
来年（2020年）4月入園幼稚園 の園児募集

② 新制度に移行した私立幼稚園
    認定こども園 

① 市立幼稚園 
平成26年（2014年）4月2日～28年（2016年）
4月1日出生の市内に住民登録のある幼児

　市立幼稚園と市内の私立幼稚園（新制度に移行した私立幼稚園を含む）・認定こども園（幼稚園としての利用に限る）は、来年4月の入園申込を受け
付けます。保育料については「幼児教育・保育の無償化」の記事に記載しています。　※表内に市外局番のないものは《0798》

９月２日から各園で配布

類型 園名 所在地 電話番号 類型 園名 所在地 電話番号

幼稚園

くるみ 仁川町5丁目6－49 51・0638

認定
こども園

いるか 西宮浜4丁目１３－２ 32・1089
甲子園東 甲子園四番町4－３２ 41・1735 上甲子園 甲子園口２丁目１6－３１ 67・1733
すずらん 甲風園２丁目4－１5 65・1166 甲東 甲東園１丁目２－１5 53・6740
花園 上鳴尾町１9－１9 47・2214 むこがわ 松並町9－4 67・3002
みそら 若松町１－１ 72・1388 幸 北六甲台１丁目２３－１0 078・903・1551
西宮公同 南昭和町１0－２２ 67・4691 ※西宮公同幼稚園、幸幼稚園は、来年度から移行予定

保育料が変わります

３～５歳児 0～2歳児
保育所

0円

住民税非課税世帯のみ
0円

地域型保育事業

認定こども園＜保育所として利用＞

認定こども園＜幼稚園として利用＞
（※１） 満３歳児のみ0円

市立幼稚園
新制度に移行した私立幼稚園

（※１） 満３歳児のみ0円

新制度に移行していない
私立幼稚園（※１）

【対象は満3歳児以上】
月額２万5700円を上限に、保護者に
代わって市から園に支払い（※２）

◎国立大学附属幼稚園は、月額8700円を上限に無償化の対象
（※１）…�保育の必要性の認定を受けた世帯は、預かり保育の利用料も

月額１万１３00円（満３歳児は住民税非課税世帯のみ月額１万
6３00円）を上限に無償化の対象

（※２）…�保育料が２万5700円を超える場合は、保護者が差額を園に要
支払い

　変更後の保育料は下表のとおり。教材費、通園バス代など
は無償化の対象外です。

（※）償還払い…利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に申請す
　　　　　　　ることで、上限の範囲内で払い戻しを受けること

問 保育入所課
（0798・35・3160）

対象

※認定こども園を保育所として利用する場合は市
　に申込

９月２日からの月曜～金曜（祝日を除く）
の午後２時～４時に各園で配布

１０月１日～４日の午後２時～４時に入園を希
望する幼稚園で。多数の場合抽選

申込

１０月４日までの応募状況を各園で掲示

願書の配布

申込 １０月１日から受付（詳しくは各園に問合せを）

願書の配布

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3043）

スタート
月10

　10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化により、3～5歳児
の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化されます。
また、認可外保育施設等の利用料の一部においても、償還払い（※）
にて無償化の対象となります。

幼児教育・保育 無償化の 保育料について～～

　認可外保育施設等の無償化については、償還払い（※）となります。なお、入会金、
通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。

支　払　時　期
10月～12月

利用分
申請時期 支払時期 来年1月～2月

利用分
申請時期 支払時期

来年１月頃 来年３月末 来年３月頃 来年５月末
※私立幼稚園・認定こども園（幼稚園として利用）と併用している人は、幼稚園等を通して案内あり

対象施設・サービス
▪認可外保育施設（企業主導型保育事業を除く）▪一時預かり事業  ▪病児保育事業
▪ファミリー・サポート・センター事業（送迎のみの利用は対象外）
　※利用している施設・サービスが無償化の対象となるかは、各施設に問合せを

対　象　者
　保育所・認定こども園（保育所として利用）・地域型保育事業・企業主導型保育事
業を利用していない、保育の必要性を認められた世帯の児童（市内在住で、市外の
認可外保育施設等を利用している世帯の児童も対象）。

　※幼稚園・認定こども園（幼稚園として利用）と併用している人は、対象外となる可能性あり
　※保育の必要性の認定を受けていない場合、事前に手続きが必要

▪３～５歳児…月額３万７000円を上限に利用料が無償
▪0～2歳児…住民税非課税世帯のみ、月額４万2000円を上限に利用料が無償

手  続  き  方  法
　 利用している認可外保育施設等から「領収証、提供証明書または活動報告書」（★）を
　 受け取る
　 「所定の請求書」に必要事項を記入し、（★）を添付
　 上記の書類を保育幼稚園支援課（市役所本庁舎７階）へ提出

