
分類について 「神⼾市幼児教育・保育無償化サポートWEB」は以下のwebページに掲載しています。
認定こども園　保護者の働いているいないに関わらず、教育・保育を⼀体的に⾏う施設

連こ　幼保連携型認定こども園 学校(幼稚園機能)＋児童福祉施設(保育所機能) 組織について
幼こ　幼稚園型認定こども園　学校(幼稚園＋保育所機能)

※分園がある施設の場合は、本園を「連こ本」「幼こ本」、分園を「連こ分」「幼こ分」と表記

保育所　共働きなど家庭で保育ができない保護者に代わって保育を⾏う児童福祉施設

公保　公⽴保育所　神⼾市⽴の保育所 園庭開放について
保　　保育所　私⽴の保育所（保育園） 園庭開放の情報は以下のwebページに掲載しています。

※分室・分園がある施設の場合は、本室・本園を「公保本」「保本」、分室・分園を「公保分」「保分」と表記

地域型保育事業　０歳から２歳児クラスの子どもを、基本的に少人数で保育する事業 申込み方法
教育・保育給付認定申請、及び、施設･事業者の利⽤申込み方法は、以下のwebページをご確認ください。

家　家庭的保育事業　家庭的な雰囲気のもとで、少人数（〜5人）を対象に保育を⾏う 申込み状況
各施設･事業者の毎月の申込み状況は、以下のwebページをご確認ください。

施設名の右側に「※」印のある施設について
小　小規模保育事業　少人数（6〜19人）を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を⾏う

●受⼊開始は「〜満３歳未満」です。満３歳到達後は⼊所申込みできません

事　事業所内保育事業　事業所の保育施設などで従業員の子どもと地域の子どもを⼀緒に保育する

●受⼊開始は「〜満３歳未満」です。満３歳到達後は⼊所申込みできません

保育時間について

延⻑保育について

⼀時保育（⼀時預かり）について
⼀時保育に○印がある施設では、⼀時保育をご利⽤になれます。お申込みは直接施設へご確認ください。

休日保育について

原則として、日・祝日と年末年始（12月29日〜１月３日）を除いた日に開所しています。
幼稚園型認定こども園においては、日・祝日・年末年始のほかに、⼟曜日やお盆休み等の期間に閉所している
施設もあります。 詳細については、各施設にご確認ください。
保育を必要とする事由や状況により、利⽤いただける時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の２区分に
分かれます。

保育標準時間、保育短時間内に、お子様の送迎ができない場合には、施設・事業所において、承認を得て
延⻑保育がご利⽤いただけます。

甲南山手保育園（東灘区）、キッズスペースひまわり（東灘区）、御影COCORO保育園（東灘区）、
名⾕みどりこども園（北須磨）、モーツァルトパーク＆ライド保育園（兵庫区）で実施しています。

     【東灘︓幼保連携型認定こども園　神⼾夢０〜２歳児を全員本園で、３〜５歳児を分園で、保育を⾏います。
　　　【東灘︓幼保連携型認定こども園　神⼾夢遊喜分園】０〜２歳児を全員本園で、３〜５歳児を分園で、保育を⾏います。
　　　【東灘︓光の子認定こども園マナ分園】対象児童は、０・１歳児です。２歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【東灘︓うずがもり送迎ステーション】日中は渦が森幼稚園に送迎し保育を⾏います。朝はおおむね８時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【東灘︓甲南山手保育園　分園】対象児童は、０〜２歳児です。３歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【東灘︓住吉むつみ保育園　分園】対象児童は、０歳児です。１歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【東灘︓岡本ハーベスト保育園サテライト　㋚】卒園後は幼保連携型認定こども園　岡本ハーベスト保育園に⼊所することになります
　　　【灘︓幼保連携型認定こども園　⾼⽻幼稚園　分園1st STEPS】対象児童は、１・２歳児です。３歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【灘︓幼保連携型認定こども園　おおいしこども園　乳児分園】対象児童は、０・１歳児です。２歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【灘︓幼保連携型認定こども園　光愛児園sun分園】対象児童は、０〜２歳児です。３歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【灘︓幼保連携型　めばえの園認定こども園すみれ分園】対象児童は、０・１歳児です。２歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【灘︓ricco六甲キッズステーション】 日中はricco六甲保育園に送迎し保育を⾏います。朝はおおむね８時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【灘︓摩耶保育送迎ステーション種の駅】 日中は中央区だいな幼児園に送迎し保育を⾏います。朝はおおむね８時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【中央︓磯上COCOROステーション】日中はみなとじまCOCORO保育園に送迎し保育を⾏います。朝はおおむね８時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【中央︓三宮COCOROステーション】日中はみなとじまCOCORO保育園に送迎し保育を⾏います。朝はおおむね８時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【中央︓名倉みふね幼稚園pick upステーション】日中は名倉みふね幼稚園に送迎し保育を⾏います。朝はおおむね８時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【兵庫︓モーツァルトパーク＆ライド保育園】パーク＆ライド⽤の駐⾞場がありますが、利⽤できる台数には限りがあります。
　　　【北︓君影保育所】対象児童は、１歳児から５歳児に変更となっています。
　　　【北︓⾕上保育園きらら分園】対象児童は、０・１歳児です。２歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【北神︓認定こども園神⼾⿅の子幼稚園分園神⼾⿅の子道場南⼝園】対象児童は、０〜２歳児です。３歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【北神︓小規模保育ステラ　㋚】卒園後は幼保連携型認定星の杜こども園に⼊所することになります。
　　　【北神︓幼保連携型　いつくしみこども園】0~２歳児を全員分園で、３歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【北神︓幼保連携型　いつくしみこども園　かがやき分園】0~２歳児を全員分園で、３歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【⻑⽥︓幼保連携型認定こども園　近⽥幼稚園分園ちかたキッズハウス】対象児童は、0・1歳児です。２歳児以降は本園で、保育を⾏います。
　　　【⻑⽥︓浪松保育所】平成２９年度より休⽌しています。
　　　【須磨︓幼保連携型認定こども園　東須磨愛児園　】０〜２歳児を全員分園で、３歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【須磨︓幼保連携型認定こども園　東須磨愛児園　分園】０〜２歳児を全員分園で、３歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【須磨︓幼保連携型認定こども園  村⾬こども園愛分園】対象児童は、０・１歳児です。２歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【須磨︓神⼾市小規模保育事業⻄須磨わかば園  ㋚】卒園後は幼保連携型認定こども園⻄須磨幼稚園に⼊所することになります。
　　　【須磨︓わかみや保育園　わかみや分園】0~２歳児を全員分園で、３歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【北須磨︓幼保連携型認定こども園  あじさいこども園分園あじさい】対象児童は、０〜２歳児です。３歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【垂⽔︓保育送迎ステーション森の駅】日中は幼保連携型認定こども園⼼の森に送迎し保育を⾏います。朝はおおむね8時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【垂⽔︓幼保連携型認定こども園　たけのこども園】０・１歳児を全員分園で、２歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【垂⽔︓幼保連携型認定こども園　たけのこども園　そら分園】０・１歳児を全員分園で、２歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【垂⽔︓学が丘保育園】０〜４歳児を全員本園で、５歳児を全員分園で、保育を⾏います。
　　　【垂⽔︓学が丘保育園分園】０〜４歳児を全員本園で、５歳児を全員分園で、保育を⾏います。
　　　【垂⽔︓ハートランドCampus マリンステーション】日中はハートランドCampusに送迎し保育を⾏います。朝はおおむね8時半までに通園・⼣方は17時以降にお迎えしてください。
　　　【垂⽔︓舞多聞小規模保育園　㋚】卒園後は幼保連携型小束山認定こども園に⼊所することになります。
　　　【垂⽔︓サテライト型小規模保育事業　舞多聞もりの保育園　㋚】卒園後は舞多聞そらの保育園に⼊所することになります。
　　　【垂⽔︓サテライト型小規模保育事業  花の森　㋚】卒園後は幼保連携型認定こども園  花の森に⼊所することになります。
　　　【垂⽔︓サテライト型小規模保育事業  多夢の森　㋚】卒園後は幼保連携型認定こども園  多夢の森に⼊所することになります。
　　　【垂⽔︓サテライト型小規模保育事業  夢の森　㋚】卒園後は幼保連携型認定こども園  夢の森に⼊所することになります。
　　　【垂⽔︓サテライト型小規模保育事業  上⾼丸　㋚】卒園後は幼保連携型認定こども園　上⾼丸に⼊所することになります。
　　　【⻄︓幼保連携型認定こども園　岩岡こども園】０〜３歳児を本園で、４・５歳児を分園で、教育・保育を⾏います。
　　　【⻄︓幼保連携型認定こども園　岩岡こども園　分園】０〜３歳児を本園で、４・５歳児を分園で、教育・保育を⾏います。
　　　【⻄︓幼保連携型認定こども園　YMCA保育園　おひさま分園】０〜２歳児です。３歳児以降は、本園で教育・保育を⾏います。
　　　【⻄︓幼保連携型認定こども園　同朋にこにこ園　分園なのはな】対象児童は、０・１歳児です。２歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【⻄︓幼保連携型認定こども園　出合保育園　分園】対象児童は、０・１歳児です。２歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【⻄︓なかよし保育園　ふれんど分園】対象児童は、０〜３歳児です。４歳児以降は、本園で保育を⾏います。
　　　【⻄︓幼保連携型認定こども園　井吹北つぐみ保育園】０・１歳児を全員分園で、２歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【⻄︓幼保連携型認定こども園　井吹北つぐみ保育園　分園】０・１歳児を全員分園で、２歳児以降を全員本園で、保育を⾏います。
　　　【⻄︓学校法人山⽥学園がくえん保育園 ㋚】卒園後は幼保連携型認定こども園学園幼稚園に⼊所することになります。

