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子育て支援施設・学校等施設一覧
保健所
西宮市保健所 ☎0798-26-3666　江上町3-26 [P.6 K-1]

保健福祉センター［地域保健課］
中央保健福祉センター ☎0798-35-3310  染殿町8-3

（西宮健康開発センター1・2階） [P.6 L-2]

鳴尾保健福祉センター ☎0798-42-6630  鳴尾町3-5-14
（鳴尾支所2F） [P.7 O-4]

北口保健福祉センター ☎0798-64-5097  北口町1-1
（アクタ西宮西館5Ｆ） [P.5 F-6]

塩瀬保健福祉センター ☎0797-61-1766  名塩新町1
（塩瀬センター1F） [P.3 F-4]

山口保健福祉センター ☎078-904-3160  山口町下山口4-1-8
（山口センター2Ｆ） [P.2 A-3]

子育て総合センター
子育て総合センター（のびのびあおぞら館） ☎0798-39-1521　津田町3-40 [P.6 L-1]

みやっこキッズパーク ☎0798-67-7321　芦原町7-32 [P.5 F-6]

ファミリーサポートセンター ☎0798-39-1534　津田町3-40 [P.6 L-1]

児童館・児童センター� 【子育て総合センター　☎0798-39-1521】

むつみ児童館 ☎0798-66-0510  芦原町7-7 [P.5 F-6]

浜脇児童館 ☎0798-35-2359  浜脇町3-13 [P.6 K-2]

津門児童館 ☎0798-35-6297  津門稲荷町5-23 [P.7 M-1]

鳴尾児童館 ☎0798-46-7496  笠屋町19-1 [P.7 O-4]

大社児童センター ☎0798-73-4702  神垣町7-32 [P.4 D-5]

高須児童センター ☎0798-49-1308  高須町2-1-35 [P.7 O-5]

段上児童館 ☎0798-53-8303  段上町2-10-23 [P.5 G-2]

塩瀬児童センター ☎0797-61-1710  名塩新町1 [P.3 F-4]

山口児童センター ☎078-904-2055  山口町下山口4-1-8 [P.2 A-3]

子育てひろば� 【子育て総合センター　☎0798-39-1521】

武庫川女子大学子育てひろば ☎0798-61-2571　鳴尾町4-14-4 [P.7 N-4]

さぽさぽ（関西学院子どもセンター） ☎0798-52-4509　岡田山7-54 [P.5 E-3]

つぼみのひろば（つぼみの子保育園） ☎0798-66-6673　林田町8-42 [P.5 F-4]

ほおずき子育てひろば（まつぼっくり保育園） ☎0798-68-1010　甲子園口6-1-36 [P.7 N-1]

ふたばっこ（甲子園二葉幼稚園） ☎0798-41-0278　甲子園三保町6-10 [P.7 N-2]

あいあいひろば ☎0798-71-2933　石刎町19-13 [P.4 C-5]

高木北子育てひろば ☎0798-65-1940　薬師町7-5 [P.5 G-5]

今津子育てひろば　きら・きら ☎0798-33-0925　今津二葉町4-10 [P.7 M-2]

親と子のほっとスペース「たんぽっぽひろば」 ☎0798-61-2123　雲井町8-43 [P.4 B-6]

香櫨園子育てひろば ☎0798-33-5630　中浜町3-32 [P.6 J-2]

認可保育所� 【保育入所課　☎0798-35-3160】

市　立

朝日愛児館 ☎0798-22-6901  与古道町4-31 [P.6 L-2]

小松朝日保育所 ☎0798-41-0618  小松北町1-7-9 [P.7 P-3]

建石保育所 ☎0798-22-4468  川添町10-3 [P.6 J-3]

鳴尾保育所 ☎0798-41-0754  笠屋町19-1 [P.7 O-4]

芦原保育所 ☎0798-67-3577  神明町7-18 [P.6 L-1]

学文殿保育所 ☎0798-41-1083  学文殿町1-6-22 [P.7 O-3]

用海保育所 ☎0798-33-0757  石在町10-22 [P.6 K-3]

浜甲子園保育所 ☎0798-41-0086  枝川町12-8 [P.7 N-5]

瓦木北保育所 ☎0798-67-4050  大屋町13-8 [P.5 G-6]

今津文協保育所 ☎0798-22-3320  今津水波町11-26 [P.7 M-2]

鳴尾東保育所 ☎0798-47-3062  上田東町4-120 [P.7 O-5]

浜脇保育所 ☎0798-35-2358  浜脇町3-13 [P.6 K-2]

津門保育所 ☎0798-35-6204  津門稲荷町5-23 [P.7 M-1]

瓦木みのり保育所 ☎0798-65-4400  甲子園口5-15-4 [P.7 N-1]

甲東北保育所 ☎0798-52-8412  仁川町4-3-10 [P.5 F-2]

北夙川保育所 ☎0798-72-3711  南越木岩町8-8 [P.4 C-5]

今津南保育所 ☎0798-23-5011  今津出在家町10-6 [P.6 L-3]

上之町保育所 ☎0798-64-0053  上之町24-44 [P.5 G-5]

鳴尾北保育所 ☎0798-65-1022  戸崎町1-70 [P.7 P-2]

高須東保育所 ☎0798-49-5643  高須町1-1-39 [P.7 O-6]

大社保育所 ☎0798-73-4703  神垣町7-32 [P.4 D-5]

