-2-8 幼保連携型認定こども園 ポートピア 078-302-1234

41 社会福祉法人 ハーベスト 岡本ハーベスト保育園 658-0072 神戸市東灘区岡本1-11-5 岡本ハーベスト保育園 078-413-0415 http://www.harvest-school.com/okamoto-hoikuen/

42 社会福祉法人 枦谷福祉会 つぐみ保育園 651-2242 神戸市西区井吹台東町2-2-1 つぐみ保育園 078-991-1456 https://www.tsugumi.ed.jp/

枦谷つぐみ保育園 651-2234 神戸市西区櫨谷町池谷357-1

井吹北つぐみ保育園 651-2242 神戸市西区井吹台北町1-18

小規模保育園つぐみHouse 651-2244 神戸市西区井吹台東町1-1-1

43 社会福祉法人 博光福祉会 花音つばさこども園 657-0836 神戸市灘区城内通1-6-32 花音つばさこども園 078-801-0283 http://m-tsubasa.ed.jp/kanon/

44 社会福祉法人 ひとまる会 なかよし保育園 651-2120 神戸市西区和井取5-17 なかよし保育園 078-975-6840

ひとまる保育園 655-0006 神戸市垂水区本多聞1-20-40

すまいる保育園 654-0074 神戸市須磨区高倉町1-6-24

45 社会福祉法人 日の出福祉会 ふかえ虹こども園 658-0021 神戸市東灘区深江本町4-1-12 関西児童福祉事業部 079-441-8423 http://hinode.or.jp/

おかもと虹こども園 658-0072 神戸市東灘区岡本3-2-6

かすみがおか虹こども園 655-0039 神戸市垂水区霞ヶ丘1-6-19

46 社会福祉法人 平野福祉会 平野保育園 651-2254 神戸市西区平野町芝崎298-1 平野保育園 078-961-0840 http://www.hirano.or.jp/

美賀多保育園 651-2277 神戸市西区美賀多台3-13-1

わらべ保育園 651-2146 神戸市西区宮下3-12-13

みかた駅前園 651-2273 神戸市西区糀台5-10-2西神センタービル2Ｆ

47 社会福祉法人 フジの会 モーツァルトこども園 658-0015 神戸市東灘区本山南町8-3-3 モーツァルトりた保育園 078-521-1111 http://kodomoen.com/

モーツァルト兵庫こども園 652-0803 神戸市兵庫区大開通10-1-4

モーツァルトりた保育園 652-0801 神戸市兵庫区中道通3-4-8

モーツァルト兵庫駅ナカ小規模保育園 652-0897 神戸市兵庫区駅南通5-3-7

48 社会福祉法人 釜城会 神戸エンゼル認定こども園 653-0054 神戸市長田区長楽町4-4-3 神戸エンゼル認定こども園 078-732-7887 http://www.ans.co.jp/n/kobeenzerukodomoen/

49 社会福祉法人 ぶどうの枝福祉会 光の子認定こども園 658-0032 神戸市東灘区向洋町中2-3 光の子認定こども園 078-857-1577 http://www.hikarinoko-nursery.jp/

50 社会福祉法人 報恩感謝会 たから保育園 653-0022 神戸市長田区東尻池町4‐13‐11 報恩感謝会 078‐671‐2063 http://houonkansyakai.com

あさひ保育園 651-2225 神戸市西区桜が丘東町1‐3‐1

竹の台保育園 651-2274 神戸市西区竹の台2‐20‐2

大同保育園 652-0062 神戸市兵庫区大同町2‐2‐16

たかつか保育園 655-0009 神戸市垂水区小束山手1‐24‐1

51 社会福祉法人 豊友会 幼保連携型認定こども園 村雨こども園 654-0052 神戸市須磨区行幸町1-2-26 村雨こども園 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 654-0052 神戸市須磨区行幸町1-2-5メゾン須磨２０００

村雨ほほえみ保育園 654‐0055 神戸市須磨区須磨浦通5‐6‐20須磨の浦ビューハイツ

52 社会福祉法人 学が丘福祉会 学が丘保育園 655-0004 神戸市垂水区学が丘4-9-10 学が丘保育園 078-781-0303 http://www.manabigaoka.com