●受⼊開始が「〜満１歳未満」の場合は、満１歳到達後は⼊所申込みできません
●受⼊開始が「〜満２歳未満」の場合は、満２歳到達後は⼊所申込みできません
●受⼊開始が「〜満３歳未満」の場合は、満３歳到達後は⼊所申込みできません
●詳しい住所と電話番号は、相談時にお知らせいたします

令和５年度
保育所・認定こども園・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業)

施設一覧
２号・３号認定子ども⽤

令和５年５月１日版

各施設によって、調整中の事項が含まれています。

記載内容が変更される可能性がありますので、webページにて最新版をご確認ください。

http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/shinseido/index02_02.html

https://kobe-kodomo-mushou.jp/

卒園後の受⼊施設については、認定こども園・幼稚園・保育園と協議を進めているところもあり、協議が整い次第、
市のHPなどでお知らせします。受⼊施設の状況により、受⼊枠には限りがある場合があります。

https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/chiiki/asobiba/hoikusho/index.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html

福は社会福祉法人⽴、学は学校法人⽴、宗は宗教法人⽴、株は株式会社⽴、個人は個人⽴、
⼀社は⼀般社団法人⽴、有は有限会社⽴、特⾮は特定⾮営利活動法人⽴、医は医療法人⽴、
医社は医療法人社団⽴、⽣協連は⽣活協同組合連合会⽴、⽣協は⽣活協同組合⽴、財は財団法人⽴、
公財は公益財団法人⽴の略

http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/shinseido/index02_03.html

延⻑保育 2、3号認定 保育標準時間（11時間） 延⻑保育

延⻑保育 2、3号認定 保育短時間（８時間） 延⻑保育

預かり保育 １号認定 教育時間 預かり保育

http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/shinseido/index02_02.html
https://kobe-kodomo-mushou.jp/
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/chiiki/asobiba/hoikusho/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html
http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/shinseido/index02_03.html


令和５年度施設⼀覧（５⽉１⽇版）　２・３号認定⼦ども⽤　※追加･変更等がある場合がありますので、申込み直前にHPで最新版をご確認下さい

開始 終了

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

聖ニコラス天使園 北⻘⽊4-1-37 412-6080 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ本
幼保連携型認定こども園

神⼾夢 ※ 住吉宮町1-2-27 858-9614 80 生後6か⽉ 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ分 遊喜分園 ※ 住吉宮町1-8-8 858-9610 *120 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

石屋川くるみ保育園 御影塚町2-22-19 842-4152 *70 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

本⼭北町あすのこども園 本⼭北町3-2-28 441-1905 *150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 20時 福

東灘 連こ
認定こども園

魚崎COCORO 魚崎⻄町2-4-1 858-5561 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

きらり保育園 本庄町1-3-1 412-0415 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

きたおおぎこども園 北⻘⽊1-1-2 411-5421 *130 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

東灘 連こ
認定こども園

松蔭おかもと保育園 岡本7-3-14 262-1150 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

第２きらり保育園 深江本町1-13-25 411-2003 *72 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

同朋住吉台こども園 住吉台25-7 846-6011 *40 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

甲南すこやかこども園 魚崎北町2-10-10 453-4152 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 18時半 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

モーツァルトこども園 本⼭南町8-3-3 431-3111 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
認定こども園

あおい宙 本⼭南町7-5-21 441-2444 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

甲南こども園 森南町3-1-4 441-8345 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ本 光の⼦認定こども園 向洋町中2-3 857-1577 *213 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 福

東灘 連こ分 マナ分園 ※ 向洋町中5-13 811-1132 20 生後6か⽉ 1歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

ふかえ虹こども園 深江本町4-1-12 413-4124 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

おかもと虹こども園 岡本3-2-6 412-2262 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

茅渟の浦幼稚園 鴨⼦ヶ原3-17-27 851-4142 *30 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 〇 学

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

渦が森幼稚園 渦森台1-8-1 841-7189

*40
内ステーション
利⽤者枠21 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 〇 学

東灘 連こ うずがもり送迎ステーション ※ 御影中町1-1-10 846-8555 21 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 学

東灘 連こ
認定こども園

岡本ハーベストこども園 岡本1-11-5 413-0415 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

ブルーノの森保育園 北⻘⽊2-9-24 411-8048 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 学

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

同朋わくわく園 魚崎南町7-2-18 452-0707 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 連こ
幼保連携型認定こども園

ザ・ブルーノ 本⼭南町4-3-4 452-2220 60 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 学

東灘 幼こ
認定こども園

夢の星幼稚園 向洋町中3-1-3 857-3166 *30 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 18時半 学

東灘 公保 魚崎保育所 魚崎南町2-11-11 411-4354 116 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

東灘 公保 東灘本庄保育所 ⻘⽊4-1-32 431-3539 117 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

東灘 公保 御影保育所 御影中町4-1-8 811-3780 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

東灘 公保 本⼭保育所 岡本1-7-6 451-0567 142 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

東灘 公保 渦森台保育所 渦森台1-13-1 841-6390 63 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

東灘 公保 中野保育所 本⼭南町1-3-3 453-2664 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

東灘 公保 瀬⼾保育所 魚崎南町6-5-26 453-2663 138 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

東灘 公保 田中保育所 田中町4-11-22 452-3181 100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

東灘 公保 浜御影保育所 御影本町6-5-7 821-9571 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

東灘 公保 住吉公園保育所 住吉宮町3-4-23 851-3738 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

東灘 保 ベネッセ 本⼭保育園
甲南町1-1-35
アージュデュオ本⼭100号室 412-7170 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 20時 ○ 株

東灘 保 親和保育園 住吉本町3-8-17 846-4701 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

卒園年齢 組織保育短時間
(８時間)

延⻑保育 一時
保育

利⽤定員
*は別途１号定員あり

受⼊開始年齢 保育標準時間
(11時間)電話番号

所
在
区

分
類 施設名 所在地
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東灘 保 ⾼⽻⻄岡本保育園 ⻄岡本2-25-4-102 436-7885 20 1歳児クラス 3歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

東灘 保本 甲南⼭手保育園 ※ 本庄町1-10-2 441-0003 69 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 保分 ひだまり分園 ※ 深江北町3-11-17 411-5000 33 生後6か⽉ 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 〇 福

東灘 保 御影のどか保育園 御影3-28-1 851-6261 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 保本 住吉むつみ保育園 ※ 住吉宮町7-2-35 843-6230 120 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 保分 分園 ※ 住吉本町2-3-9　2階 843-6232 10 生後6か⽉ 0歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

東灘 保 ABCみかげ保育園 御影本町6-1-15 856-5158 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 保 神⼾住吉保育園 住吉宮町6-1-23 858-6080 80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

東灘 保 アイテラス保育園甲南⼭手園 森南町1-6-16 414-7280 44 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

東灘 保 あおい宙東灘保育園 田中町3丁目2-3 451-1112 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 保 御影COCORO保育園 御影石町1-2-18 822-1234 45 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 保 石屋川COCORO保育園

御影石町3-7-24
※石屋川公園内
（石屋川駅北側すぐ） 855-2150 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 保
コープこうべの保育園
どんぐりっこすみよし 住吉東町4－6－5 845-9132 50 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 生協

東灘 家 澤田　赤ちゃんホーム 御影石町2-11-5 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

東灘 家 中村　赤ちゃんホーム 岡本8 ※ 4
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

東灘 小 あすの乳児ルーム
本⼭南町8-6-26　東神⼾セン
タービル2Ｆ 413-6602 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 福

東灘 小
小規模保育園

ハピネスファミリー
向洋町中5-15 リバーモールウエ
スト2F 862-3983 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ ⼀社

東灘 小 茶屋本庄園
本庄町1-8-13 オルテンシア
KOBE1F 413-3336 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 福

東灘 小 キッズクラブ本⼭南
本⼭南町8-6-26 東神⼾セン
タービル2Ｆ 411-1060 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 医

東灘 小 チャイルドハート保育サロン甲南園
甲南町3-2-2 ラ・ギャレットビル
1F 431-5661 10

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

東灘 小 あおい宙　こうなん 甲南町3-3-27 ロイヤル甲南1F 436-1233 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

東灘 小
神⼾市小規模保育事業
RICホープ御影

御影中町4-1-31 サニーハイツ
御影1F 262-1860 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 ○ 株

東灘 小 御影小規模保育ルーム 御影2-15-27 843-2780 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 学

東灘 小
はぴふぁみえるあ
小規模保育園 Lino

向洋町中5-15　リバーモールウ
エスト2Ｆ 862-5065 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ ⼀社