高須西保育所 ☎0798-48-2840  高須町2-1-46 [P.7 N-5]

芦原むつみ保育所 ☎0798-66-0505  芦原町7-7 [P.5 F-6]

私　立

月影保育所 ☎0798-72-5731  広田町6-30 [P.5 E-5]
名塩保育園 ☎0797-61-0754  名塩1-20-15 [P.3 F-3]
聖和乳幼児保育センター ☎0798-53-2656  門戸西町1-46 [P.5 E-3]
ちどり保育園 ☎0798-41-2510  今津真砂町1-5 [P.6 L-4]
新甲東保育園 ☎0798-57-5235  門戸東町3-15 [P.5 F-4]
なでしこ保育園 ☎0798-66-7678  荒木町16-37 [P.5 G-5]
安井保育園 ☎0798-34-6677  安井町4-15 [P.6 J-1]
夙川さくら保育園 ☎0798-23-1211  千歳町4-19 [P.6 J-1]
夙川さくらんぼ保育園 ☎0798-31-6155  羽衣町7-30-208 [P.6 J-1]
あんず保育園 ☎0798-53-7512  甲東園2-6-5 [P.5 G-2]
ひかり保育園 ☎0798-52-9081  上大市4-12-3 [P.5 G-3]
ゆめっこ保育園 ☎0798-35-2758  石在町16-25 [P.6 K-2]
つぼみの子保育園 ☎0798-66-6670  林田町8-42 [P.5 F-4]
めばえの子保育園 ☎0798-22-1666  市庭町9-12 [P.6 J-2]
武庫川女子大学附属保育園 ☎0798-44-3025  鳴尾町4-14-29 [P.7 N-4]
きりん園 ☎0798-57-3789  段上町8-9-13 [P.5 G-3]
まつぼっくり保育園 ☎0798-68-1010  甲子園口6-1-36 [P.7 N-1]
西北セリジェ保育園 ☎0798-64-5514  高畑町1-47 [P.7 N-1]
安井ゆりの花保育園 ☎0798-38-0738  平松町7-28 [P.6 K-1]
やまと保育園 ☎0798-67-4089  大屋町28-8 [P.5 G-6]
ゆめっこわかば保育園 ☎0798-33-1616  久保町9-25 [P.6 K-2]
コペル保育園 ☎0798-49-8777  上鳴尾町3-11 [P.7 O-3]
ニコニコ桜今津灯保育園 ☎0798-22-0034  今津水波町9-8 [P.7 M-2]
西宮北口　こどもの園 ☎0798-64-0800  高松町5-19 [P.5 F-6]
夙川あすなろ保育園 ☎0798-32-8811  松園町10-21 [P.6 I -1]
大社幸和園 ☎0798-73-5570  柳本町9-25 [P.4 D-5]
越水幸和園 ☎0798-74-5888  越水町7-7 [P.4 D-6]
上甲子園保育園 ☎0798-32-0234  上甲子園5-4-1 [P.7 N-1]
西宮本町つきの保育園 ☎0798-34-1123  本町11-15 [P.6 K-2]
鈴ノ音つばさ保育園 ☎0798-51-0283  松籟荘2-7 [P.5 F-3]
西宮さんしょ保育園 ☎0798-61-5767  産所町9-10 [P.6 K-1]

認定こども園
・幼稚園型認定こども園

上甲子園幼稚園 ☎0798-67-1733  甲子園口2-16-31 [P.7 O-1]
むこがわ幼稚園 ☎0798-67-3002  松並町9-4 [P.5 H-6]
甲東幼稚園 ☎0798-53-6740  甲東園1-2-15 [P.5 F-3]
いるか幼稚園 ☎0798-32-1089  西宮浜4-13-2 [P.6 J-5]
幸幼稚園 ☎078-903-1551  北六甲台1-23-10 [P.2 B-3]

