（情報更新日：平成３０年１２月１日）

１

平成３１年４月１日新設保育施設の情報について

平成 31 年 4 月 1 日に、下記の保育施設が開園又は幼稚園から認定こども園へ移行する予定です。
① 施設名
所在地

（仮称）高須の森保育園

（施設種類

高須町１丁目（旧高須東小学校跡地）

運営主体
利用定員(予定)
開所時間（予定）
問合せ先

社会福祉法人

認可保育所、私立）
※ 開園後は住居表示が変わります。

みかり会

120 名(０歳児 3 名、１歳児 13 名、２歳児 14 名、３歳～５歳児各 30 名)
※ 0 歳児は生後 57 日以降からの受入
7：30～18：30

（延長保育 7：00～7：30、18：30～20：00）

0798-66-6670（つぼみの子保育園 担当：新條）

※ 開園後は電話番号が変わります。

・利用定員や送迎方法等の詳細については、別紙「
（仮称）高須の森保育園について」を
備

考

ご確認ください。
・エビスタ西宮内に開設予定の下記「
（仮称）送迎保育ステーション

森の駅」からの

送迎先施設です。
参

考

（仮称）送迎保育ステーション 森の駅
施設名

（施設種類

認可外保育施設）

※（仮称）高須の森保育園を送迎保育ステーション方式でご利用いただく際に利用する施設です。
送迎保育ステーションのみの利用申込はできません。

所在地
運営主体

田中町（エビスタ西宮増築部分）
社会福祉法人

※ 開園後は住居表示が変わります。

みかり会

利用定員（予定）

30 名(３歳児 10 名、４歳児 10 名、５歳児 10 名)

開所時間（予定）

7：00～9：00、16：15～18：00

（延長保育

18：00～19：00）

・
「①（仮称）高須の森保育園」へ送迎用車両により送迎し、日中は同施設にて保育を実施します。
備

考

・送迎は、利用時間帯によって、朝夕２～３往復実施します。
・お子様の病気等で緊急のお迎えが必要となった場合は、
「①（仮称）高須の森保育園」まで
お迎えにお越しいただきます。

② 施設名
所在地
運営主体
利用定員（予定）
開所時間（予定）

（仮称）小規模保育園

森のこどもたち

田中町（エビスタ西宮増築部分）
社会福祉法人

（施設種類

※ 開園後は住居表示が変わります。

みかり会

19 名(０歳児３名、１歳児７名、２歳児９名)
※ 0 歳児は生後 6 ヶ月からの受入
7：30～18：30

（延長保育 7：00～7：30、18：30～19：00）

問合せ先

0798-66-6670（つぼみの子保育園 担当：新條）

③ 施設名

（仮称）夙川あすなろ保育園

所在地
運営主体

小規模保育事業所 A 型、私立）

松園町 10 番街区
社会福祉法人

（施設種類

※ 開園後は電話番号が変わります。

認可保育所、私立）

※ 開園後は住居表示が変わります。

あすなろ福祉会

100 名(０歳児 12 名、１歳児 13 名、２歳児 15 名、３歳～５歳児各 20 名)
利用定員（予定）

※ 0 歳児は生後 4 ヶ月からの受入
※ 開園当初は、合計 90 名までの入所とします。

開所時間（予定）
問合せ先

7：00～18：00

（延長保育 18：00～19：00）

06-6411-0320（あすなろ保育園 担当：藤木）
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※ 開園後は電話番号が変わります。

（情報更新日：平成３０年１２月１日）

④ 施設名
所在地
運営主体
利用定員（予定）
開所時間（予定）

（仮称）みどり園保育所分園
津門綾羽町６番街区
社会福祉法人

（施設種類

幼保連携型認定こども園・分園、私立）

※ 開園後は住居表示が変わります。

桂樹会

100 名(０歳児 12 名、１歳児 13 名、２歳児 15 名、３歳～５歳児各 20 名)
※ 0 歳児は生後 43 日以降からの受入
7：00～18：00

（延長保育 18：00～19：00）

問合せ先

0798-22-1376（みどり園保育所 担当：内田）

備

・幼保連携型認定こども園 みどり園保育所（今津山中町）の分園です。

考

⑤ 施設名
所在地
運営主体
利用定員（予定）

（仮称）大社幸和園
柳本町９番街区
社会福祉法人

※ 開園後は電話番号が変わります。

（施設種類 認可保育所、私立）

※ 開園後は住居表示が変わります。
幸和園

40 名(０歳児６名、１歳児 15 名、２歳児 19 名)
※ 0 歳児は生後６ヶ月からの受入

開所時間（予定）

7：00～18：00

（延長保育 18：00～19：00）

問合せ先

0798-36-4850

※ 開園後は電話番号が変わります。

備

・⑥（仮称）越水幸和園の本園です。

考

⑥ 施設名
所在地
運営主体

（仮称）越水幸和園
越水町７番街区
社会福祉法人

（施設種類

認可保育所・分園、私立）

※ 開園後は住居表示が変わります。
幸和園

利用定員（予定）

75 名(３歳～５歳児各 25 名)

