
氏名 施設名 市町名

1 田丸　靖子 幼保連携型認定こども園　やまびこ保育園 神戸市

2 内田　麻美 社会福祉法人日の出福祉会　幼保連携型認定こども園　かすみがおか虹こども園 神戸市

3 岸本　令子 社会福祉法人陽光会　幼保連携型認定こども園　滝の茶屋保育園 神戸市

4 阿部　真由子 学校法人鈴蘭台学園　認定こども園いぶき幼稚園 神戸市

5 志村　愛 社会福祉法人 漆山福祉会　弁天こども園 神戸市

6 光岡　綾菜 学校法人 染矢学園　幼保連携型認定こども園 微笑幼稚園 神戸市

7 久保田　芳彰 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 神戸市

8 中井　里美 学校法人スミレ・アカデミー　幼保連携型認定こども園 塩原学園幼稚園 神戸市

9 村上　知恵 幼稚園型認定こども園　北六甲幼稚園 神戸市

10 川嶋　富美子 学校法人 湊川相野学園　幼稚園型認定こども園 湊川短期大学附属神陵台幼稚園 神戸市

11 光久　昌和 認定こども園このみ保育園 神戸市

12 岡部　裕子 社会福祉法人頌栄会　認定こども園頌栄保育園 神戸市

13 三島　浩司 神戸学園都市YMCAこども園 神戸市

14 村井　みゆき 社会福祉法人 ゆたか福祉会　みさきこども園 神戸市

15 山本　富美子 谷上保育園 神戸市

16 松岡　文昭 おおいしこども園 神戸市

17 藤井　貴久子 宗教法人 西光寺　みなとがわ保育園 神戸市

18 原　康大 幼保連携型認定こども園　はっとこども園 神戸市

19 藤本　省三 幼保連携型認定こども園　神出保育園 神戸市

20 大岡　ゆかり 幼保連携型認定こども園　村雨こども園 神戸市

21 渡邊　紀百 幼保連携型認定こども園　名谷みどりこども園 神戸市

22 髙橋　暁美 認可保育園　名谷フォレスト保育園 神戸市

23 笠野　順子 社会福祉法人陽光会　東垂水保育園 神戸市

24 奥本　啓子 学校法人 青い鳥学園　幼保連携型認定こども園 ブルーノの森保育園 神戸市

25 橘髙　真紀子 すずらんキッズ保育園 神戸市

26 庄司　和洋 舞多聞小規模保育園 神戸市

27 船曳　俊介 ひとまる保育園 神戸市

28 宗行　好信 安室保育園 姫路市

29 宗　雷聞 認定こども園うささぎ 姫路市

30 三木　亜弥 学校法人姫路顕栄学園　幼保連携型認定こども園 聖ミカエル広畑幼稚園 姫路市

31 溝川　温美 学校法人山陽学園　認定こども園しげる幼稚園 姫路市

32 中野　祥宏 幼保連携型 認定こども園　姫路前山保育園 姫路市

33 村上　千栄 宗教法人本柳寺　網干保育園 姫路市

34 藤原　育子 社会福祉法人 夢工房　幼保連携型認定こども園 姫路保育園 姫路市

35 青山　泰立 景福寺　瑞松学院 姫路市

36 増田　直美 姫路市立　林田こども園 姫路市

37 山田　千尋 認定こども園ベアズガーデン インターナショナルスクール 姫路市

38 濱名　浩 幼稚園型認定こども園　立花愛の園幼稚園 尼崎市

39 村上　和子 社会福祉法人 福進福祉会　認定こども園 武庫庄保育園 尼崎市

40 三澤　絹子 あすなろこども園 尼崎市
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41 三好　とも子 社会福祉法人 坂田福祉会　幼保連携型認定こども園 キンダー・メーソン 尼崎市