・幼保連携型認定こども園

幸和園 ☎0798-36-4850  中須佐町3-36 [P.5 E-6]
南幸和園 ☎0798-22-3669  池田町9-6NKビル [P.6 L-1]
みどり園保育所 ☎0798-22-1376  今津山中町12-28 [P.7 M-2]
みどり園保育所　あやは ☎0798-42-7091  津門綾羽町6-10 [P.7 M-2]
一麦保育園 ☎0798-67-2775  高木東町30-3 [P.5 G-5]
パドマ・ナーサリースクール ☎0798-48-5700  高須町2-1-47 [P.7 O-5]
やまよし Kids garden ☎078-904-0757  山口町下山口4-7-31 [P.2 A-3]
甲子園子ども学舎 ☎0798-45-2232  甲子園浦風町9-5 [P.7 N-3]
段上保育園 ☎0798-52-7979  段上町2-10-19 [P.5 G-2]
なぎさ保育園 ☎0798-33-6920  西宮浜4-13-3 [P.6 J-5]
西宮YMCA保育園 ☎0798-35-5992  神楽町5-23 [P.6 J-1]
夙川宝プリスクール ☎0798-72-7234  鷲林寺2-3-2 [P.4 A-2]
ニコニコ桜保育園 ☎0798-75-0024  南郷町8-12 [P.4 C-6]
ニコニコ桜夙水園 ☎0798-75-0024  結善町1-28 [P.4 C-6]
かえで保育園 ☎0798-32-2713  浜町2-11 [P.6 K-2]
善照マイトレーヤ認定こども園 ☎0798-26-1765  郷免町1-12 [P.6 Ⅰ-1]
西宮つとがわYMCA保育園 ☎0798-26-1016  津門川町2-14 [P.6 L-2]
西宮セリジェ保育園 ☎0798-39-7863  戸崎町4-12 [P.7 O-2]
マザーシップ西宮北口こども園 ☎0798-81-3715  中島町17-16 [P.5 G-6]
日野の森こども園 ☎0798-64-7560  日野町18-71 [P.5 G-5]
日野ひかりの森こども園 ☎0798-67-3131  日野町18-43 [P.5 G-5]
マーヤこども園 ☎0798-36-3220  末広町1-3 [P.4 D-6]
船坂保育園 ☎078-904-3773  山口町船坂572 [P.2 D-6]
東山ぽぽこども園 ☎0797-63-1332  東山台1-106-2 [P.3 F-3]
東山ぽぽこども園分園 ☎0797-91-2242  東山台1-11-1 [P.3 F-3]
西宮夢 ☎0798-45-9614  南甲子園1-10-15 [P.7 M-4]
西北夢 ☎0798-65-9614  長田町4-8 [P.5 G-5]
のぞみ夢 ☎0798-71-9614  樋之池町4-21 [P.4 B-5]
夙川夢 ☎0798-73-9614  北名次町15-27 [P.4 C-5]
つぼみ夢 ☎0798-74-9614  南越木岩町10-15-2F [P.4 C-5]
高須の森 ☎0798-45-5750  高須町1丁目1-20 [P.7 O-6]
夙川学院ソレイユ認定こども園 ☎0798-74-6455  神園町2-20 [P.4 C-4]
生瀬ぽぽこども園 ☎0797-91-2360  生瀬町2丁目3-16 [P.3 G-4]
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小規模保育施設・特区小規模保育施設・家庭的保育施設・事業所内保育施設
� 【保育入所課　☎0798-35-3160】

小規模保育施設

保育園　パステルのおうち こりす ☎0798-31-6842  大谷町1-29 [P.6 Ⅰ-1]

保育園　パステルのおうち こぐま ☎0798-31-6842  大谷町1-29 [P.6 Ⅰ-1]

小さなはらっぱ ☎0798-22-3561  中殿町6-32 [P.5 E-6]

すまいるほいくえん ☎0798-20-3544  中須佐町7-25 [P.5 E-6]

保育ルーム うさぎたんぽぽ ☎0798-62-1427  平木町4-1 [P.5 E-6]

すくすく　ほがらか ☎0798-56-8389  和上町1-6-201 [P.6 K-1]

おおぞら園 ☎0798-22-7030  宮前町8-22 [P.6 J-2]

キャンディ＆クッキー ☎0798-56-7894  馬場町6-26 [P.6 K-2]

西宮こもれびキンダーガーデン ☎0798-20-1655  川添町7-1 [P.6 J-3]

アイリスプライベートスクール　夙川いぶき保育園 ☎0798-74-5892  石刎町13-25 [P.4 C-5]

チャイルドハート保育サロン さくら夙川園 ☎0798-36-5870  神楽町8-18シャレード夙川1F [P.6 J-1]

保育園　パステルの森 ☎0798-31-6730  弓場町1-2モンブラン1F [P.6 Ⅰ-2]

にじの森保育園　西宮北口 ☎0798-66-1788  神祇官町6-27ジオ西宮北口 [P.7 M-1]

小規模保育園 Happy Land ☎0798-52-1175  松籟荘7-28ー104 [P.5 F-3]

ポピンズ小規模保育園 アクティブラーニングスクール甲東園 ☎0798-57-0210  甲東園1-1-6パセオ甲東園206 [P.5 F-3]

ハートフル・ママ　西宮北口園 ☎0798-31-3951  田代町19-6 [P.5 G-6]

MAMA&KIDS ☎0798-63-3669  上之町35-10 [P.5 G-4]

MAMA&KIDS　門戸園 ☎0798-54-5155  門戸荘2-9 [P.5 F-4]

むしっこ保育園 ちょうちょ ☎090-3722-8989  薬師町2-62 [P.5 G-5]

むしっこ保育園 てんとうむし ☎090-3722-8989  薬師町2-62 [P.5 G-5]

むしっこ保育園 みつばち ☎090-3722-8989  薬師町2-62 [P.5 G-5]

小規模保育園ほっぷ・すてっぷ・じゃんぷ ☎0798-65-1715  高松町17-4 [P.5 F-6]

子育て園 ぽかぽか つくし園 ☎0798-20-4057  瓦林町6-14 [P.5 G-6]

げんき保育園　西宮北口園 ☎0798-52-2011  丸橋町8-106エスクイーナ西宮北口1F [P.5 F-5]

リッツナーサリー保育園 ☎0798-31-0400  大森町14-16 [P.5 G-5]

小規模保育施設 りんごさくらんぼ ☎070-5433-4111  小松北町2-4-1 [P.7 P-3]

たけのこ保育所 ☎0798-48-4761  甲子園網引町4-11-101 [P.7 M-3]

どんぐりルーム甲子園 ☎0798-42-7990  甲子園七番町2-5 [P.7 N-3]

ひまわり家庭保育所 ☎0797-81-6881  生瀬東町14-10 [P.3 H-5]

ちびっこ天国 ☎078-904-0003  山口町下山口5-3-4 [P.2 A-3]