開所時間（予定）

7：00～18：00

（延長保育 18：00～19：00）

問合せ先

0798-36-4850

※ 開園後は電話番号が変わります。

備

・⑤（仮称）大社幸和園の分園です。

考

⑦ 施設名

いるか幼稚園（施設種類

所在地

西宮浜４丁目 13 番２号

運営主体

学校法人

幼稚園型認定こども園、私立）

阪急学園

利用定員（予定）

30 名（３歳～５歳児各 10 名）

開所時間（予定）

7：30～19：00

問合せ先

0798-32-1089

（土曜：休園） ※ 詳細は園へお問い合わせください。

上記の施設は、平成 31 年４月１日入所に係る利用調整より利用申込が可能となります。
なお、平成 31 年４月開園にむけて準備を進めていますが、工事の進捗状況等により４月の開園が間に合わない場合は、
開園できる月からの利用申込として取り扱いますので、あらかじめご了承ください。
また、各施設における保育内容や保育料以外の費用（入園時の費用や制服代等）
、送迎方法等の詳細につきましては、
上記の「問合せ先」へお問い合わせください。
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（情報更新日：平成３０年１２月１日）

２

平成３１年度以降の新設保育施設の情報について（平成３１年４月１日には開園しません）
下記２施設については、工事の遅れ等により開園日が未定です。
⑧ 施設名

（仮称）西宮本町つきの保育園

所在地

本町 11 番街区

運営主体

（施設種類

認可保育所、私立）

※ 開園後は住居表示が変わります。

社会福祉法人 linkworks wellness

利用定員（予定）

50 名(０歳～２歳児各６名、３歳児 10 名、４～５歳児各 11 名)
※ 0 歳児は生後６ヶ月からの受入

開所時間（予定）

7：00～18：00

（延長保育 18：00～19：00）

問合せ先

078-327-6033

※ 開園後は電話番号が変わります。

⑨ 施設名

（仮称）上甲子園保育園

（施設種類

所在地

上甲子園５丁目４番街区

※ 開園後は住居表示が変わります。

運営主体

社会福祉法人

利用定員（予定）
開所時間（予定）
問合せ先

認可保育所、私立）

あゆみ会

90 名(０歳児６名、１歳児 12 名、２歳～５歳児各 18 名)
※ 0 歳児は生後 57 日以降からの受入
7：00～18：00

（延長保育 18：00～19：00）

078-949-1788（法人本部 担当：宇野）

※ 開園後は電話番号が変わります。

上記の保育施設につきましては、平成 31 年４月１日入所に係る利用調整の対象とはなりませんのでご注意ください。
利用希望施設として入所（転所）申込を行っている場合は、希望順位が下位の保育施設の順位を繰り上げたうえで利用
調整を行います。なお、入所保留となった場合は、開園できる月からの利用申込として取り扱いますので、ご了承ください
ますよう、お願いいたします。また、開園時期が決定次第、ホームページ等でお知らせいたします。

３

閉園予定の施設について（平成 30 年 12 月１日更新）
下記の施設は、事業者の都合により閉園予定です。
施設名

事業所所在地

閉園予定時期

ぎんが保育ルーム

高松町 20-11-101

平成 31 年３月末

夙川

寿町 2-35 KOWA ビルディング２階

平成 31 年３月末

保育ルームまっきー

伏原町 1-58 高木センター内

平成 32 年３月末

保育ルーム木の実

南郷町 8-4 南郷ハイム 101

平成 32 年３月末

森のほいくえん

上記の施設への入所を希望されている場合は、閉園後については利用調整の対象とはなりませんので、ご了承ください。

４

認可保育所から幼保連携型認定こども園への移行情報について
平成 31 年４月１日より、下記の施設が認可保育所から幼保連携型認定こども園へ移行する予定です。
施設名（予定）

