
氏名 施設名 市町名

1 舟橋　博 幼保連携型認定こども園 あさひ保育園 神戸市

2 小西　美代子 幼保連携型小束山認定こども園 神戸市

3 溝田　浩一 けやき保育園 神戸市

4 村上　かず代 虹保育園 神戸市

5 萬代　友香 認定こども園 あおい宙 神戸市

6 橋本　賢一 幼保連携型認定こども園 光愛児園 神戸市

7 山田　めぐみ 幼保連携型認定こども園 はたつかこども園 神戸市

8 永野　さゆり ゆりかご保育園 神戸市

9 川崎　政彦 ひとみ保育園 神戸市

10 川崎　栄子 東須磨愛児園 神戸市

11 谷村　誠 幼保連携型認定こども園 多夢の森 神戸市

12 吉川　裕史 平野保育園 神戸市

13 赤澤　恭子 幼保連携型認定こども園 わらべ保育園 神戸市

14 小野　浩誠 認定こども園 このみ保育園 神戸市

15 阿部　操 鈴蘭台幼稚園 神戸市

16 岩﨑　明美 六甲藤原台幼稚園 神戸市

17 坪井　麻須美 認定こども園正英幼稚園 神戸市

18 濱田　康助 湊川短期大学附属 神陵台幼稚園 神戸市

19 西野　素子 大慈ほまれ幼保連携型認定こども園 神戸市

20 高橋　登美子 兵庫保育園 神戸市

21 赤木　冨美子 近田幼稚園 神戸市

22 小林　眞智子 ブルーノの森保育園 神戸市

23 魚井　健一 幼保連携型認定こども園 甲南すこやかこども園 神戸市

24 大倉　和子 幼保連携型認定こども園 甲南すこやかこども園 神戸市

25 上杉　徹 真生きらきら保育園 神戸市

26 野喜　久子 のぎ保育園 姫路市

27 尾崎　匠 みどりヶ丘幼児園 姫路市

28 宗　雷昭 うさざき 姫路市

29 冨士原　大輔 認定こども園まるやま保育園 姫路市

30 石田　由美子 認定こども園やながせ保育園 姫路市

31 柳井　眞由美 広峰保育園 姫路市

32 永井　雅子 書写認定こども園 姫路市

33 住本　章博 クローバー保育園 姫路市

34 多田　靖史 ゆめさき保育園 姫路市

35 浦田　光世 フタバ幼稚園 姫路市

36 亀山　秀郎 認定こども園七松幼稚園 尼崎市

37 志方　智恵子 認定こども園七松幼稚園 尼崎市

平成28年度兵庫県認定こども園園長等研修修了証交付者



氏名 施設名 市町名

平成28年度兵庫県認定こども園園長等研修修了証交付者

38 神尾　由美 幼保連携型認定こども園みつばこども園 明石市

39 谷川　尚 西宮YMCA保育園 西宮市

40 内田　浩子 みどり園保育所 西宮市

41 内田　渓 みどり園保育所 西宮市

42 篠原　久士 甲子園保育所 西宮市

43 引地　美津代 かえで保育園 西宮市

44 中山　佳惠子 名塩保育園 西宮市

45 長部　俊弘 ニコニコ桜保育園 西宮市

46 松本　俊輔 まつぼっくり保育園 西宮市

47 町田　道代 認定こども園上甲子園幼稚園 西宮市

48 佐藤　成美 むこがわ幼稚園 西宮市

49 松本　幸伸 善照マイトレーヤ保育園 西宮市

50 上谷　攻 大野保育所 洲本市

51 岡本　真穂 茶屋保育園 芦屋市

52 川阪　由紀 こばと保育所 伊丹市

53 藤池　美智子 都台こども園 加古川市

54 藤池　滋実 都台こども園 加古川市

55 桝本　佳宏 エミール保育園 加古川市

56 垣内　宏康 日野保育園 西脇市

57 仲田　保弘 芳田保育園 西脇市

58 伊達　惠一 西脇こども園 西脇市

59 吉田　和弘 黒田庄保育園 西脇市

60 福田　眞理子 一粒園認定こども園 三木市

61 井村　智眼 真浄寺保育園 高砂市

62 前西　さとみ かわにしひよし保育園 川西市

63 加藤　美輪 認定こども園あおい宙川西 川西市

64 村田　洋子 認定こども園山下教会めぐみ園 川西市

65 原口　富美子 認定こども園湊川短期大学附属北摂中央幼稚園 三田市

66 元井　陽子 ふじ幼稚園 三田市

67 宮崎　幸子 認定愛の光こども園 加西市

68 中山　義弘 富山こども園 丹波篠山市

69 森田　美香 日光認定こども園 養父市

70 方山　さがみ 認定こども園わだ 丹波市

71 安田　千代 認定こども園あおがき 丹波市

72 吉見　直人 認定こども園みつみ 丹波市

73 篠田　敬子 福良保育園 南あわじ市

74 足立　敬子 中川こども園 朝来市
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75 岡田　文子 東河こども園 朝来市

76 藤岡　千惠子 大蔵こども園 朝来市

77 石田　保孝 認定こども園照福こども園 朝来市

78 森下　昌 みのりこども園 宍粟市

79 椎名　ますみ 加茂こども園 加東市

80 藤川　かほる 高岡育児園 加東市

81 丸山　義夫 たきの愛児園 加東市

82 小林　緑 河高保育園 加東市

83 中村　佳文 東古瀬こども園 加東市

84 出井　美穂 米田こども園 加東市

85 内海　弘宣 心光保育所 たつの市

86 堀　正純 認定こども園第一仏光こども園 たつの市

87 九折　正寿 すみれこども園 たつの市

88 小泉　慧 認定こども園じょうせんこども園 たつの市

89 高橋　邦栄 みどりこども園 多可町

90 日下部　智子 サルビアこども園 福崎町

91 石井　清美 二葉保育園 太子町

92 布埜　昭憲 高田陽光保育園 上郡町

93 中村　直 小代認定こども園 香美町

※平成28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28年度修了証交付時の名称です。