甲子園口ほんわか保育園 ☎0798-81-3477  甲子園口3-20-7ワコーレ甲子園口102号 [P.7 O-1]

くるみキッズルームこうしえん ☎0798-39-7982  甲子園七番町2-5 [P.7 N-3]

ALOHA保育園 ☎0797-78-6533  生瀬町2-2-2山武ビル2階 [P.3 G-4]

善照そよかぜ保育園 ☎0798-73-7700  久出ヶ谷町10-45イル・ロゼオ2F [P.4 B-6]

コスモチャイルド保育園西宮今津園 ☎0798-31-1210  津門川町12-25プレサンスロジェ西宮今津1F [P.6 L-2]

コスモチャイルド保育園西宮園 ☎0798-31-1125  中前田町1-27ラビットビル2F [P.6 K-1]

ヒーローズにしのみや保育園 ☎0798-68-6622  甲子園口2-24-29プレサンスロジェ甲子園口1F [P.7 O-1]

Baby-bee ☎0798-61-5111  天道町25-7ジュエルコート甲子園口ビル1F [P.5 G-6]

小規模保育園　森のこどもたち ☎0798-35-7330  田中町1-6-3階 [P.6 K-1]

特区小規模保育施設

保育所かたつむりランド夙川園 ☎0798-78-3599  樋之池町14-8 メゾンレバンテ1階 [P.4 B-5]

Baby-bee 苦楽園 ☎080-7130-3963  石刎町8-7 grande苦楽園口101 [P.4 B-5]

にじの森保育園苦楽園口 ☎0798-70-1123  石刎町7-12 一〇館 1階 [P.4 B-5]

MAMA&KIDS 大森園 ☎070-2353-9474  大森町6-57 [P.5 G-6]

げんき保育園門戸厄神園 ☎0798-63-2002  林田町10-21 LAPIS 1階 [P.5 G-4]

みらいいろどり保育園 ☎0798-78-3116  老松町4-10 [P.4 A-6]

みらいしゅくがわ保育園 ☎0798-39-7284  木津山町11-11-101 [P.4 B-5]

みらいようせいのお家 ☎0798-31-3205  上之町12-12 [P.5 H-5]

家庭的保育施設

そらいろ保育ルーム ☎0798-73-6077  神原5-1-101 [P.4 C-5]

保育ルームほほえみ ☎070-5659-3955  寿町5-44-101 [P.6 J-1]

森下家庭保育所 ☎0798-36-2541  川添町13-8 [P.6 J-2]

保育ルームchouchou ☎0798-53-5522  上ヶ原九番町1-56 [P.4 D-4]

ポレ・ポレ 保育ルームひだまり ☎090-2704-8805  長田町1-15 [P.5 F-6]

保育ルームバンビ ☎0798-41-5426  南甲子園2-21-8-116 [P.7 M-4]

保育ルームおひさま ☎0798-48-0828  甲子園九番町15-49-101 [P.7 M-4]

中田家庭保育所 ☎0798-48-3600  小松南町3-2-17 [P.7 P-3]

事業所内保育施設

西宮わたなべ前浜保育所 ☎0798-39-0178  前浜町4-3 [P.6 J-3]

モモキッズ保育ルーム甲子園 ☎0798-31-5540  甲子園浦風町18-20-2F [P.7 N-3]

キッズルームアリス甲子園 ☎0798-48-0890  枝川町8-68 [P.7 N-5]

ハンニシゆとり保育園 ☎0798-33-2006  馬場町2-26レンバーンハイツ1F [P.6 K-2]

なごみ保育園 ☎0798-67-2689  大屋町28-21 [P.5 G-6]

幼稚園�【（市立）学事課�☎0798-35-3850、（私立）保育幼稚園支援課�0798-35-3044】
市　立　※他6園休園中

浜脇幼稚園 ☎0798-33-0835  宮前町8-22 [P.6 K-2]

夙川幼稚園 ☎0798-72-2951  松ケ丘町9-23 [P.4 B-5]

越木岩幼稚園 ☎0798-72-4499  美作町6-10 [P.4 B-4]

大社幼稚園 ☎0798-74-4051  柳本町1-8 [P.4 D-6]

子育て総合センター付属あおぞら幼稚園 ☎0798-35-8086  津田町3-40 [P.6 L-1]

上ケ原幼稚園 ☎0798-51-2700  上ケ原三番町6-27 [P.5 E-3]

門戸幼稚園 ☎0798-52-5447  門戸東町3-25 [P.5 F-4]

高木幼稚園 ☎0798-65-0055  伏原町3-40 [P.5 F-5]

春風幼稚園 ☎0798-26-6152  今津野田町2-6 [P.7 N-2]

南甲子園幼稚園 ☎0798-46-1608  南甲子園3-2-24 [P.7 M-3]

鳴尾東幼稚園 ☎0798-41-4542  笠屋町30-47 [P.7 O-5]

山口幼稚園 ☎078-904-3707  山口町下山口4-1-5 [P.2 A-3]

生瀬幼稚園 ☎0797-84-9464  生瀬町2-26-24 [P.3 H-4]

私　立

一里山幼稚園 ☎0798-51-0616  一里山町15-14 [P.5 G-2]

関西学院幼稚園 ☎0798-53-3950  岡田山7-54 [P.5 E-3]

くるみ幼稚園 ☎0798-51-0638  仁川町5-6-49 [P.5 E-2]

甲子園学院幼稚園 ☎0798-67-7272  熊野町5-18 [P.5 H-6]