東灘 小 コスモチャイルド保育園神⼾東灘園
本⼭中町1-1-12　チタンビル1
Ｆ 452-0220 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

東灘 小 甲南敬愛保育園
甲南町3-6-18　ドゥベル甲南2
Ｆ 412-0077 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 小 京進のほいくえんHOPPA東灘園
田中町5-1-12　東灘スカイマン
ション1F 262-1347 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 ○ 株

東灘 小 深江けやきの⽊小規模保育園
深江北町4-11-6　ワコーレ深江駅
前ハーモニーガーデン1F 436-1525 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 19時 ○ ⼀社

東灘 小
京進のほいくえん
HOPPA甲南⼭手園

森南町3-1-7　ダンディライオン
東灘　1F 452-0811 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 ○ 株

東灘 小 みかげ小規模保育園 御影1-12-14 822-1280 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 ○ ⼀社

東灘 小 famille保育園 向洋町中1-14 200-6971 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ ⼀社

東灘 小 岡本ハーベスト保育園サテライト　㋚ ※
⻄岡本2丁目26-1
パークスクエア岡本 414-8415 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

東灘 小 それいゆ本⼭保育園
本⼭北町3-4-15 藤和ライブタ
ウン本⼭１F 855-8320 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 株

東灘 小 エンジェルキッズ甲南⼭手園
本庄町2-13-23
フローラ甲南⼭手1階 855-7484 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 株

東灘 小 小規模保育園光の⼦グレイス
向洋町中2-9-1
神⼾ファッションプラザ3F 856-6767 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

東灘 小 みかげなかまち　ちぬっこ園 御影中町1-1-10 846-8555 12
1歳児クラス〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 学

東灘 事
コープこうべの保育園
どんぐりっこもとやま

田中町2-9-10　サービス付き⾼齢者向け住宅
コープは〜とらんどハイム本⼭1F 441-3774

19
内地域枠17

生後4か⽉〜
満３歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 生協

東灘 事 キッズルームころねん 本⼭中町4-1-8　宮地病院4F 451-1223
20

内地域枠9
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 医

東灘 事 キッズスペースひまわり保育園
深江本町3-9-1　深江駅前ビル
103 224-0606

12
内地域枠9

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 8時 20時 ○ 医社
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灘 連こ本
認定こども園

⾼⽻幼稚園 八幡町1-8-19 851-0065 *36 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 学

灘 連こ分 分園1st STEPS ※ ⾼⽻町4-1-5 811-2525 24 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 学

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

はっとこども園 摩耶海岸通2-3-14 805-3810 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

なかはらこども園 中原通6-4-5 871-2330 *140 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
認定こども園

六甲道COCORO 琵琶町2-1-27 882-1541 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

八幡幼稚園・八幡ピジョン保育園 深田町1-1-3
幼 851-9377
保 862-1330 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

灘 連こ
認定こども園

⾼⽻COCORO ⾼徳町5-2-3 855-4137 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

神⼾さくら保育園 浜田町2-2-15 858-8101 *70 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

微笑幼稚園 篠原北町3-6ー7 871-2165 *10 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 学

灘 連こ本
幼保連携型認定こども園

光愛児園 篠原南町5-3-15 871-7010 *105 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

灘 連こ分 sun分園 ※ 天城通1-2-11 802-1118 25 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

⻘⾕愛児園 ⻘⾕町2-1-9 871-9553 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ本
幼保連携型認定こども園

おおいしこども園 ⼤石北町3-12 881-9470 *75 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

灘 連こ分 乳児分園 ※ ⼤石北町3-33 803-8412 20 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

オリンピア都こども園 六甲町5-2-12 805-5165 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

灘 連こ本
幼保連携型

めばえの園認定こども園 灘南通4-4-2 806-3333 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ分 すみれ分園 ※ 灘北通8-6-16 802-2225 12 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 福

灘 連こ ゆりか認定こども園 神ノ⽊通2-2-9 871-0132 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

六甲ゆりかごこども園 友田町2-5-1 858-7400 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

花音つばさこども園 城内通1-6-32 801-0283 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

同朋保育園 篠原北町4-8-1 861-1624 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

灘 連こ
幼保連携型認定こども園

ホザナ幼稚園 六甲町5－7－8 861－4330 *30 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

灘 公保 灘保育所 新在家南町5-13-15 861-3844 110 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

灘 公保 ⻄灘保育所 岩屋北町2-5-29 861-2769 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

灘 公保 石屋川保育所 ⼤和町4-4-18 854-1707 100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

灘 公保 倉石保育所 倉石通4-1-10 801-2250 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 公⽴

灘 公保本 やはた桜保育所 八幡町2-1-1 821-5271 144 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

灘 公保分 鶴甲分室 鶴甲1-3-13 821-1900 30 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

灘 保 誠佛保育園 徳井町5-1-24 851-1944 80 満1歳 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 宗

灘 保本 琵琶COCORO保育園 琵琶町2-4-4 881-7113 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 保分 まや分園 灘南通2-3-20 801-5551 45 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 保 ろっこうARIMA保育園 八幡町4-5-13 871-2323 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 保 八幡ポッポ保育園 中郷町4-2-12 414-7918 70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

灘 保 灘Ohana保育園 岩屋中町4-2-7BBプラザ4階 806-3087 50 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

灘 保 ricco六甲保育園 鶴甲2-15-5 842-6555

70
内ステーション
利⽤者枠20 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

灘 保 ricco六甲キッズステーション ※
永手町５丁目１番１号
プリコ六甲道 ⻄館 1階 842-6555 20 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

灘 保 トレジャーキッズにしなだ保育園 都通5-2-7 803-8857 70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 〇 株

灘 保 摩耶保育送迎ステーション　種の駅 ※ 灘南通5-2-27　モント・マヤ2階 200-6567 21 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 〇 福

灘 家 赤ちゃんホーム　なだのみ
岩屋北町1-4-16　ケイテムビル
1Ｆ ※ 5

生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 9時 ~17時 8時 18時 株

1歳児クラス 5歳児クラス
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灘 家 赤ちゃんホーム　つぼみ
篠原中町3-4-6　ダイヤデート1
Ｆ ※ 4

生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 18時 個人

灘 小 たんぽぽ
六甲町1-2-5 六甲ハーモニー
ガーデン1F 843-5919 12

満1歳〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 福

灘 小 はらだ乳児園
原田通2-2-5 臼井ハイツ王⼦1
Ｆ 855-5901 12

満1歳〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 小 コアラ愛児園 泉通6-3-10 モンテ王⼦1Ｆ 855-4844 19
満1歳〜

満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 18時半 福

灘 小 めばえすくすくルーム 灘南通3-1-5 ミロードメゾン1Ｆ 803-2222 12
満1歳〜

満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 福

灘 小 小規模保育園六甲道
永手町4-1-1　ＪＲ六甲道駅
構内 857-9110 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 福

灘 小 保育ルームちいさなCOCORO
備後町5-3-1 ウェルブ六甲道1
番街1F 851-1201 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 小 京進のほいくえんHOPPA灘園
都通2-1-26 摩耶コート壱番館
1F 262-1033 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 ○ 株

灘 小 キッズパートナー王⼦公園 岸地通1-5-6　コラボK-Ⅰ1F 806-2212 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

灘 小 ポピンズ小規模保育園HAT神⼾
摩耶海岸通2-3-13　HAT神⼾灘の
浜13番館1F 862-9393 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 株

灘 小 神⼾六甲キッズバルーン
六甲町1-1-6　アベニュー六甲
1F 862-8616 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 株

灘 小 保育ルーム琵琶ちいさなCOCORO
琵琶町1-1-16　グランド・スペ
ラーレ六甲道1F 842-6060 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 小 さくら園六甲道保育園
備後町3-1-17　アークヒル六甲
Ⅱ2F 821-3901 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 株

灘 小 なのは乳児園 原田通1-1-8　1F 862-6650 12
満1歳〜

満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 小 小規模保育園クーラ 新在家北町2-4-4 811-9393 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 福

灘 小 コスモチャイルド保育園神⼾王⼦園
王⼦町1-3-6パークビュー王⼦
駅前2F 862-6750 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 株

灘 小 保育ルームまやちいさなCOCORO
岸地通1-8-4 BLUE SKY
Maya 2F 802-1011 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 小 京進のほいくえんHOPPA六甲駅園
寺口町14-8Liange
六甲Ⅱ1F 200-6585 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 ○ 株

灘 小 ⽊下の保育園 摩耶 灘南通4-1-13パンブロス6 200-5250 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 株

灘 小 ricco六甲道キッズパーク
永手町５丁目１番１号
プリコ六甲道 ⻄館 1階 858-0150 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

灘 小 神⼾ゆたか園なだ保育園 岩屋中町4-2-7 BBプラザ４階 881-9110 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

灘 小 摩耶だいな乳児園 灘南通5-2-27　モント・マヤ2階 200-6567 12 １歳児クラス 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

灘 事 六甲敬愛保育園

鶴甲1-5-2
特別養護⽼人ホーム　エル・グレ
イス六甲１F 862-6531

12
内地域枠6

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福
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中央 幼こ
認定こども園

神⼾華僑幼稚園 中⼭手通6-4-20 341-8315 *30 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 学

