
氏名 施設名 市町名

1 西川　法子 幼保連携型認定こども園微笑幼稚園 神戸市

2 原　都美 幼保連携型認定こども園微笑幼稚園 神戸市

3 深見　志保 みなと幼稚園 神戸市

4 谷村　佳奈美 幼保連携型認定こども園 花の森 神戸市

5 阿部　能英 認定こども園 ななほし保育園 神戸市

6 松田　康之 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

7 並川　明子 塩屋幼稚園 神戸市

8 阿部　能光 認定こども園いぶき幼稚園 神戸市

9 上村　敬子 幼保連携型認定こども園 歌敷山保育園 神戸市

10 堤　正典 幼保連携型認定こども園 心の森 神戸市

11 髙畠　知加子 幼保連携型認定こども園 竹の台保育園 神戸市

12 川口　幸子 幼保連携型認定こども園 キッズキャンパス 神戸市

13 橘　千里 幼保連携型認定こども園 しおやこども園 神戸市

14 大江　平治 幼保連携型 小束山認定こども園 神戸市

15 吉田　みどり 幼保連携型認定こども園 おっこう山 神戸市

16 岩井　義矢 西神戸YMCA保育園 神戸市

17 藤田　浩子 北須磨第２保育園 神戸市

18 小笠原　みどり 網干保育園 姫路市

19 齊藤　朋 徳栄寺こども園 姫路市

20 吉田　眞子 チコハウス山びここども園 姫路市

21 吉田　佳恵 認定こども園あゆみ保育園 姫路市

22 藤原　美智子 幼保連携型認定こども園姫路日ノ本短期大学付属幼稚園 姫路市

23 濱田　裕美 認定こども園あゆみ保育園 姫路市

24 前川　昌恵 幼児学舎子どもライブラリー 姫路市

25 宗行　佳世 安室保育園 姫路市

26 玉光　和人 野里こども園 姫路市

27 長山　典子 津田このみ学園 姫路市

28 髙島　美穂 こじかこども園 姫路市

29 前川　弘美 認定こども園白鷺園保育所 姫路市

30 宮崎　祐子 チコハウスあおぞら保育園 姫路市

31 濵名　美代子 梅花東幼稚園 尼崎市

32 稲元　眞理子 わかば保育園 明石市

33 小西　満廣 福里保育園 明石市

34 荒井　修一郎 まどか保育園 明石市

35 藤田　勇 ｒｉｃｃｏ保育園 明石市

36 柳田　政子 ｒｉｃｃｏ保育園 明石市

37 宇野　真偉子 福里保育園 明石市
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38 梅村　新 一麦保育園 西宮市

39 森田　里江 マザーシップ西宮北口保育園 西宮市

40 東野　弘美 東山ぽぽ保育園 西宮市

41 松山　孝博 千草こどもの園 洲本市

42 谷澤　美栄 伊丹市立中央保育所 伊丹市

43 濱名　知可子 伊丹市立桜台保育所 伊丹市

44 中村　亜希 伊丹市立神津こども園 伊丹市

45 大田　大法 みかたの森こども園 豊岡市

46 岡藤　光代 おもしろたのしみえこども園 豊岡市

47 曽根　紀子 おさかおのこども園 豊岡市

48 宮内　正樹 みどりの森こども園 加古川市

49 今井　智子 幼保連携型認定こども園とうばんの森 加古川市

50 徳原　武 つまこども園 西脇市

51 岡本　悟 比延こども園 西脇市

52 来住　哲州 自由ヶ丘認定こども園 三木市

53 稲岡　ひとみ 神和認定こども園 三木市

54 向山　和代 えびす認定こども園 三木市

55 鷹尾　淳子 羽場認定こども園 三木市

56 三島　陽子 加茂保育所 川西市

57 吉田　千賀子 粟生こども園 小野市

58 田中　伺知 幼保連携型市場こども園 小野市

59 福西　浩司 認定こども園愛の光こども園 加西市

60 上埜　佳恵 認定愛の光こども園 加西市

61 宇和野　修介 たいようこども園 養父市

62 田村　惠 宿南こども園 養父市

63 山口　洋子 社会福祉法人　柏翔会 丹波市

64 安田　和仁 認定こども園いくさと 丹波市

65 竹村　綾子 認定こども園あおがき 丹波市

66 川瀬　京子 ひまわりこども園 朝来市

67 松田　美保 朝来市立竹田こども園 朝来市

68 松岡　順子 やなせこども園 朝来市

69 佐藤　典子 朝来市立生野こども園 朝来市

70 吉本　厚子 株式会社誠心学園保育園 宍粟市

71 川本　健太郎 くりのみ保育園 宍粟市

72 戸田　潔子 秋津保育園 加東市

73 浜口　大介 認定こども園高岡育児園 加東市

74 堀　良尚 まあや学園 たつの市
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75 堀川　由美子 認定こども園まことこども園 たつの市

76 原田　康江 認定こども園旭こども園 たつの市

77 清水谷　善道 あさかこども園 多可町

78 井上　美保 加古保育園 稲美町

79 堀井　桂子 キューピットこども園 播磨町

80 原　裕香 市川町立甘地幼稚園 市川町

81 梶原　史 市川町立甘地保育所 市川町

82 木村　眞由美 市川町立甘地保育所 市川町

83 岩﨑　成美 市川町地域子育て支援センター 市川町

84 古角　孝之 姫学こども園 福崎町

85 小田　左斗美 二葉にじいろこども園 太子町

86 小谷　友紀恵 二葉保育園 太子町

87 伊藤　無學 みなと保育園 香美町

※平成30年度に修了証を交付され、公表に同意された方のみ掲載しております。

※施設名は、平成30年度修了証交付時の名称です。