甲子園口幼稚園 ☎0798-67-4666  甲子園口4-22-9 [P.7 O-1]

甲子園東幼稚園 ☎0798-41-1735  甲子園四番町4-32 [P.7 O-2]

甲子園二葉幼稚園 ☎0798-41-0278  甲子園三保町6-10 [P.7 N-2]

神戸海星女子学院マリア幼稚園 ☎0798-73-4418  木津山町5-26 [P.4 B-6]

甲陽幼稚園 ☎0798-74-4610  甲陽園本庄町7-23 [P.4 C-4]

香櫨園幼稚園 ☎0798-22-8522  上葭原町3-31 [P.6 J-2]

こばと幼稚園 ☎0798-22-2101  津門西口町5-9 [P.6 L-2]

こひつじ幼稚園 ☎0798-23-1950  津門呉羽町7-36 [P.7 M-2]

西光幼稚園 ☎0798-47-1737  鳴尾町1-16-2 [P.7 O-4]

松風幼稚園 ☎0798-47-2289  鳴尾町3-4-6 [P.7 O-4]

すずらん幼稚園 ☎0798-65-1166  甲風園2-4-15 [P.5 F-5]

段上幼稚園 ☎0798-51-3509  段上町8-9-13 [P.5 G-3]

つぼみ幼稚園 ☎0798-22-4405  甲子園浜田町10-18 [P.7 N-2]

仁川幼稚園 ☎0798-51-0751  上甲東園2-4-43 [P.5 F-3]

仁川学院マリアの園幼稚園 ☎0798-51-2454  甲東園2-13-9 [P.5 F-2]

西宮公同幼稚園 ☎0798-67-4691  南昭和町10-22 [P.5 F-6]

西宮甲武幼稚園 ☎0798-67-2017  樋ノ口町2-6-1 [P.5 G-4]

花園幼稚園 ☎0798-47-2214  上鳴尾町19-19 [P.7 N-3]

浜甲子園健康幼稚園 ☎0798-41-1759  浜甲子園2-10-4 [P.7 M-4]

阪急幼稚園 ☎0798-66-2015  大屋町28-18 [P.5 G-6]

東山幼稚園 ☎0797-61-3603  東山台2-8-1 [P.3 F-3]

光明幼稚園 ☎0798-47-1585  甲子園七番町22-3 [P.7 N-4]

広田幼稚園 ☎0798-72-2952  広田町11-27 [P.5 E-5]

松秀幼稚園 ☎0798-36-3560  千歳町7-10 [P.6 J-1]

みそら幼稚園 ☎0798-72-1388  若松町1-1 [P.4 C-6]

武庫川女子大学附属幼稚園 ☎0798-45-3537  池開町10-3 [P.7 O-4]

睦幼稚園 ☎0798-49-0581  高須町1-1-5 [P.7 O-5]

安井幼稚園 ☎0798-34-0607  平松町6-7 [P.6 K-1]

和光幼稚園 ☎0798-71-6895  室川町1-4 [P.4 D-6]
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小学校� 【学事課　☎0798-35-3850】

市　立

浜脇小学校 ☎0798-33-0668  浜脇町5-48 [P.6 K-2]

香櫨園小学校 ☎0798-22-1030  中浜町3-32 [P.6 J-2]

安井小学校 ☎0798-36-1422  安井町1-25 [P.6 K-1]

夙川小学校 ☎0798-72-1266  久出ケ谷町8-4 [P.4 B-6]

北夙川小学校 ☎0798-74-7009  石刎町11-21 [P.4 B-5]

苦楽園小学校 ☎0798-72-9803  苦楽園二番町18-12 [P.4 A-4]

大社小学校 ☎0798-72-2274  桜谷町9-7 [P.4 C-6]

神原小学校 ☎0798-72-9801  神原12-62 [P.4 C-5]

甲陽園小学校 ☎0798-73-4671  甲陽園本庄町1-72 [P.4 C-4]

広田小学校 ☎0798-74-4213  愛宕山7-24 [P.5 E-5]

平木小学校 ☎0798-64-4000  平木町4-1 [P.5 E-6]

甲東小学校 ☎0798-51-6677  神呪町3-33 [P.5 F-3]

上ケ原小学校 ☎0798-51-7554  上ケ原二番町3-13 [P.5 E-3]

上ケ原南小学校 ☎0798-52-3864  上ケ原九番町2-93 [P.4 D-4]

段上小学校 ☎0798-51-7995  段上町7-5-21 [P.5 G-2]

段上西小学校 ☎0798-53-0560  段上町2-8-24 [P.5 G-2]

樋ノ口小学校 ☎0798-65-6558  樋ノ口町2-3-32 [P.5 G-4]

高木小学校 ☎0798-67-2567  高木西町25-27 [P.5 F-5]

高木北小学校 ☎0798-65-6572  薬師町7-5 [P.5 G-4]

瓦木小学校 ☎0798-67-3500  大屋町10-20 [P.5 G-6]

深津小学校 ☎0798-64-7241  深津町5-22 [P.7 M-1]

瓦林小学校 ☎0798-65-6503  瓦林町26-19 [P.5 G-6]

上甲子園小学校 ☎0798-67-1518  甲子園口5-9-4 [P.7 N-1]

津門小学校 ☎0798-22-2286  津門呉羽町5-13 [P.7 M-2]

春風小学校 ☎0798-47-1635  上甲子園3-8-39 [P.7 N-2]