中央 連こ
幼保連携型

みのり認定こども園 脇浜町2-5-13 221-4154 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 連こ
聖ミカエル
幼保連携型認定こども園 中⼭手通6-5-1 341-8167 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 連こ
幼保連携型認定こども園

はたつかこども園 旗塚通4-4-１ 221-5100 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 18時半 ○ 福

中央 連こ
⼤慈ほまれ
幼保連携型認定こども園 古湊通1-1-16 351-0667 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 20時 ○ 福

中央 連こ
幼保連携型認定こども園

塩原学園幼稚園 上筒井通4-3-30 241-8010 *40 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 学

中央 連こ
幼保連携型認定こども園

友愛幼児園 吾妻通5-2-20 231-5818 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 連こ本 ⼤慈幼保連携型認定こども園 東川崎町6-2-6 671-0684 *130 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 福

中央 連こ分 とも分園
東川崎町1-5-8　クレヴィアタ
ワー神⼾ハーバーランド 341-1080 30 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 20時 福

中央 連こ
幼保連携型認定こども園

ポートピア 港島中町3-2-8 302-1234 210 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 連こ
幼保連携型認定こども園

成晃ひかり保育園 港島中町4-6 303-3315 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 連こ
幼保連携型認定こども園

真生きらきら保育園 中⼭手通7-25-24 341-5858 *88 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 連こ本
幼保連携型認定こども園

神⼾ゆたか園 栄町通6-1-10 382-0031 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 連こ分
幼保連携型認定こども園神⼾ゆたか園

ホテルオークラ神⼾分園 中央区波止場町2番1号　5階 381-6333 30 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ◯ 福

中央 連こ
名倉みふね幼稚園
pick upステーション ※

海岸通4-3-1
セレニテ神⼾元町クレア1F 371-1555 30 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 7時半 ~18時半 7時半 19時 学

中央 公保 葺合保育所 八雲通1-1-6 221-3910 54 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

中央 公保 生田保育所 楠町8-10-2 341-0425 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

中央 公保 たちばな保育所 橘通3-4-1 341-0911 65 生後6か⽉ 3歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 公⽴

中央 公保 みなと保育所 波止場町6-2 371-4131 54 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

中央 公保 宮本保育所 宮本通1-5-21 221-5242 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

中央 公保 神若保育所 神若通2-3-7 222-3424 85 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

中央 公保 古湊保育所 古湊通2-3-23 361-0761 90 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

中央 保 めぐみ愛児園 八雲通2-3-23 221-7473 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 18時半 ○ 宗

中央 保 神⼥中⼭手保育園 中⼭手通2-23-2 261-0361 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 保 北野坂保育園 北野町3-1-7 222-1150 80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

中央 保 神⼾元町ちどり保育園 北⻑狭通8-5-5 341-5580 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 保 二宮保育園 二宮町1-5-2 803-8866 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 福

中央 保 だいな幼児園
⼤⽇通１-1-1
※王⼦南公園内南⻄側 252-3810

60
内ステーション
利⽤者枠21 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 保 コメット保育園
小野柄通1-2-1
※生田川公園内（国道2号線南側すぐ） 231-4152 40 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

中央 保 若菜はーもにぃ保育園 若菜通5-2-24 803-8057 40 4歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ ⼀社

中央 保 みなとじまCOCORO保育園 港島中町1－4－3 302-0080

90
内ステーション
利⽤者枠60 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 保 磯上COCOROステーション ※
磯上通3丁目1-32こうべ市⺠福
祉交流センターB1 200-6256 21 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 7時 ~18時 7時 19時 福

中央 保 三宮COCOROステーション ※
浜辺通5丁目1-14神⼾商⼯貿
易センタービルB1 251-0577 39 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 7時 ~18時 7時 19時 福

中央 保 聖ミカエル北野園 北野町4-10-19 221-5311 60 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

中央 保 くすのき愛児園 楠町6丁目11-1-3-101 381-9271 26 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 福

中央 保 モーツァルト下⼭手保育園 下⼭手通8-17-18 367-6666 90 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 家 李　赤ちゃんホーム ⼭本通5 ※ 4
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

中央 家 酒井　赤ちゃんホーム 上筒井通6 ※ 4
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

中央 小 神⼾ゆたか園もとまち保育園
中⼭手通4-10-3　グランドメゾ
ン中⼭手2Ｆ 763-0087 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福
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中央 小 トアハッピー保育園
中⼭手通3-2-1　トア⼭手ザ・
神⼾タワー1Ｆ 391-7741 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 19時 ○ 株

中央 小 さんのみやキッズ
琴ノ緒町5-6-19　プリオール三
宮1Ｆ 242-4115 19

満1歳〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 20時 ○ 株

中央 小
ポピンズ小規模保育園
神⼾旧居留地 明石町30　常盤ビル3Ｆ 332-3371 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 株

中央 小 スペースかすがのみち保育ルーム 筒井町3-12-10　三浦ビル1Ｆ 241-6722 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 特非

中央 小 小規模保育園はーもにぃ
脇浜町3-5-19　ワコーレアプ
ローズ2Ｆ 262-1714 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ ⼀社

中央 小 新神⼾アイテラス保育園
生田町1-2-34　オリバーサイド
88　1Ｆ 200-5550 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 19時半 ○ 株

中央 小
小規模保育園

なぎさ
中⼭手通4-17-2　セントラルビ
ル1Ｆ 232-0230 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 福

中央 小 元町キッズルーム 花隈町8-19　ケンコーハイツ1Ｆ 335-6988 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 福

中央 小 フォアベルク保育園
磯辺通4-2-14　エスリード三宮
フラワーロード1F 891-7171 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ ⼀社

中央 小 キッズパートナー三宮
二宮町1-10-1　ローレル三宮
ノースアベニュー1F 221-7342 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

中央 小 神⼾YWCA保育園
二宮町1-12-10　神⼾YWCA
会館1F 231-6201 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 公財

中央 小 神⼾オリーブ保育園 ⼭本通1-7-11　ドゥマンビル3F 803-8910 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 株

中央 小
京進のほいくえん
HOPPA神⼾駅前園 相生町5-10-1　相生ビル1F 335-8093 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 ○ 株

中央 小 ⼤慈あい小規模保育園 多聞通2-1-12　法友会館1F 351-3000 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 福

中央 小 はっぴぃばーす KOBE 加納町3-13-3　マツモトビル1F 271-3725 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時半 ○ 株

中央 小 元町はっと保育園
元町通4-2-22　スパチオ元町1
Ｆ 361-1810 12

満1歳〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 小 シンフォニィ
脇浜町3-5-19 ワコーレアプロー
ズ103 262-1266 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ ⼀社

中央 小 きたの小規模保育園 ⼭本通3-1-1-101 230-2228 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ ⼀社

中央 小 三宮こぐまキッズ園 二宮町3-15-8 230-1717 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

中央 小 保育ルーム三宮ちいさなCOCORO
浜辺通5-1-14　神⼾市商
⼯貿易センタービル 251-0577 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 小 保育ルーム磯上ちいさなCOCORO
磯上通3-1-32　神⼾市⽴こう
べ市⺠福祉交流センターB1F 200-6256 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

中央 小 赤い鳥保育園 二宮町4-6-8フォルテ三宮１F 252-7713 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 株

中央 小 元町みふね　little one
海岸通4-3-1
セレニテ神⼾元町クレア1F 371-1555 10

2歳児クラス〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 19時 〇 学

中央 小 バンビHUG神⼾駅前保育園
中町通2-1-18 　JR神⼾駅
NKビル2F 371－3303 19

生後6か⽉〜
満３歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

中央 事 プチプリュム
磯辺通2-2-25　ダイワピュア
ビル1F 231-2662

12
内地域枠８

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ ⼀社

中央 事 しまのこ保育園 港島中町6-2-1 304-5657
12

内地域枠４
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時半 ○ 医
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兵庫 幼こ
認定こども園

みなと幼稚園 荒田町3-20-4 511-1349 *30 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 学

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

神⼾夢野幼稚園 東⼭町4-20 511-8837 *54 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 学

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

みさきこども園 浜⼭通2-2-7 671-4000 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 福

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

宝地院保育園 荒田町3-17-1 511-0167 *130 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

⼤同保育園 ⼤同町2-2-16 521-5081 *150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

モーツァルト兵庫こども園 ⼤開通10-1-4 575-6666 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

神港みどり幼稚園 会下⼭町2-5-32 521-1834 *36 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 18時半 学

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

ゆりかごこども園 氷室町2-14-1 521-1122 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

兵庫 連こ
⼤慈ひょうご
幼保連携型認定こども園 東出町2-12-9 671-0173 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 20時 ○ 福

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

神徳館こども園 御崎本町1-1-31 671-6442 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 18時半 ○ 福

兵庫 連こ
幼保連携型認定こども園

聖ミカエル兵庫幼稚園 吉田町1-1-1 681-1304 *8 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 18時半 学

兵庫 公保 運南保育所 浜中町1-17-11 651-3111 54 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

兵庫 公保 松原保育所 松原通4-2-27 651-5521 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

兵庫 公保 ⽻坂保育所 ⽻坂通4-1-1 575-5790 106 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

兵庫 公保 平野保育所 下祇園町6-24 341-5348 124 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