53 社会福祉法人 みかり会 幼保連携型認定こども園 多夢の森 655-0043 神戸市垂水区南多聞台4-4-50 心の森 078‐787‐3500 https://recruit.mikarikai.jp/

幼保連携型認定こども園 夢の森 651-0016 神戸市垂水区高丸6-3-1

幼保連携型認定こども園 花の森 655-0852 神戸市垂水区名谷町1941-1

幼保連携型認定こども園 上高丸 655-0016 神戸市垂水区高丸8-15-12

幼保連携型認定こども園 心の森 655-0031 神戸市垂水区清水が丘3-1-16

小規模保育事業 花の森 655-0852 神戸市垂水区名谷町字大谷1905‐7‐201

54 社会福祉法人 翠福祉会 みどりこども園 651-1233 神戸市北区日の峰1-20-1 みどりこども園 078-581-7077 http://midori-fukushikai.or.jp/

名谷みどりこども園 654-0154 神戸市須磨区中落合2-3-2

55 社会福祉法人 みのり福祉会 幼保連携型 つきかげ認定こども園 651-1302 神戸市北区藤原台中町2-5-1 つきかげ認定こども園 078-987-4154 http://www.tsukikage-kobe.jp

56 社会福祉法人 持子福祉会 持子保育園 651-2131 神戸市西区持子3-114 持子保育園 078-927-8713 http://mochiko.info/

57 社会福祉法人 友朋会 認定こども園 あおい宙 658-0015 神戸市東灘区本山南町7-5-21 認定こども園 あおい宙 078-441-2444 http://www.aoisora-ufo.com

あおい宙 もとやま 658-0081 神戸市東灘区田中町2丁目1-1-1104

あおい宙 こうなん 658-0084 神戸市東灘区甲南町３丁目３番２７号ロイヤル甲南１階

58 社会福祉法人 ゆたか福祉会 御崎保育所 652-0871 神戸市兵庫区浜山通2-2-7 御崎保育所 078-671-4000 http://www.misaki.yutakafukushikai.com/index.html

59 社会福祉法人 夢工房 幼保連携型認定こども園 夢 658-0053 神戸市東灘区住吉宮町1-2-27 幼保連携型認定こども園 夢 078-858-9614 http://www.yumekoubou.or.jp

60 社会福祉法人 ゆりかご 幼保連携型認定こども園 ゆりかごこども園 652-0054 神戸市兵庫区氷室町2-14-1 ゆりかごこども園 078-521-1122 http://www.yurikago-ed.jp/kobe/

61 社会福祉法人 陽光会 たけのこども園 655-0891 神戸市垂水区山手2-3-18 たけのこども園 078-753-7777 http://www.yokokai-h.jp/

滝の茶屋保育園 655-0884 神戸市垂水区城が山1-6-22

しおやこども園 655-0872 神戸市垂水区塩屋町3-23-1

ちとせこども園 654-0027 神戸市須磨区千歳町4-3-36

東垂水保育園 655-0891 神戸市垂水区山手7-4-7

62 社会福祉法人 よつば福祉会 幼保連携型認定こども園 ひまわりこども園 651-2105 神戸市西区伊川谷町上脇24 ひまわりこども園 078-978-0220 http://himawari-nursery.com

63 社会福祉法人 和光福祉会 幼保連携型認定こども園 なごみ保育園 651-2105 神戸市西区伊川谷町上脇字平山952‐1 なごみ保育園 078-978-0753 http://www.kobe-wako.jp/nagomi/index.html
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64 学校法人 青い鳥学園 ブルーノの森保育園 658-0014 神戸市東灘区北青木2-9-24 ブルーノの森保育園 078-411-8048 http://www.aoitori.ed.jp

65 学校法人 八幡学園 八幡幼稚園・八幡ピジョン保育園 657-0038 神戸市灘区深田町1-1-3 八幡幼稚園・八幡ピジョン保育園 078-862-1330 http://www.yahata.ed.jp/