42 小川　愛子 社会福祉法人 喜左ヱ門　モルセラ保育園 尼崎市

43 佐久間　知里 社会福祉法人八葉会　わかばこども園 明石市

44 藤中　康子 社会福祉法人コアキューピット福祉会　保育所型認定こども園リトルキューピット保育園 明石市

45 谷口　舞衣子 学校法人和弘学園　幼保連携型認定こども園 めいまいピーノこども園 明石市

46 川本　泰子 社会福祉法人ゆたか福祉会　ゆたか保育園 明石市

47 前田　由美子 保育所型認定こども園 スイートキューピット保育園 明石市

48 橘　久美子 保育所型認定こども園 ドリームキューピット保育園 明石市

49 山本　達也 山手台こども園 明石市

50 田中　和代 北おうじ虹こども園 明石市

51 松下　貴子 社会福祉法人 和光福祉会　フェニックス大久保こども園 明石市

52 藤田　倫子 めいなん虹保育園 明石市

53 谷川　尚 幼保連携型認定こども園　西宮YMCA保育園 西宮市

54 川田　泳利 幼保連携型認定こども園夙川夢 西宮市

55 森田　里江 マザーシップ西宮北口こども園 西宮市

56 中山　かさね 認定こども園上甲子園幼稚園 西宮市

57 川上　博之 上甲子園保育園 西宮市

58 大屋　祐貴 幼保連携型認定こども園　やまよしKids garden 西宮市

59 淀谷　弦世 社会福祉法人 あすなろ福祉会　夙川あすなろ保育園 西宮市

60 婦木　雅子 幼保連携型認定こども園　生瀬ぽぽこども園 西宮市

61 峯　りか 甲山福祉法人　夙川さくら保育園 西宮市

62 福井　潤子 マザーシップ西宮北口こども園 西宮市

63 中谷　浩也 ひかり保育園 西宮市

64 三倉　克仁 洲本こども園 洲本市

65 西窪　千昌 浜風あすのこども園 芦屋市

66 橋詰　馨 白ゆり幼稚園 伊丹市

67 峯　修子 社会福祉法人くじら　梅ノ木くじら保育園 伊丹市

68 川西　弘子 社会福祉法人くじら　伊丹くじら保育園 伊丹市

69 酒井　智予 伊丹市立　神津こども園 伊丹市

70 三好　由起子 伊丹市立　おぎの幼稚園 伊丹市

71 滝本　玉紀 社会福祉法人蓼川福祉会　蓼川保育園 豊岡市

72 曽根　紀子 社会福祉法人 愛育会　おさかおのこども園 豊岡市

73 西海　智恵 社会福祉法人キューピット福祉会　幼保連携型認定こども園　ピュアキューピットこども園 加古川市

74 麻生　富美子 やはたこども園 加古川市

75 橘　純子 社会福祉法人 きらら福祉会　保育所型認定こども園 おりーぶ保育園 加古川市

76 岸　泉 認定こども園　みのりヶ丘保育園 加古川市

77 有働　崇人 社会福祉法人 あかり福祉会　あかり保育園 加古川市

78 横山　敏美 社会福祉法人 あかり福祉会　あかり保育園 加古川市

79 勝亦　宏樹 認定こども園あおば保育園 加古川市

80 三好　裕介 チャイルドハート保育サロン加古川園 加古川市
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81 大西　雅子 尾上保育園 加古川市

82 位田　彩　 ㈱JSK-G　青心保育園 加古川市

83 多方　由紀美 幼保連携型認定こども園　つまこども園 西脇市

84 桑村　瑠美 幼保連携型認定こども園　西脇こども園 西脇市

85 今中　杏那 幼保連携型認定こども園　西脇こども園 西脇市

86 恒松　静香 社会福祉法人 宝塚さくら福祉会　宝塚さくら保育園 宝塚市

87 福田　眞理子 幼保連携型 一粒園認定こども園 三木市

88 永尾　詩帆 えびす認定こども園 三木市

89 小紫　昭子 幼保連携型 いずみ認定こども園 三木市

90 髙谷　千賀子 正蓮寺こども園 高砂市

91 松本　敬子 認定こども園　美山こども園 川西市

92 常田　麻里 川西市立川西北幼稚園 川西市

93 濱添　吉生 認定こども園　あおい宙川西 川西市

94 中井　香津美 社会福祉法人寿楽福祉会　ちびっこ保育園キセラ 川西市

95 山田　多加 協立温泉病院　つくんこ保育園 川西市

96 小垂　恵美 中央保育所 小野市

97 森崎　理恵 社会福祉法人　白百合保育園 小野市

98 仮屋　睦子 社会福祉法人　亀鶴保育所 小野市

99 上原　千晶 三田　虹の子保育園 三田市

100 西脇　かおり 加西市立北条ならの実こども園 加西市

101 松本　隆 幼保連携型認定こども園とみた 加西市

102 沖田　加代 養父市立大屋こども園 養父市

103 平野　希 社会福祉法人 太陽福祉会　たいようこども園 養父市

104 田野　悟 幼保連携型認定こども園　いちじまこども園 丹波市

105 足立　辰馬 社会福祉法人氷上町福祉会　認定こども園ふたば 丹波市

106 赤井　由紀子 社会福祉法人みつみ福祉会　認定こども園みつみ 丹波市

107 前川　往代 社会福祉法人和田福祉会　認定こども園わだ 丹波市

108 竹村　綾子 認定こども園あおがき 丹波市

109 山﨑　あけみ 南あわじ市立広田保育園 南あわじ市

110 田中　利佳 南あわじ市立　伊加利こども園 南あわじ市

111 森本　美代子 南あわじ市立　市こども園 南あわじ市

112 中嶋　敏博 幼保連携型認定こども園　やなせこども園 朝来市

113 西　浩一郎 社会福祉法人 与布土福祉会　あわが保育園 朝来市

114 堂山　いずみ 社会福祉法人 恵泉保育園　幼保連携型認定こども園 恵泉保育園 淡路市

115 森下　昌 幼保連携型認定こども園　みのりこども園 宍粟市

116 九折　晃寿 幼保連携型認定こども園　すみれこども園 たつの市

117 山下　智佳 社会福祉法人 旭福祉会　認定こども園  旭こども園 たつの市

118 西中　士朗 認定こども園　あそびの丘 たつの市

119 藤本　泰子 社会福祉法人　四恩こども園 多可町

120 増田　美保 幼保連携型認定こども園みどりこども園 多可町
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121 西山　真実 社会福祉法人　四恩こども園 多可町

122 松田　和恵 幼保連携型認定こども園　キッズランドやちよ 多可町

123 小野　誓吾 寺前保育所 神河町

124 羽岡　今日子 神崎福祉会立　神崎保育園 神河町

125 高田　清美 社会福祉法人　二葉保育園 太子町

126 魚谷　しをり 社会福祉法人 明和福祉会　認定こども園 石海保育園 太子町

127 井上　香余 とみのおか保育園 太子町

128 竹内　寿恵 上郡町立上郡こども園 上郡町

※令和３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、令和３年度修了証交付時の名称です。