兵庫 公保 小河保育所 小河通3-2-14 651-1830 73 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 公⽴

兵庫 保 みなとがわ保育園 湊川町9-2-16 521-4363 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 宗

兵庫 保 ルンビニー愛児園 中道通9-1-8 577-1598 90 満1歳 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 宗

兵庫 保 ちびくろ保育園 松原通4-4-7 651-6151 70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 18時半 ○ 福

兵庫 保 モーツァルトりた保育園 中道通3-4-18 521-1111 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

兵庫 保 モーツァルトパーク&ライド保育園 ※ 駅南通5-2-15 652-4444 102 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

兵庫 家 平岡　赤ちゃんホーム 三川口町3-3-6 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

兵庫 家 藪本　赤ちゃんホーム 水⽊通5-3-16-202 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

兵庫 小 モーツァルト兵庫駅ナカ小規模保育園 駅南通5-3-7 531-2222 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 福

兵庫 小 小規模保育園めいせい
⼤開通7-4-3　ＴＭコート⼤
開2F 575-2177 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

兵庫 小 小規模保育おはな保育園 中道通3-3-13　2F 381-6874 19
1歳児クラス〜
満3歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 8時 19時半 ○ 福

兵庫 小 宝地院保育園ふたば
荒田町1-4-1 グランパレ⼤
倉⼭ウエストタワー1Ｆ 577-1067 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 8時半 ~16時半 8時 19時 ○ 福

兵庫 小 エンジェルキッズ神⼾園
新開地3-1-14　ウィステリア
神⼾駅前1F 945-7667 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 株

兵庫 小
小規模保育園

クーナ
中道通1-4-26　エムズレジデ
ンス神⼾1Ｆ 521-5597 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 福

兵庫 小 小規模保育事業わろは保育園 ⽻坂通3-7-25　1F・2F 531-7730 19
満1歳〜

満3歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 8時 20時 ○ 福

兵庫 小 ⽊下の保育園 ⼤開通
⼤開通5-2-26 SS⼤開ビル
2F 512-2381 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 株

兵庫 小 ⼤慈さち小規模保育園 新開地6丁目1-5-101 512-0711 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 福

兵庫 小 小規模保育園かえで 雪御所町2-18-302 224-5505 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 福
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北 幼こ
認定こども園

鈴蘭台幼稚園 鈴蘭台南町1-2-15 591-0617 *90 1歳６か⽉〜 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 学

北 幼こ
認定こども園

ひよどり台幼稚園 ひよどり台5-2 743-2061 *10 3歳児クラス 5歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 7時半 19時 学

北 幼こ
認定こども園

正英幼稚園 泉台5-11 593-3176 *50 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 学

北 連こ
認定こども園

このみ保育園 ⼭田町下⾕上字箕⾕21-1 583-2203 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北 連こ
幼保連携型認定こども園

星和台幼稚園 星和台2-16-13 593-9100 *80 1歳児クラス 5歳児クラス 8時 ~19時 9時 ~17時 7時 19時 学

北 連こ
幼保連携型認定こども園

五葉幼稚園 北五葉3-7-2 591-0718 *165 1歳児クラス 5歳児クラス 8時 ~19時 9時 ~17時 7時 19時 学

北 連こ
幼保連携型認定こども園

みどりこども園 ⽇の峰1-20-1 581-7077 *110 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

北 連こ
幼保連携型認定こども園

鈴蘭台北町こども園 鈴蘭台北町6-1-18 592-5911 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北 連こ
認定こども園

頌栄保育園 鳴⼦2-11-2 593-3893 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北 連こ
幼保連携型認定こども園

⼭のまち 緑町2-7-19 581-1121 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北 連こ
認定こども園

太陽の⼦保育園 惣⼭町1-7-5 593-6619 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 18時半 ○ 福

北 連こ
認定こども園

⻄鈴蘭台頌栄保育園 南五葉2-3-11 592-4105 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

北 連こ
幼保連携型認定こども園

桜の宮こども園 北区甲栄台2-2-10 594-3715 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北 公保 君影保育所 ※ 君影町5-1-17 593-8550 69 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

北 公保 鈴蘭台⻄町保育所 鈴蘭台⻄町3-6-23 595-0170 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

北 公保 ひよどり台保育所 ひよどり台2-1-4 743-1850 110 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 公⽴

北 公保 鈴蘭台南町保育所 鈴蘭台南町4-2-28 592-6030 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

北 保 鈴蘭台しらゆり保育園 鈴蘭台東町5-8-16 594-4150 50 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 福

北 保本 ⾕上保育園
⾕上東町1-1 ⾕上SHビル
4・5Ｆ 586-5866 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 株

北 保分 きらら分園 ※ ⾕上⻄町1-32 586-3017 20 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 株

北 保 すずらんキッズ保育園 鈴蘭台南町1440 591-2637 30 生後6か⽉ 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北 保 小倉台ひまわり保育園
小倉台1-16-5　ソーシャル
コート神⼾北1Ｆ 586-3310 84 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 株

北 保 はるのみ保育園 ⾕上東町12-27 581-5555 50 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 株

北 家 村上　赤ちゃんホーム 星和台7 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 18時 個人

北 家 赤ちゃんホームもものみ 鈴蘭台⻄町4-9-12 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 10時 ~18時 8時 18時 株

北 小 小規模保育園北鈴どんぐり園 若葉台11019 9076335 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 福

北 小 アートチャイルドケア神⼾⾕上
⾕上東町3-11　ザ・⾕上駅
前レジデンス　1Ｆ 586-1388 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 19時 株

北 小 小規模保育園すずきた
北五葉1-13-1　レ・アールビ
ル1Ｆ 596-6980 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北 小 小規模保育園しょうえい 鈴蘭台東町1-12-13 2F 907-5817 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 福

北 事 さくら保育園
⼭田町小部字惣六畑⼭8-
18 596-6632

20
内地域枠８

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 福



令和５年度施設⼀覧（５⽉１⽇版）　２・３号認定⼦ども⽤　※追加･変更等がある場合がありますので、申込み直前にHPで最新版をご確認下さい

開始 終了
卒園年齢 組織保育短時間

(８時間)
延⻑保育 一時

保育
利⽤定員

*は別途１号定員あり
受⼊開始年齢 保育標準時間

(11時間)電話番号
所
在
区

分
類 施設名 所在地

北神 連こ本
幼保連携型

明照認定こども園 有野台6-22 982-7004 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ分 あおい分園 藤原台中町6-17-7 595-8008 41 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ
幼保連携型

つきかげ認定こども園 藤原台中町2-5-1 987-4154 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ
幼保連携型認定

星の杜こども園 ⿅の⼦台南町1-2-15 952-0415 *80 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ
幼保連携型認定こども園

キッズキャンパス 藤原台南町1-7-5 982-6300 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 学

北神 連こ
幼保連携型認定こども園

八多保育園 八多町下小名田320-1 951-0302 *140 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ
幼保連携型認定

星の⼦こども園 ⿅の⼦台北町3-2-24 951-1152 *150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ
幼保連携型認定こども園

ひとみ保育園 藤原台北町6-18-36 984-2468 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ本
認定こども園

神⼾⿅の⼦幼稚園 ※ ⿅の⼦台北町6-34-2 951-9901 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 学

北神 連こ分
認定こども園神⼾⿅の⼦幼稚園分園

神⼾⿅の⼦道場南口園 ※ 道場町⽇下部1522番 597-6002 20 満1歳 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 学

北神 連こ本
幼保連携型認定

いつくしみこども園 ※ 道場町⽇下部1615-3 951-6700 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 連こ分 かがやき分園 ※ 道場町⽇下部1621 951-6710 38 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 幼こ
認定こども園

六甲藤原台幼稚園 藤原台中町3-17-2 981-3301 *70 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 19時 学

北神 幼こ
認定こども園

北六甲幼稚園 有野台3-12 981-0135 *30 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 学

北神 公保 からと保育所 唐櫃台2-38-5 981-5448 100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

北神 保 道場保育園 道場町道場106 951-3861 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 宗

北神 保 有馬保育園 有馬町1644 904-4190 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 保 ⼤池保育園 ⻄⼤池1-21-11 583-0101 70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 宗

北神 保 オリンピア神⼾北保育園 上津台6-1-1 986-0820 130 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北神 保 くりの⽊保育園 藤原台北町3-16-20 987-4190 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 家 岡田　赤ちゃんホーム ⻄⼭1 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 18時 個人

北神 小 しんてつ・おかば園 有野町有野2261-2 981-8201 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 株

北神 小 パンダこうとく保育園 淡河町野瀬457-1 958-0575 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北神 小 こぐまプリスクール北神⼾園
八多町中1150　グリーンガー
デンモール北神⼾内 951-1718 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 特非

北神 小
小規模保育園

ほしぞら
道場町⽇下部1019-1　グラ
ンデュール北神⼾1F 951-1154 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 18時半 ○ 福

北神 小 こぐまプリスクール岡場園
藤原台中町2-16-9　トー
ショクビル101 595-7673 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 特非

北神 小 小規模保育園ステラ　㋚ ※ ⿅の⼦台南町1-3-3 951-4155 19
生後6か⽉〜
満2歳未満 1歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