今津小学校 ☎0798-33-0923  今津二葉町4-10 [P.7 M-3]

用海小学校 ☎0798-33-0760  用海町3-54 [P.6 L-2]

鳴尾小学校 ☎0798-47-0130  鳴尾町5-4-6 [P.7 N-4]

南甲子園小学校 ☎0798-47-0010  南甲子園3-9-16 [P.7 M-4]

甲子園浜小学校 ☎0798-47-7150  古川町1-65 [P.7 N-4]

高須小学校 ☎0798-40-1300  高須町1-1-41 [P.7 O-6]

高須西小学校 ☎0798-41-1950  高須町2-1-44 [P.7 N-6]

鳴尾東小学校 ☎0798-47-1073  笠屋町30-50 [P.7 O-5]

鳴尾北小学校 ☎0798-47-1051  学文殿町2-2-7 [P.7 O-3]

小松小学校 ☎0798-47-0051  小松東町1-3-59 [P.7 P-3]

山口小学校 ☎078-904-0490  山口町下山口4-23-1 [P.2 A-4]

北六甲台小学校 ☎078-903-2800  北六甲台5-4-1 [P.2 B-3]

名塩小学校 ☎0797-61-0624  名塩2-11-40 [P.3 E-3]

東山台小学校 ☎0797-61-3420  東山台2-8-2 [P.3 F-3]

生瀬小学校 ☎0797-86-4601  生瀬町2-26-24 [P.3 H-4]

私　立

甲子園学院小学校 ☎0798-67-2366  天道町10-15 [P.7 O-1]

仁川学院小学校 ☎0798-51-0621  甲東園2-13-9 [P.5 F-2]

中学校� 【学事課　☎0798-35-3850】

市　立

浜脇中学校 ☎0798-34-2345  宮前町3-5 [P.6 K-2]

大社中学校 ☎0798-73-5391  神原12-45 [P.4 C-5]

苦楽園中学校 ☎0798-71-0170  苦楽園三番町14-1 [P.4 A-4]

上ケ原中学校 ☎0798-52-8410  上ケ原九番町2-107 [P.4 D-4]

甲陵中学校 ☎0798-51-6781  上甲東園2-11-20 [P.5 E-2]

平木中学校 ☎0798-65-4500  平木町6-19 [P.5 E-6]

甲武中学校 ☎0798-64-5015  樋ノ口町1-7-55 [P.5 G-3]

瓦木中学校 ☎0798-67-8440  薬師町4-15 [P.5 G-5]

深津中学校 ☎0798-64-7251  深津町6-75 [P.7 M-1]

上甲子園中学校 ☎0798-33-0621  上甲子園4-9-11 [P.7 N-2]

今津中学校 ☎0798-34-6622  今津二葉町5-15 [P.6 L-3]

真砂中学校 ☎0798-48-3803  今津真砂町1-10 [P.6 L-4]

鳴尾中学校 ☎0798-47-0976  甲子園八番町1-26 [P.7 N-4]

浜甲子園中学校 ☎0798-47-1012  古川町2-60 [P.7 O-4]

鳴尾南中学校 ☎0798-49-5204  高須町1-1-36 [P.7 O-5]

高須中学校 ☎0798-43-0461  高須町2-1-48 [P.7 O-5]

学文中学校 ☎0798-47-0768  学文殿町1-5-7 [P.7 O-3]

山口中学校 ☎078-904-0477  山口町上山口2-3-43 [P.2 A-3]

塩瀬中学校 ☎0797-61-0145  名塩木之元2-8 [P.3 F-4]

私　立

報徳学園中学校 ☎0798-51-3021  上大市5-28-19 [P.5 H-2]

関西学院中学部 ☎0798-51-0988  上ケ原一番町1-155 [P.5 E-3]

神戸女学院中学部 ☎0798-51-8570  岡田山4-1 [P.5 E-4]

武庫川女子大学附属中学校 ☎0798-47-6436  枝川町4-16 [P.7 N-5]

甲陽学院中学校 ☎0798-33-5012  中葭原町2-15 [P.6 J-3]

甲子園学院中学校 ☎0798-65-6100  瓦林町4-25 [P.5 G-6]

仁川学院中学校 ☎0798-51-3410  甲東園2-13-9 [P.5 F-2]

義務教育学校�
市　立

総合教育センター付属
西宮浜義務教育学校 ☎0798-32-0260  西宮浜4-2-31 [P.6 J-4]

特別支援学校� 【特別支援教育課　☎0798-35-3897】

（R3.8.18まで） 西宮養護学校 ☎0798-57-3521  田近野町10-45 [P.5 G-1]

（R3.8.19より） 西宮支援学校 発行日時点未定      甲子園春風町2-29 [P.7 N-2]

※校名は、9月1日より変わります。

児童相談所
西宮こども家庭センター ☎0798-71-4670  青木町3-23 [P.5 E-6]

児童養護施設� ［子供家庭支援課��☎0798-35-3089］

児童養護施設 三光塾 ☎0798-41-4421  小松西町2-6-30 [P.7 O-3]

児童養護施設 善照学園 ☎078-904-3773  山口町船坂2128-1 [P.2 D-5]

療育施設等
通　所

わかば園（児童発達支援センター） ☎0798-65-1937  高畑町2-77 [P.5 G-6]

北山学園（児童発達支援センター） ☎0798-71-8027  甲山町53 [P.4 B-2]

