
公民館・市民館・共同利用施設の概要

小学校区 住所 併設施設 建築年
延床面積

(㎡)
中央公民館 平木 高松町４－８　プレラにしのみや内 ホール・男女共同参画センター 2000 2,347.52

鳴尾公民館 鳴尾 鳴尾町1丁目8-2 1970 1,234.98

鳴尾東公民館 鳴尾東 東鳴尾町1丁目9-1 1988 1,008.44

南甲子園公民館 南甲子園 甲子園九番町15-40 1989 836.46

今津公民館 今津 今津水波町9-28 1965 852.70

山口公民館 山口
山口町下山口4丁目1-8
山口センター内

山口支所・ホール・展示室
保健福祉センター・図書館分室
老人いこいの家・児童センター

2009 909.24

上甲子園公民館 上甲子園 甲子園口3丁目9-26
上甲子園センター
市民サービスセンター

1961 521.12

大社公民館 大社 柳本町1-8、1-37 1995 923.76

甲東公民館 上ヶ原 上甲東園2丁目11-60 デイサービスセンター 1995 943.88

塩瀬公民館 東山台 名塩新町1　塩瀬センター内
塩瀬支所・保健福祉センター
図書館・老人いこいの家
児童センター

1990 1,297.56

春風公民館 春風 甲子園春風町2-29 西宮養護学校 1994 1,356.49

夙川公民館 夙川 羽衣町1-39 1964 1,305.52

浜脇公民館 浜脇 浜脇町5-14 1964 1,043.48

用海公民館 用海 石在町10-21 1987 716.55

学文公民館 鳴尾北 学文殿町2丁目4-24 1964 766.91

若竹公民館 深津 西福町15-12　若竹生活文化会館内 図書館分室・若竹生活文化会館 1982 2,261.00

瓦木公民館 瓦木 瓦林町8-1瓦木支所内 瓦木支所 1972 733.35

段上公民館 段上西 段上町2丁目10-3 図書館分室 1984 1,096.99

高須公民館 高須西 高須町2丁目1-35　高須市民センター内 鳴尾支所高須分室・児童センター 1984 714.75

神原公民館 神原 神原6-11 神原市民館 1985 586.18

越木岩公民館 北夙川 樋之池町5-29　越木岩福祉会館内
越木岩分室・図書館分室
老人いこいの家

1976 1,088.78

高木公民館 高木 高木東町15-10 瓦木消防署 1988 882.25

上ヶ原公民館 甲陽園 六軒町1-32 図書館分室 1992 1,600.33

西宮浜公民館 西宮浜 西宮浜4丁目13-1 西宮浜分室・貝類館 1999 1,282.78

網引市民館 南甲子園 甲子園網引町7-1 1967 236.74

市庭市民館 香櫨園 市庭町7-13 1970 230.91

今津南市民館 今津 今津出在家町10-6 今津南保育所 1973 656.23

上ヶ原市民館 上ヶ原 上ヶ原三番町6-22 消防団分団 1977 312.70

大箇市民館 津門 津門大箇町7-29 1963 466.02

柏堂市民館 苦楽園 柏堂町13-16 1992 133.66

神原市民館 神原 神原6-11 神原公民館 1985 318.84

北甲子園口市民館 瓦林 松並町5-12 1963 340.26

苦楽園市民館 苦楽園 苦楽園五番町3-25 1991 326.00

甲子園口市民館 上甲子園 甲子園口6丁目6-20 デイサービスセンター 1990 322.64

甲陽園市民館 甲陽園 甲陽園本庄町1-75 1973 374.25

香櫨園市民館 香櫨園 中浜町3-32 留守家庭児童育成センター 1993 341.89

香櫨園市民館分館 香櫨園 屋敷町12-1 1999 99.91

夙川西市民館 夙川 大谷町3-50 1994 320.00

夙東市民館 香櫨園 川添町10-3 建石保育所 1984 358.42

高木市民館 高木 高木東町34-8 2004 172.62

中市民館 安井 中前田町8-11 1990 402.07

生瀬市民館 生瀬 生瀬町2丁目20-22 塩瀬支所生瀬分室 1985 395.05

平木市民館 広田 大畑町1-35 1975 292.91

安井市民館 安井 安井町2-4 デイサービスセンター 1992 396.13

八ツ松市民館 鳴尾北 甲子園六番町11-12 1975 216.04

六軒市民館 神原 大社町12-26 1988 278.21

上甲子園センター 上甲子園 甲子園口3丁目9-26
上甲子園公民館
市民サービスセンター

1972 615.03

瓦林公園センター 春風 上甲子園3丁目7-4 1982 566.41

北瓦木センター 樋ノ口 上之町24-44 上之町保育所 1973 369.30

甲東センター 甲東 甲東園3丁目2-29　アプリ甲東内
甲東支所・ホール・展示室
図書館分室

1996 421.49

小松センター 小松 小松北町2丁目4-1 小松幼稚園 1974 434.49

高木センター 高木 伏原町1-58 1982 674.04

段上センター 段上西 段上町2丁目10-23 児童館(社会福祉事業団) 1976 613.18

鳴尾センター 鳴尾東 笠屋町19-1 児童館(9時～17時半)・保育所 1974 449.87

鳴尾中央センター 鳴尾 鳴尾町3丁目5-14　鳴尾支所内 鳴尾支所・保健福祉センター 1979 575.94

浜甲子園センター 甲子園浜 枝川町19-10 1983 550.01
総床面積 38,572.28 ㎡
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小学校区ごとの公民館・市民館・共同利用施設の概要
小学校区 住所 併設施設 建築年