北神 小 神⼾⿅の⼦KITA
有野中町1-20-13　本岡ビ
ル2番館 595-7575 12

満1歳〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 学

北神 事 いちご保育園（恒生病院） 道場町⽇下部1664 952-3361
19

内地域枠5
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 9時 ~17時 8時 19時 ○ 医

北神 事 有野ひだまり保育園 有野中町2-9-4 981-7271
12

内地域枠9
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 福



令和５年度施設⼀覧（５⽉１⽇版）　２・３号認定⼦ども⽤　※追加･変更等がある場合がありますので、申込み直前にHPで最新版をご確認下さい

開始 終了
卒園年齢 組織保育短時間

(８時間)
延⻑保育 一時

保育
利⽤定員

*は別途１号定員あり
受⼊開始年齢 保育標準時間

(11時間)電話番号
所
在
区

分
類 施設名 所在地

⻑田 幼こ
幼稚園型認定こども園

丸⼭小羊幼稚園 ⻄丸⼭町2-3-34 621-9424 *10 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

⻑田 連こ
幼保連携型認定こども園

けやき保育園 ⼤⽇丘町3-10-9 643-0112 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ
認定こども園

神⼾保育園 水笠通3-4-14 621-2855 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ
幼保連携型認定こども園

たから保育園 東尻池町4-13-11 651-5211 *110 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ
認定こども園

神楽こども園 神楽町2-2-29 691-4600 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ 神⼾エンゼル認定こども園 ⻑楽町4-4-3 732-7887 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ
幼保連携型認定こども園

名倉幼稚園 ⻑田天神町1-17-13 691-0473 *40 1歳児クラス 5歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 7時 19時 学

⻑田 連こ本
幼保連携型認定こども園

近田幼稚園 駒栄町4-1-11 611-1344 *120 2歳児クラス 5歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 学

⻑田 連こ分 分園ちかたキッズハウス ※ 庄田町3-5-25 611-1344 30 生後10か⽉ 1歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 学

⻑田 連こ
幼保連携型認定こども園

新生こども園 平和台町2-1-23 621-3954 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ
幼保連携型認定こども園

五位の池こども園 五位ノ池町2-1-9 621-1801 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ
幼保連携型認定こども園

ほそだ 細田町5-2-4 641-6666 *140 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 連こ
幼保連携型認定こども園

名倉みふね幼稚園 名倉町2-５-5 691-8440

*40
内ステーション
利⽤者枠30 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 19時 ○ 学

⻑田 公保 ⻑田保育所 ⼤塚町1-1-31 691-7243 54 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

⻑田 公保 菅原保育所 菅原通1-72-1 576-0234 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 公⽴

⻑田 公保 本庄保育所 本庄町6-6-3 731-5803 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

⻑田 公保 駒栄保育所 駒栄町3-1-17 641-7555 139 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

⻑田 公保 房王寺保育所 房王寺町5-1-5-100 643-2301 142 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

⻑田 公保 明泉寺保育所 明泉寺町1-6-8 641-4700 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

⻑田 公保 ⻑田東保育所 四番町3-4-49 577-7536 54 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

⻑田 公保 浪松保育所 ※ 浪松町2-1-7 - 120 - - ー ー 公⽴

⻑田 公保 しりいけ保育所 東尻池町6-3-37 651-4192 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

⻑田 公保 ふたば保育所 二葉町7-1-30 621-8561 139 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

⻑田 保 神視保育園 三番町4-8 576-4249 135 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

⻑田 保 みすまる保育園 池田広町3 691-6220 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

⻑田 家 豊福　赤ちゃんホーム 宮川町4-8-7 ※ 3
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

⻑田 小 こぐまプリスクール新⻑田園
若松町3-1-2　アスタピア駅
前通り2Ｆ 642-7328 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 特非

⻑田 小 ほそだの実
⼤橋町5-3-1　アスタプラザ
イースト215 691-1112 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻑田 小 ちかたキリン保育園
若松町5-2-1アスタプラザ
ファースト2F 647-8742 12

生後10か⽉〜
満３歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 7時半 19時半 学



令和５年度施設⼀覧（５⽉１⽇版）　２・３号認定⼦ども⽤　※追加･変更等がある場合がありますので、申込み直前にHPで最新版をご確認下さい

開始 終了
卒園年齢 組織保育短時間

(８時間)
延⻑保育 一時

保育
利⽤定員

*は別途１号定員あり
受⼊開始年齢 保育標準時間

(11時間)電話番号
所
在
区

分
類 施設名 所在地

須磨 幼こ
認定こども園

禅昌寺幼稚園 禅昌寺町2-5-1 732-0944 *20 3歳児クラス 5歳児クラス ー 9時 ~17時 8時半 18時 学

須磨 幼こ
幼稚園型認定こども園

須磨浦幼稚園 千守町2-1-8 731-2104 *20 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 学

須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

若⽊こども園 若⽊町1-2―29 734-6281 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

⼤手幼稚園 ⼤手町7-1-1 731-0128 *60 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 7時半 ~15時半 7時 19時 学

須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

⻄須磨幼稚園 桜⽊町2-2-1 731-2922 *100 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

神⼾YMCAちとせ幼稚園 ⾼倉台4-12 732-3542 *20 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 学

須磨 連こ本
幼保連携型認定こども園

東須磨愛児園 ※ 若⽊町3-6-25 733-7712 40 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

須磨 連こ分 分園 ※ 若⽊町3-7-3 733-7712 30 生後6か⽉ 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

須磨 連こ本
幼保連携型認定こども園

村雨こども園 ⾏幸町1-2-26 733-4363 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 連こ分 愛分園 ※
⾏幸町1-2-5　メゾン須磨
2000 1F 735-7008 12 生後6か⽉ 1歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

須磨 連こ分 なぎさ分園 ⾏幸町1-2-19 733-2155 30 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

いたやど保育園 ⼤田町1-3-24 735-3660 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

ちとせこども園 千歳町4-3-36 735-0761 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

神⼾⼥⼦⼤学附属⾼倉台幼稚園 ⾼倉台4-2 734-1767 *20 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 学

須磨 公保 須磨保育所 ⼤⿊町4-1-2 732-4842 232 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

須磨 公保 たかとり保育所 ⾏平町2-2-17 733-4000 54 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

須磨 公保 ⾼倉台保育所 ⾼倉台4-1-3 734-0092 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

須磨 保 太田共同保育園 ⼤⿊町5-2ー13 736-3688 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

須磨 保 すまいる保育園 ⾼倉町1-6-24 731-7076 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 保本 若宮保育園 若宮町3-3-17 735-3277 50 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 保分 わかみや分園 ※ 松風町５丁目２－９ 754-7779 30 生後6か⽉ 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 保 たかとりちどり保育園 ⼤池町5-10-15 732-2500 80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 家 ⼤池　赤ちゃんホーム 戎町5 ※ 5
生後7週目〜
満3歳未満 2歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 ⼀社

須磨 家 髙⽉赤ちゃんホーム 東町2 ※ 4
生後7週目〜
満3歳未満 2歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 18時半 個人

須磨 家 小原　赤ちゃんホーム 飛松町4 ※ 4
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

須磨 小 村雨ほほえみ保育園
須磨浦通5-6-20　須磨の
浦ビューハイツ1F 647-8484 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 小 こぐまプリスクール板宿園
川上町3-1-20ゴールド・リ
バー板宿1階 797-5514 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 特非

須磨 小 新生キッズホーム
平田町2-3-9　新板宿ビル
302号 739-1023 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 小
神⼾市小規模保育事業

⻄須磨わかば園  ㋚ ※ 桜⽊町1-4-23 731-2922 12
1歳児クラス〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 18時 学

須磨 小 いたやど小規模保育園ことり
⼤⿊町4-1-1
（須磨区役所2階） 754-7716 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

須磨 小 たかとりちどりキッズ
⼤池町5-17-1
シティタワーグラン須磨鷹取1F 739-5051 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

須磨 小 バンビHUG須磨駅前保育園
須磨浦通4-7-8   コットン
ボール須磨駅前ビル1F 732-3303 19

生後6か⽉〜
満３歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

須磨 事 ヤクルトキッズスクール須磨
離宮⻄町1-1-13　須磨離
宮前プラザ2F 767-8960

19
内地域枠5

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 株
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開始 終了
卒園年齢 組織保育短時間

(８時間)
延⻑保育 一時

保育
利⽤定員

*は別途１号定員あり
受⼊開始年齢 保育標準時間

(11時間)電話番号
所
在
区

分
類 施設名 所在地

北須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

のぞみ保育園 ⻄落合7-1-1 791-8446 *170 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

若⽵こども園 南落合3-9-1 793-1112 *114 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

名⾕みどりこども園 中落合2-3-2 797-7077 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 福

北須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

北須磨保育センター 友が丘3-107 792-0674 *110 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北須磨 連こ本
幼保連携型認定こども園

あじさいこども園 白川台4-20-20 792-2345 *60 2歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北須磨 連こ分 分園あじさい ※ 白川台3-67-19 795-5050 30 生後6か⽉ 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

北須磨 連こ
幼保連携型認定こども園

やまびこ保育園 北落合2-11-15 791-3369 *150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 福

北須磨 公保 菅の台保育所 菅の台4-6 791-0678 133 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

北須磨 公保 ⻯が台保育所 ⻯が台1-11 792-8830 139 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