66 ㈱global bridge大阪 アイテラス保育園 甲南山手園 658-0011 神戸市東灘区森南町1-6-16 ㈱global bridge大阪 06-6136-3357 https://hoiku.kaisei-group.co.jp/

新神戸アイテラス保育園 651-0092 神戸市中央区生田町1-2-34

67 神戸電鉄株式会社 谷上保育園 651-1245 神戸市北区谷上東町1-1 谷上保育園 078-586-5866 http://www.shintetsu.co.jp/life/hoiku/tanigami/index.html

68 (有)エムツーコーポレーション ハートランドCampus 655-0046 神戸市垂水区舞子台7-3-7 ハートランドCampus 078-784-1212 https://www.m2-corporation.co.jp/campus/

69 社会福祉法人 有馬福祉会 有馬保育園 651-1401 神戸市北区有馬町1644 有馬保育園 078-904-4190 http://www.umearimahoikuen.net/

ろっこうARIMA保育園 657-0051 神戸市灘区八幡町4-5-13

70 社会福祉法人 明進會 幼保連携型認定こども園 たるみ保育園 655-0892 神戸市垂水区平磯4-5-14 事務局 078-707-5888 http://meishinkai-tarumi.jp/

小規模保育園 たるみ駅ナカ 655-0027 神戸市垂水区神田町1-20 JR垂水駅構内

71 一般社団法人 未来会 きたの小規模保育園 650-0003 神戸市中央区山本通3-1-1-101 きたの小規模保育園 078-230-2228 https://www.miraikai.ed.jp/about

72 株式会社 京進 ＨＯＰＰＡ灘園 657-0844 神戸市灘区都通2-1-26-1Ｆ ＭＧ西日本人事課 075-354-5174 https://hoppa.jp

ＨＯＰＰＡ東灘園 658-0081 神戸市東灘区田中町5-1-12-103

ＨＯＰＰＡ甲南山手園 658-0011 神戸市東灘区森南町3-1-7

ＨＯＰＰＡ神戸駅前園 650-0025 神戸市中央区相生町5-10-1-105

ＨＯＰＰＡ六甲駅園 657-0062 神戸市灘区寺口町14-8-1Ｆ

73 株式会社 ポピンズ 大阪支社 ポピンズ小規模保育園 ＨＡＴ神戸 657-0855 神戸市灘区摩耶海岸通2-3-13-106 ポピンズ 大阪支社 ナーサリー事業部 06-6367-2100 http://www.poppins.co.jp

ポピンズ小規模保育園 神戸旧居留地 650-0037 神戸市中央区明石町30-301

74 株式会社 エムズ さんのみやキッズ 651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町5-6-19 さんのみやキッズ 078-761-4152 https://www.ms-mirai1995.co.jp

はっぴぃばーす KOBE 650-0001 神戸市中央区加納町3-13-3

75 明海興産 株式会社 くじら保育園 神戸六甲園 657-0057 神戸市灘区神ノ木通3-6-28-2Ｆ 078-392-1256 http://kujira-kids.jp

76 株式会社 パワフルケア ＲＩＣホープ御影 658-0054 神戸市東灘区御影中町4-1-31 本部 業務部 072-681-7465 http://www.pcare.jp

77 NPO法人 ＫＯＧＵＭＡ こぐまプリスクール新長田園 653-0038 神戸市長田区若松町3-1-2-2Ｆ こぐまプリスクール岡場園 078-595-7673 http://ps.kogumakoguma.jp/

こぐまプリスクール舞子園 655-0048 神戸市垂水区西舞子3-8-16-2Ｆ

こぐまプリスクール板宿園 654-0005 神戸市須磨区川上町3-1-20-1Ｆ

こぐまプリスクール北神戸園 651-1351 神戸市北区八多町中1150

こぐまプリスクール岡場園 651-1302 神戸市北区藤原台中町2-16-9-101

78 生活協同組合 コープこうべ コープこうべの保育園 どんぐりっこ もとやま 658-0081 神戸市東灘区田中町2-9-10-1Ｆ 福祉事業部 078-431-5061 https://ck.coop-kobe.net/hoikuen/
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