入　所

ななくさ学園（福祉型障害児入所施設） ☎0798-56-1710  田近野町8-1 [P.5 H-1]

西宮すなご医療福祉センター
（医療型障害児入所施設） ☎0798-47-4477  武庫川町2-9 [P.7 P-4]
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公民館� 【地域学習推進課　☎0798-67-1567】

中央公民館 ☎0798-67-1567  高松町4-8
　　　　　　　　　（プレラにしのみや内） [P.5 F-6]

鳴尾公民館 ☎0798-47-3838  鳴尾町1-8-2 [P.7 O-4]

鳴尾東公民館 ☎0798-49-1300  東鳴尾町1-9-1 [P.7 O-4]

南甲子園公民館 ☎0798-49-4741  甲子園九番町15-40 [P.7 M-4]

今津公民館 ☎0798-22-3529  今津水波町9-28 [P.7 M-2]

山口公民館 ☎078-904-0287  山口町下山口4-1-8
　　　　　　　　　（山口センター内） [P.2 A-3]

上甲子園公民館 ☎0798-67-4329  甲子園口3-9-26 [P.7 O-1]

大社公民館 ☎0798-71-3649  柳本町1-37 [P.4 D-6]

甲東公民館 ☎0798-51-3748  上甲東園2-11-60 [P.5 F-3]

塩瀬公民館 ☎0797-61-0321  名塩新町1
　　　　　　　　　（塩瀬センター内） [P.3 F-4]

春風公民館 ☎0798-33-1123  甲子園春風町2-21 [P.7 N-2]

夙川公民館 ☎0798-33-1928  羽衣町1-39 [P.6 J-1]

浜脇公民館 ☎0798-26-0656  浜脇町5-14 [P.6 K-2]

用海公民館 ☎0798-26-0532  石在町10-21 [P.6 L-3]

学文公民館 ☎0798-41-6050  学文殿町2-4-24 [P.7 O-3]

若竹公民館（若竹生活文化会館） ☎0798-67-7171  西福町15-12 [P.6 L-1]

瓦木公民館 ☎0798-65-0660  瓦林町8-1 [P.5 G-6]

段上公民館 ☎0798-53-0931  段上町2-10-3 [P.5 G-2]

高須公民館 ☎0798-49-1312  高須町2-1-35 [P.7 O-5]

神原公民館 ☎0798-71-7444  神原6-11 [P.4 C-5]

越木岩公民館 ☎0798-72-7521  樋之池町5-29 [P.4 B-5]

高木公民館 ☎0798-65-1569  高木東町15-10 [P.5 G-5]

上ケ原公民館 ☎0798-72-7286  六軒町1-32 [P.4 D-4]

西宮浜公民館 ☎0798-34-2002  西宮浜4-13-1 [P.6 J-5]

体育館等
中央体育館 ☎0798-74-0720  河原町1-16 [P.5 E-5]

中央体育館分館 ☎0798-67-0771  神祇官町2-6 [P.7 M-1]

今津体育館 ☎0798-48-4828  今津真砂町1-4 [P.6 L-4]

鳴尾体育館 ☎0798-46-1333  上田西町4-43 [P.7 O-5]

甲武体育館 ☎0798-52-5293  上大市5-15-25 [P.5 H-3]

北夙川体育館 ☎0798-70-2222  樋之池町11-33 [P.4 B-5]

塩瀬体育館 ☎0797-62-2565  東山台5-10-1 [P.3 F-3]

流通東体育館 ☎078-903-3801  山口町阪神流通センター1-5-1 [P.2 A-4]

浜甲子園体育館 ☎0798-43-8787  枝川町20-15 [P.7 N-5]

能登運動場 ☎0798-74-3472  能登町14-26 [P.5 E-5]

勤労者体育館（労政課） ☎0798-33-3878  松原町2-41 [P.6 L-1]

県立総合体育館 ☎0798-43-1143  鳴尾浜1-16-8 [P.7 N-6]

西宮浜多目的人工芝グラウンド ☎0798-33-1148  西宮浜3丁目（西宮浜総合公園内） [P.6 J-4]

図書館� 【中央図書館　☎0798-33-0189】

中央図書館 ☎0798-33-0189  川添町15-26（教育文化センター内） [P.6 J-2]

北部図書館 ☎0797-61-1706  名塩新町1（塩瀬センター2F） [P.3 F-4]

鳴尾図書館 ☎0798-45-5003  甲子園八番町1-20 [P.7 N-4]

北口図書館 ☎0798-69-3151  北口町1-2（アクタ西宮東館5F） [P.5 F-6]

分　室

越木岩分室 ☎0798-73-7341  樋之池町5-31（越木岩公民館南隣） [P.4 B-5]

段上分室 ☎0798-53-0932  段上町2-10-3（段上公民館1F） [P.5 G-2]

上ケ原分室 ☎0798-72-7388  六軒町1-32（上ケ原公民館1F） [P.4 D-4]

甲東園分室 ☎0798-54-3600  甲東園3-2-29（アプリ甲東5F） [P.5 F-3]

高須分室 ☎0798-49-1777  高須町1-7-91（高須デイサービスセンター2F） [P.7 O-6]

山口分室 ☎078-904-3961  山口町下山口4-1-8（山口センター3F） [P.2 A-3]

若竹分室 ☎0798-67-5505  西福町15-12（若竹生活文化会館2F） [P.6 L-1]