北須磨 保 くすの⽊保育園 横尾1-10 743-1888 180 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

北須磨 保 北須磨第２保育園 妙法寺字荒打300-1 743-4780 80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

北須磨 保 アイグラン保育園桜の杜 妙法寺字乗越208番4 754-5124 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時半 株

北須磨 保 名⾕フォレスト保育園 中落合2-1-19 793-7077 45 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

北須磨 家 堀切　赤ちゃんホーム 東白川台5 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

北須磨 小 神⼾ゆたか園さくらのもり保育園
桜の杜1-6-1　Blooming
place 1F 747-5118 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

北須磨 事 神⼾ゆたか園すまきた保育園 妙法寺字菅ノ池684-1 754-6817
19

内地域枠13
生後6か⽉〜
満３歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 〇 福
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開始 終了
卒園年齢 組織保育短時間

(８時間)
延⻑保育 一時

保育
利⽤定員

*は別途１号定員あり
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所
在
区

分
類 施設名 所在地

垂水 幼こ
認定こども園
湊川短期⼤学附属神陵台幼稚園 神陵台5-8-6 781-5321 *30 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 学

垂水 幼こ
認定こども園
湊川短期⼤学附属⻄舞⼦幼稚園 南多聞台5-8-1 781-1558 *70 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 学

垂水 幼こ
認定こども園

聖マリアの園幼稚園 舞⼦台8-20-2 781-7181 *20 満3歳 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 学

垂水 幼こ
幼稚園型認定こども園

愛垂幼稚園 瑞ケ丘6-13 707-3808 *40 1歳10か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 学

垂水 幼こ
幼稚園型認定こども園

星陵台めぐみ幼稚園 星陵台4-2 783-4466 *15 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 18時半 学

垂水 幼こ
幼稚園型認定こども園

舞⼦幼稚園 ⻄舞⼦4-2-5 783-2424 *30 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 学

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

多夢の森 南多聞台4-4-50 787-0939 *90 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

夢の森 ⾼丸6-3-1 704-3008 *60 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型

おとぎ認定こども園 美⼭台2-1-3 753-1126 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

花の森 名⾕町1941-1 791-0601 *80 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

心の森 清水が丘3-1-16 787-3500

*70
内ステーション
利⽤者枠21 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ 保育送迎ステーション森の駅 ※ 東舞⼦町10-1-303 781-0030 21 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

明舞幼稚園 狩口台5-14-1 781-2345 *100 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

塩屋幼稚園 塩屋町9-22-3 751-4114 *80 1歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

垂水 連こ
幼保連携型
小束⼭認定こども園 小束⼭本町2-13-1 783-0003 *129 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

桃の⽊幼稚園 桃⼭台3-23-2 753-0123 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 学

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

上⾼丸 ⾼丸8-15-12 709-4018 *70 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

舞⼦保育園 ⻄舞⼦2-12-27 782-6341 110 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

しおやこども園 塩屋町3-23-1 753-4334 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

かすみがおか虹こども園 霞ヶ丘1-6-19 707-5554 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ本
幼保連携型認定こども園

たけのこども園 ※ ⼭手2-3-18 753-7777 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ分 そら分園 ※ 中道2-3-5 755-1313 20 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ本
幼保連携型認定こども園

多聞台こども園 多聞台3-9-13 781-2286 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ分
多聞台こども園分園
舞多聞こども園 舞多聞⻄6-1-6 781-2233 *48 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

たかつか保育園 小束⼭手1-24-1 795-2424 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

歌敷⼭保育園 歌敷⼭2-5-9 707-3369 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

滝の茶屋保育園 城が⼭1-6-22 753-3634 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

たるみ保育園 平磯4-5-14 707-5888 *140 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

ことぶきこども園 福田4-6-18 708-4882 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

かすがこども園 北舞⼦2-5-14 781-5888 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

千鳥が丘親和こども園 千鳥が丘3-23-25 705-2440 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

⾼丸幼稚園 ⼤町5-1-10 707-3259 *40 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 学

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

霞ヶ丘幼稚園 五色⼭8-2-29 706-0055 *90 1歳児クラス 5歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 7時 19時 学

垂水 連こ本
幼保連携型認定こども園

学が丘保育園 ※ 学が丘4-9-10 781-0303 *155 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ分 分園 ※ 学が丘６-１-1 783-6811 55 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

垂水 連こ
幼保連携型認定こども園

彩の森 ⾼丸6-５-４ 708-0790 60 生後57⽇ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 公保 奥ノ池保育所 狩口台3-1-5 781-6163 98 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

垂水 公保 星陵台保育所 星陵台8-13-1 783-1434 57 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

垂水 公保 本多聞保育所 本多聞4-1-2 784-0213 141 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴
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垂水 公保 川原保育所 川原2-1-13 753-4775 116 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 公⽴

垂水 公保 東⾼丸保育所 東垂水1-1-3 753-5366 56 1歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

垂水 公保 向陽保育所 向陽1-3-25 708-0544 124 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 公⽴

垂水 保 東垂水保育園 ⼭手7-4-7 753-1902 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 保 ドレミキッズ保育園 舞⼦台2-9-5 784-8881 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 株

垂水 保 ひとまる保育園 本多聞1-20-40 784-5984 90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 保 ハートランドCampus 舞⼦台7-3-7 784-1212

70
内ステーション
利⽤者枠21 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 有

垂水 保 ハートランドCampus マリンステーション ※ 平磯１丁目2-5 787-3310 21 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 7時 ~18時 7時 19時 有

垂水 保 舞多聞よつば保育園 舞多聞⻄5-11-4 784-5333 30 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 特非

垂水 保 きゃんばす垂水保育園 仲田1－2－30 786-3407 60 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 株

垂水 保 垂水せんしん保育園 川原2-2-8 742-7994 50 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時半 ○ 学

垂水 保 ぐろうすきっず舞⼦台保育園 舞⼦台6-19-11 785-9130 50 生後6か⽉〜 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

垂水 保 舞多聞そらの保育園
舞多聞⻄6-1-3
コミュセン1Fおよび年幼棟 785-6614 67 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 19時 ○ 株

垂水 家 岩崎　赤ちゃんホーム 多聞台2 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 2歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 18時半 株

垂水 家 赤ちゃんホームMoimoi
海岸通3-10　ジェネス海岸
通101 ※ 5

生後7週目〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 株

垂水 家 ⼤塚　赤ちゃんホーム 千鳥が丘3-15-21 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 7時半 18時 個人

垂水 家 きたぐち　赤ちゃんホーム
舞⼦台6-19-3　第2明和ハ
イツ1F ※ 5

生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 18時 個人

垂水 小 ちっちゃなこども園ふたば 舞多聞東2691F 784-5333 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 ○ 特非

垂水 小 本多聞小規模保育園 本多聞3-5-23-102 785-8020 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 19時 ○ 福

垂水 小 ⻘⼭台小規模保育園
⻘⼭台4-8-18　⻘⼭台モリ
ビル2F 742-8636 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 19時 ○ 福

垂水 小 虹っこひろば 王居殿3-19-5 752-3282 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 ○ 特非

垂水 小 小規模保育園たるみ駅ナカ
神田町1-20　ＪＲ垂水駅
（⻄口）構内 708-3600 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

垂水 小 垂水駅前小規模保育園 神田町2-31 タケミカビル2Ｆ 754-6660 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

垂水 小 つくし 星が丘2-1-65 709-5656 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 18時半 ○ 学

垂水 小 小規模保育園 CHES（チェス）
清水通3-10
シャルマンフジ神⼾壱番館1F 754-7500 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 株

垂水 小 小規模保育園 さくら 舞⼦台6-20-20 747-0761 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 小 小規模保育園 KOBILS 桃⼭台4-4-13 766-6670 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 ○ 株

垂水 小
サテライト型小規模保育事業
花の森  ㋚ ※

名⾕町字⼤⾕1905-7
アーバンヴィレッジ学園南2F 742-6090 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 小 キッズブライト・ナーサリー
天ノ下町10-5
シルバーウィリアムス1F 707-2620 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ ⼀社

垂水 小 小規模保育園 ちゃいるどるーむ 神陵台7-13-17 781-6016 15
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 特非

垂水 小 舞多聞きらら保育園 舞多聞⻄5-1-6 787-7075 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 株

垂水 小 こぐまプリスクール舞⼦園
⻄舞⼦3-8-16
アビタシオン中津2Ｆ 787-7311 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 特非

垂水 小 小規模保育園 りんご 舞⼦台6-20-20-2F 747-0776 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 小 小規模保育園　あんよ
小束⼭手2-2-1 BRANCH
神⼾学園都市1F

070-
1787-7701 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ ⼀社

垂水 小
サテライト型小規模保育事業

舞多聞もりの保育園　㋚ ※ 舞多聞⻄6-1-4 784-9395 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時半 19時 ○ 株

垂水 小
小規模保育園

CHES垂水駅前 天ノ下町9-8 709-2141 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 株

垂水 小 舞多聞小規模保育園　㋚ ※ 舞多聞東3-4-1 784-5520 9
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

垂水 小
サテライト型小規模保育事業

多夢の森  ㋚ ※ 清水が丘3-4-6 783-3111 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 小
サテライト型小規模保育事業