２・３号定員（予定）

現施設名

（仮称）マザーシップ西宮北口こども園

90 名（変更なし）

マザーシップ西宮北口保育園

（仮称）かえで保育園

70 名（変更なし）

かえで保育園

（仮称）一麦保育園

160 名 → 176 名

一麦保育園

（仮称）段上保育園

120 名（変更なし）

段上保育所

認定こども園については、市が決定する保育料とは別に、入園時の費用や毎月の教育活動費等が必要となります。
詳細は各施設へお問い合わせください。
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（情報更新日：平成３０年１２月１日）

５

保育施設の定員等変更について
変更内容

施設名

平成３1 年４月～

ヒーローズにしのみや保育園
たけのこ保育所

６

対象年齢

生後 60 日～２歳児

対象年齢

生後６ヶ月～２歳児

対象年齢

生後６ヶ月～２歳児

対象年齢

生後６ヶ月～２歳児

定員

８名

定員

12 名

保育施設の移転について
変更内容

施設名
たけのこ保育所
（平成 30 年 11 月 1 日に移転済）

７

現在

移転後

移転前

甲子園網引町 4-11-101

南甲子園 1-6-19

建替及び改修工事について
下表のとおり対象施設にて建替・改修工事を行います。
一麦保育園は、工事期間中、園庭スペースがありませんので、戸外活動は近隣の公園等で行うことになります。
（仮称）段上保育園は、工事期間中、下記の仮移転先（仮設園舎）での保育となり、園庭スペースがありませんので、戸外

活動は近隣の公園等で行うことになります。
幼保連携型認定こども園パドマ・ナーサリースクールは、工事期間中、園内駐車場スペースがありません。また、玄関部分
の工事の際は、園庭門からの登降園となります。
今津南保育所は、工事期間中、下記の仮移転先（仮設園舎）での保育となり、園庭スペースが限られますので、戸外活動は
近隣の公園等で行うことが多くなります。あらかじめご了承ください。
施設名
一麦保育園

工事理由

工事予定期間

建替

平成 29 年 12 月 ～ 平成 31 年２月
平成 31 年９月 ～ 平成 33 年３月

（仮称）段上保育園

建替

※ 平成 32 年１月～平成 32 年 12 月
は、仮移転先で保育を行います。

パドマ・ナーサリースクール

増築

平成 30 年 12 月 ～ 平成 31 年 6 月

今津南保育所

改修

平成 30 年７月 ～ 平成 31 年２月

【
（仮称）段上保育園仮園舎予定地】
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工事期間中の仮移転先
現地での建替工事
段上町６丁目３番
下記案内図参照

現地での給食室・玄関エントラ
ンス部分増築工事
東町 2 丁目 1 番 24 号

（情報更新日：平成３０年１２月１日）

８

その他公立保育所に関するお知らせ

■民間移管計画について
公立保育所のうち、以下の 3 園（表：上段）は民間移管計画の対象園となっています。計画では、対象園の近傍地に民間保
育所（表：下段）を先行整備し、待機児童数の縮減や定員を超えた受入れの低減が可能な時期に、対象の公立保育所を閉園す
ることとしています。なお、待機児童がおさまっておりませんので、現在閉園の時期は未定です。
朝日愛児館

鳴尾北保育所

今津文協保育所

西宮つとがわ YMCA 保育園

西宮セリジェ保育園

ニコニコ桜今津灯保育園

平成 24 年 4 月開園

平成 26 年 4 月開園

平成 30 年 9 月開園

■浜甲子園保育所について
浜甲子園保育所は、独立行政法人都市再生機構（UR）の土地と建物を借りて運営していますが、現在今後の運営について調
整中です。在園期間中に移転するなど現在の状況が変更となる可能性があります。
■北夙川保育所について
北夙川保育所は、平成 32 年度後半に移転する予定です。
・移転先住所：南越木岩町 8 番 8 号
■芦原むつみ保育所・芦原保育所について
芦原むつみ保育所は、芦原保育所とむつみ保育所の統合保育所として平成 30 年 4 月に開園しました。それに伴い、今後につ
きましては、以下の予定で計画を進めております。
① 芦原むつみ保育所
・平成 31 年度中の定員は 150 名の予定ですが、保育の状況等を検証しながら、順次受入れ数を増やしていき、
最終的な定員は 210 名となる予定です。
② 芦原保育所
・暫定的に存続しておりますが、順次受入れ数を減らしていき、早ければ平成 36 年 3 月末に閉園予定です。
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