市民館等� 【地域コミュニティ推進課　☎0798-35-3197】

大箇市民館※

※令和3年8月中に移転建替え予定 ☎0798-26-3509  津門大箇町7-29 [P.7 M-1]

平木市民館 ☎0798-67-6045  大畑町1-35 [P.5 E-6]

生瀬市民館 ☎0797-86-5030  生瀬町2-20-22 [P.3 H-4]

北甲子園口市民館 ☎0798-67-8118  松並町5-12 [P.5 H-6]

六軒市民館 ☎0798-74-4337  大社町12-26 [P.4 D-4]

中市民館 ☎0798-26-0373  中前田町8-11 [P.4 D-6]

網引市民館 ☎0798-41-4825  甲子園網引町7-1 [P.7 M-3]

苦楽園市民館 ☎0798-74-6601  苦楽園五番町3-25 [P.4 A-4]

市庭市民館 ☎0798-22-3278  市庭町7-13 [P.6 J-2]

安井市民館 ☎0798-22-4888  安井町2-4 [P.6 J-1]

甲陽園市民館 ☎0798-74-4223  甲陽園本庄町1-75 [P.4 C-4]

甲子園口市民館 ☎0798-65-1500  甲子園口6-6-20 [P.7 N-1]

今津南市民館 ☎0798-22-4892  今津出在家町10-5 [P.6 L-3]

八ツ松市民館 ☎0798-46-3794  甲子園六番町11-12 [P.7 N-3]

上ケ原市民館 ☎0798-53-7862  上ケ原三番町6-22 [P.5 E-3]

夙東市民館 ☎0798-22-3472  川添町10-30 [P.6 J-3]

神原市民館 ☎0798-71-7444  神原6-11 [P.4 C-5]

柏堂市民館 ☎0798-70-0933  柏堂町13-15 [P.4 A-3]

香櫨園市民センター ☎0798-35-9197  川西町4-5 [P.6 J-2]

香櫨園市民館分館 ☎0798-34-4559  屋敷町12-1 [P.6 J-2]

夙川西市民館 ☎0798-35-4005  大谷町3-50 [P.6 Ⅰ-1]

高木市民館 ☎0798-65-0708  高木東町34-8 [P.5 F-5]

甲東センター ☎0798-51-2681  甲東園3-2-29 ─

上甲子園センター ☎0798-67-4329  甲子園口3-9-3 ─

北瓦木センター ☎0798-65-0600  上之町24-40 ─

小松センター ☎0798-46-7494  小松北町2-4-1 ─

鳴尾センター ☎0798-41-9200  笠屋町19-1 ─

段上センター ☎0798-53-8304  段上町2-10-23 ─

鳴尾中央センター ☎0798-47-0101  鳴尾町3-5-14 ─

瓦林公園センター ☎0798-49-6506  上甲子園3-7-4 ─

高木センター ☎0798-66-0124  伏原町1-58 ─

浜甲子園センター ☎0798-46-5967  枝川町19-10 ─

広田山荘 ☎0798-71-8380  大社町7-17 ─

船坂里山学校 ☎078-904-1971  山口町船坂2048-2 ─

市民交流センター� 【市民協働推進課　☎0798-35-3764】

市民交流センター ☎0798-65-2251  高松町20-20 [P.5 F-6]

市役所・支所等
市役所本庁 ☎0798-35-3151  六湛寺町10-3 [P.6 K-1]

鳴尾支所 ☎0798-47-0101  鳴尾町3-5-14 [P.7 O-4]

瓦木支所 ☎0798-67-5132  瓦林町8-1 [P.5 G-6]

甲東支所 ☎0798-51-2681  甲東園3-2-29
　　　　　　　　　（アプリ甲東内） [P.5 F-3]

塩瀬支所 ☎0797-61-0521  名塩新町1
　　　　　　　　　（塩瀬センター内） [P.3 F-4]

山口支所 ☎078-904-0395  山口町下山口4-1-8 [P.2 A-3]

アクタ西宮ステーション ☎0798-65-6930  北口町1-1
　　　　　　　　　（アクタ西宮西館内） [P.5 F-6]

夙川市民サービスセンター ☎0798-35-8181  羽衣町7-30-124
　　　　　　　　　（夙川グリーンタウン内） [P.6 J-1]

上甲子園市民サービスセンター ☎0798-67-7080  甲子園口3-9-3 [P.7 O-1]

市民課　越木岩分室 ☎0798-73-6243　樋之池町5-29
　　　　　　　　　（越木岩公民館内） [P.4 B-5]

市民課　西宮浜分室 ☎0798-34-9700　西宮浜4-13-1
　　　　　　　　　（西宮浜公民館内） [P.6 J-5]

鳴尾支所　高須分室 ☎0798-49-1305　高須町2-1-35
　　　　　　　　　（高須市民センター内） [P.7 O-5]

塩瀬支所　生瀬分室 ☎0797-86-4629　生瀬町2-20-22
　　　　　　　　　（生瀬市民館内） [P.3 H-4]

病院等
西宮市立中央病院 ☎0798-64-1515  林田町8-24 [P.5 G-4]

兵庫県立西宮病院 ☎0798-34-5151  六湛寺町13-9 [P.6 K-1]

西宮市応急診療所 ☎0798-32-0021  池田町13-3 [P.6 L-1]

西宮歯科総合福祉センター ☎0798-41-2031  甲子園洲鳥町3-8 [P.7 N-3]