延床面積
(㎡)

浜脇 浜脇町5-14 1964 1043.48

西宮浜 西宮浜4丁目13-1 西宮浜分室・貝類館 1999 1,282.78

香櫨園 市庭町7-13 1970 230.91

香櫨園 中浜町3-32 留守家庭児童育成センター 1993 341.89

香櫨園 屋敷町12-1 1999 99.91

香櫨園 川添町10-3 建石保育所 1984 358.42

安井 中前田町8-11 1990 402.07

安井 安井町2-4 デイサービスセンター 1992 396.13

夙川 羽衣町1-39 1964 1,305.52

夙川 大谷町3-50 1994 320.00

北夙川 樋之池町5-29　越木岩福祉会館内
越木岩分室・図書館分室
老人いこいの家

1976 1,088.78

苦楽園 柏堂町13-16 1992 133.66

苦楽園 苦楽園五番町3-25 1991 326.00

大社 柳本町1-8、1-37 1995 923.76

神原 神原6-11 神原市民館 1985 586.18

神原 神原6-11 神原公民館 1985 318.84

神原 大社町12-26 1988 278.21

甲陽園 六軒町1-32 図書館分室 1992 1,600.33

甲陽園 甲陽園本庄町1-75 1973 374.25

広田 大畑町1-35 1975 292.91

平木 高松町４－８　プレラにしのみや内 ホール・男女共同参画センター 2000 2,347.52

甲東 甲東園3丁目2-29　アプリ甲東内
甲東支所・ホール・展示室
図書館分室

1996 421.49

上ヶ原 上甲東園2丁目11-60 デイサービスセンター 1995 943.88

上ヶ原 上ヶ原三番町6-22 消防団分団 1977 312.70

段上西 段上町2丁目10-3 図書館分室 1984 1,096.99

段上西 段上町2丁目10-23 児童館(社会福祉事業団) 1976 613.18

樋ノ口 上之町24-44 上之町保育所 1973 369.30

高木 高木東町15-10 瓦木消防署 1988 882.25

高木 高木東町34-8 2004 172.62

高木 伏原町1-58 1982 674.04

瓦木 瓦林町8-1瓦木支所内 瓦木支所 1972 733.35

深津 西福町15-12　若竹生活文化会館内 図書館分室・若竹生活文化会館 1982 2,261.00

瓦林 松並町5-12 1963 340.26

上甲子園 甲子園口3丁目9-26
上甲子園センター
市民サービスセンター

1961 521.12

上甲子園 甲子園口6丁目6-20 デイサービスセンター 1990 322.64

上甲子園 甲子園口3丁目9-26
上甲子園公民館
市民サービスセンター

1972 615.03

津門 津門大箇町7-29 1963 466.02

春風 甲子園春風町2-29 西宮養護学校 1994 1,356.49

春風 上甲子園3丁目7-4 1982 566.41

今津 今津水波町9-28 1965 852.70

今津 今津出在家町10-6 今津南保育所 1973 656.23

用海 石在町10-21 1987 716.55

鳴尾 鳴尾町1丁目8-2 1970 1,234.98

鳴尾 鳴尾町3丁目5-14　鳴尾支所内 鳴尾支所・保健福祉センター 1979 575.94

南甲子園 甲子園九番町15-40 1989 836.46

南甲子園 甲子園網引町7-1 1967 236.74

甲子園浜 枝川町19-10 1983 550.01

高須西 高須町2丁目1-35　高須市民センター内 鳴尾支所高須分室・児童センター 1984 714.75

鳴尾東 東鳴尾町1丁目9-1 1988 1,008.44

鳴尾東 笠屋町19-1 児童館(9時～17時半)・保育所 1974 449.87

鳴尾北 学文殿町2丁目4-24 1964 766.91

鳴尾北 甲子園六番町11-12 1975 216.04

小松 小松北町2丁目4-1 小松幼稚園 1974 434.49

山口
山口町下山口4丁目1-8
山口センター内

山口支所・ホール・展示室
保健福祉センター・図書館分室
老人いこいの家・児童センター

2009 909.24

東山台 名塩新町1　塩瀬センター内
塩瀬支所・保健福祉センター
図書館・老人いこいの家
児童センター

1990 1,297.56

生瀬 生瀬町2丁目20-22 塩瀬支所生瀬分室 1985 395.05
総床面積 38572.28 ㎡
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