1

2
３

　市は、名神高速道路と阪神高速５号湾岸線をつなぐ「名
神湾岸連絡線」、および関連する都市計画道路「今津東
線、浜甲子園線他」の変更（素案）について、説明会
を行います＝右表参照。申込不要。

日時 会場・定員 日時 会場・定員
9月17日（火）午後7時～ 西宮浜産業交流会館

（定員１３5人）
9月18日（水）午後7時～ 今津公民館

（定員１２0人）9月23日（月・祝）午前10時～ 9月22日（日）午前10時～
※開場は開始３0分前から。所要時間は２時間程度。定員を超える場合は入場制限あり
※台風接近時など荒天が予想される場合は延期することがあります。詳しくは市のホームページ（ページ番号：
　１２50459３）で確認を問 都市計画課（0798・35・3603）

※会場へは徒歩、または公共交通機関をご利用ください

説明会 名神湾岸連絡線 都市計画の について（素案）ほか

認可外保育施設等の利用料も一部無償化の対象

幼児教育・保育の無償化について詳しくは、
市のホームページ（ページ番号：４37２18９6）で確認できます

　※請求書の様式等・手続きの詳細については、別途お知らせ予定

園名 所在地 電話番号 園名 所在地 電話番号 園名 所在地 電話番号
一里山 一里山町１5－１4 51・0616 西光 鳴尾町１丁目１6－２ 47・1737 阪急 大屋町２8－１8 66・2015
関西学院 岡田山7－54 53・3950 夙川学院短期大学付属 神園町２－２0 74・6455 東山 東山台２丁目8－１ 0797・61・3603
甲子園学院 熊野町5－１8 67・7272 松風 鳴尾町３丁目4－6 47・2289 光明 甲子園七番町２２－３ 47・1585
甲子園口 甲子園口4丁目２２－9 67・4666 段上 段上町8丁目9－１３ 51・3509 広田 広田町１１－２7 72・2952
甲子園二葉 甲子園三保町6－１0 41・0278 つぼみ 甲子園浜田町１0－１8 22・4405 松秀 千歳町7－１0 36・3560
神戸海星女子学院マリア 木津山町5－２6 73・4418 仁川 上甲東園２丁目4－4３ 51・0751 武庫川女子大学附属 池開町１0－３ 45・3537
甲陽 甲陽園本庄町7－２３ 74・4610 仁川学院マリアの園 甲東園２丁目１３－9 51・2454 睦 高須町１丁目１－5 49・0581
香櫨園 上葭原町３－３１ 22・8522 西宮甲武 樋ノ口町２丁目6－１ 67・2017 安井 平松町6－7 34・0607
こばと 津門西口町5－9 22・2101 浜甲子園健康 浜甲子園２丁目１0－4 41・1759 和光 室川町１－4 71・6895
こひつじ 津門呉羽町7－３6 23・1950

③ 新制度に移行していない私立幼稚園 

申込
10 1月 日～

願書の配布 ９月２日から各園で配布申込 １０月１日から受付（詳しくは各園に問合せを）

園名 所在地 電話番号
定員（※１）
4歳児 5歳児

高木 伏原町３－40 65・0055 ３0 70
春風 今津野田町２－6 26・6152 ３0 70
南甲子園 南甲子園３丁目２－２4 46・1608 ３0 ３5
鳴尾東 笠屋町３0－47 41・4542 ３0 70
山口 山口町下山口4丁目１－5 078・

904・3707 ３0 70

生瀬 生瀬町２丁目３－１6
（※３）

0797・
84・9464 ３0 70

園名 所在地 電話番号
定員（※１）
4歳児 5歳児

浜脇 宮前町8－２２ 33・0835 ３0 70
夙川 松ケ丘町9－２３ 72・2951 ３0 70
越木岩 美作町6－１0 72・4499 ３0 70
大社 柳本町１－8 74・4051 ３0（※２） 70
付属

あおぞら
津田町３－40
(子育て総合センター内) 35・8086 ３0 70

上ケ原 上ケ原三番町6－２7 51・2700 ３0 70
門戸 門戸東町３－２5 52・5447 ３0 70
（※１）5歳児の定員は、今年度4歳児からの進級組を含みます
（※２）大社は、多様な教育的ニーズに対応するため、4歳児の応募状況によっては受け入れ人数の調整を行う場合があります
（※３）生瀬は、来年9月より生瀬小学校敷地内に移転します。（登降園用駐車スペースは一定台数分を確保予定）

問
市立幼稚園

私立幼稚園

学事課（0798・35・3850）
各園 ＝②③参照
保育入所課（0798・35・3160）
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