夢の森 ㋚ ※ 天ノ下町10-22 707-7722 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福
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垂水 小
サテライト型小規模保育事業

上⾼丸  ㋚ ※ 天ノ下町10-22 707-7723 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

垂水 小 ハートランド マリンきっず 平磯１丁目2-5 787-3310 15
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ◯ 有

垂水 小 小規模保育事業心の森 東舞⼦町10-1-303 781-0030 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ◯ 福

垂水 事 いるか保育園 学が丘1-19-8 781-2611
12

内地域枠4
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 公社

垂水 事 オービーホームキッズ
名⾕町字猿倉273-7　特別養護⽼
人ホームオービーホーム新館1F 706-0017

12
内地域枠5

生後7週目〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時半 福

垂水 事 ハートランド・きっず
舞⼦台7-3-8　有料⽼人ホーム
／ハートランド舞⼦台4F 784-1212

30
内地域枠12

生後7週目〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 有

垂水 事
ヤクルトキッズスクール
舞⼦かもめ保育園 舞⼦台2-9-10 647-7503

19
内地域枠5

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

垂水 事 サンク・トレゾール 舞多聞東2-5-8 080-1502-4454

18
内地域枠15

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株
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⻄ 幼こ
認定こども園

さくらんぼ幼稚園 桜が丘中町2-8-2 994-5225 *55 満1歳 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

⻄ 幼こ
認定こども園

いぶき幼稚園 井吹台東町4-19 997-0831 *70 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 学

⻄ 幼こ
学校法人有野台幼稚園
春⽇台幼稚園 春⽇台4-2 961-3000 *10 2歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 ○ 学

⻄ 連こ本
幼保連携型認定こども園

岩岡こども園 ※ 岩岡町岩岡1144-9 967-0301 *100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ分 分園 ※ 岩岡町岩岡1141-5 967-0346 40 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ分 ⻯が岡分園 ⻯が岡3-7-7 969-2510 45 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

おっこう⼭ 神出町五百蔵142-400 965-1445 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

あさひ保育園 桜が丘東町1-3-1 994-0170 *240 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 20時 ○ 福

⻄ 連こ本
幼保連携型認定こども園

YMCA保育園 学園⻄町5-4 794-3901 *130 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ分 おひさま分園 ※ 学園⻄町7-2-1-101 794-4080 20 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

なごみ保育園 伊川⾕町上脇字平⼭952-1 978-0753 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

⻄神⼾YMCA保育園 学園⻄町1-1-2 792-1011 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

神⼾潤和保育園 伊川⾕町潤和1538-1 976-5700 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園
神⼾学園都市YMCAこども園 学園東町2-1-3 791-2955 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
認定こども園

ななほし保育園 池上1-13-11 976-7784 *60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

あい保育園 伊川⾕町有瀬1137-8 974-5588 150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

あゆみ幼児園 糀台3-32-7 991-3100 *120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 福

⻄ 連こ本
幼保連携型認定こども園

同朋にこにこ園 井吹台⻄町4-6 996-1525 *170 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時半 ○ 福

⻄ 連こ分 分園なのはな ※ 井吹台東町1-1 962-5068 18 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

わらべ保育園 宮下3-12-13 921-0740 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

有瀬幼稚園 伊川⾕町有瀬854-1 974-4600 *104 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 学

⻄ 連こ
幼保連携型認定

弁天こども園 伊川⾕町有瀬555 974-1750 *90 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

平野保育園 平野町芝崎298-1 961-0840 *150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

⽵の台保育園 ⽵の台2-20-2 992-0277 *150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

つぐみ保育園 井吹台東町2-2-1 991-1456 *181 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

ひまわりこども園 伊川⾕町上脇24 978-0220 *110 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

学園幼稚園 学園⻄町5-3-2 792-1122 *45 3歳児クラス 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 学

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

桑ノ⽊幼稚園 ⽵の台2-10-1 991-4788 *150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 学

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

⻄神⼾ＹＭＣＡ幼稚園 井吹台⻄町4-5 997-7705 *40 3歳児クラス 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 学

⻄ 連こ本
幼保連携型認定こども園

出合保育園 玉津町出合224-2 927-6608 *117 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ分 分園 ※ 王塚台7-13-8 921-0888 33 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

持⼦保育園 持⼦3-114 927-8713 *80 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

枦⾕つぐみ保育園 櫨⾕町池⾕357-1 990-0293 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ本
幼保連携型認定こども園

井吹北つぐみ保育園 ※ 井吹台北町1-18 996-0293 60 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ分 分園 ※ 井吹台北町2-17-15 991-0293 20 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

まゆか保育園 北別府4-10-1 975-7722 150 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 18時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

神出保育園 神出町田井寺垣内401-1 965-1351 *70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 18時半 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

カナリアこども園 井吹台⻄町8-1-2 990-3033 70 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 連こ
幼保連携型認定こども園

いりえ幼稚園 狩場台3丁目６番地４ 992-0700 *42 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 学

⻄ 公保 玉津保育所 玉津町新方字東方211-3 911-4909 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴
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⻄ 公保 押部⾕保育所 美穂が丘1-1 994-3622 126 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 18時半 公⽴

⻄ 公保 王塚台保育所 王塚台5-115 927-9551 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公⽴

⻄ 保 ⽇輪寺保育園 玉津町小⼭561-1 928-0975 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 18時半 ○ 宗

⻄ 保 美賀多保育園 美賀多台3-13-1 961-0940 210 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 20時 ○ 福

⻄ 保本 なかよし保育園 和井取5-17 975-6840 100 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福

⻄ 保分 ふれんど分園 ※ 玉津町⾼津橋214-3 911-7060 20 生後6か⽉ 5歳児クラス ー 8時半 ~16時半 7時半 18時 ○ 福

⻄ 保 あおぞら保育園 水⾕2-25-24 918-6860 130 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

⻄ 保 枝吉保育所 枝吉4-26 927-5953 120 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 19時 ○ 福

⻄ 保 こばとキンダーガーデン 丸塚1-26-17 924-5686 49 生後6か⽉ 5歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 ○ 有

⻄ 家 ⼭本　赤ちゃんホーム 今寺 ※ 5
生後7週目〜
満1歳未満 0歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 個人

⻄ 家 こりす赤ちゃんホーム 井吹台⻄町3 ※ 5
生後7週目〜
満2歳未満 1歳児クラス ー 8時 ~16時 8時 17時半 株

⻄ 小 ⻄神中央エンゼルホーム
糀台5-5-1　イル・グラッツォ共⽤
棟2F 997-6693 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 9時 ~17時 7時 20時 ○ 有

⻄ 小 ＹＭＣＡちとせ保育ルーム 学園⻄町4-1　留学生会館1Ｆ 786-3821 12
1歳児クラス〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 学

⻄ 小 学園都市駅前小規模保育園
学園⻄町1-1-1　ユニバープラザ
1F 795-9003 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

⻄ 小 小規模保育園 ふわり池上
池上3-3-2　JAアクト池上ビル
2F 915-7183 12

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 特非

⻄ 小 小規模保育 つぐみHouse
井吹台東町1-1-1　⻄神南セン
タービル2F 997-7293 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 18時半 福

⻄ 小 キッズパートナー狩場台 狩場台3-9ー15　かりばプラザ内 990-1511 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 株

⻄ 小 小規模保育園 ちゃいるどるーむ白水 白水2-3-15 976-6623 19
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 特非

⻄ 小 おひさまぴっぴ ⽵の台2-1-35 220-9154 9
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 19時 ○ 特非

⻄ 小 学園みどりこども園 学園⻄町1-3-2 795-6066 12
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 福

⻄ 小 ⻄神南こりす小規模保育園
井吹台東町1-1-1 ⻄神南セン
タービル1Ｆ 940-6368 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 8時半 ~16時半 7時半 19時 株

⻄ 小 みかた駅前園
糀台5-10-2　⻄神センタービル
2Ｆ 992-0200 19

生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 ○ 福

⻄ 小 学園都市YMCA保育ルーム 学園東町2-1-3 794-3045 12
1歳児クラス〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 公財

⻄ 小 学校法人⼭田学園がくえん保育園 ㋚ ※ 学園東町5-2 793-2700 12 １歳児クラス 2歳児クラス 7時半 ~18時半 9時 ~17時 7時半 18時半 ○ 学

⻄ 事 ひかりのくれよん ⾒津が丘3-8-5 998-0850
19

内地域枠5
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 8時 19時 生協連

⻄ 事 事業所内保育事業 みどり保育園 枝吉4-172-3 920-0201
12

内地域枠4
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 8時 ~19時 8時 ~16時 7時 20時 ○ 医

⻄ 事 ヤクルトキッズスクール⻄神⼾ 南別府4-368-1 　和幸ビル1F 962-5711
19

内地域枠5
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 株

⻄ 事 保育所かたつむりランド 神⼾枝吉園 枝吉2-110-2 927-3622
17

内地域枠5
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時 ~16時 7時 19時 ○ 株

⻄ 事 ⼤慈さくら保育園 玉津町今津364-61 913-0020
12

内地域枠4
生後6か⽉〜
満3歳未満 2歳児クラス 7時 ~18時 8時半 ~16時半 7時 19時 ○ 福


