
来年（2019年）4月入園幼稚園 の園児募集
申込
10 1～

▪新制度に移行した私立幼稚園
▪認定こども園

▪市立幼稚園 ≪5歳児の定員は今年度4歳児からの進級組を含みます≫

【対象】平成25年（2013年）4月2日～27年（2015年）4月1日出生の市内に住民登録をしている幼児
【願書の配布】9月3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
【申込】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
　　　　※10月4日までの応募状況を各園で掲示

　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。
　新制度に移行した幼稚園・認定こども園（幼稚園としての利用に限る）を利用する人は、認定（1号）を受ける必要があります。認定に必要な申請書は、各園で
配布します。必要事項を記入のうえ、入園願書提出時（内定時）に各園に提出してください。

【願書の配布】9月3日から各園で配布。
　　　　　　　申込は10月1日から受付　
   　　　　　　詳しくは各園に問合せを

利用手続き
各園に直接申込
園を通じて市に認定申請 
（認定こども園を保育所として利用する場合は市に申込）

保護者の所得に応じ、市が保育料を決定
※就園奨励助成制度（★）の対象外保育料

問 人事課（0798・35・3549）

職種・定員 対象者 基本給月額 ホームページ
番号

事務D
若干名

昭和61年4月2日以降に出生
し、社会福祉士資格または精神
保健福祉士資格取得者

21万2290円
（22歳大学卒の場合） 28548771

保健師
若干名

昭和63年4月2日以降に出生
し、免許取得者または来春の国
家試験で取得見込みの人

23万8050円～ 29709252

言語聴覚士
若干名

昭和34年4月2日以降に出生
し、免許取得者または来春の国
家試験で取得見込みの人

21万3095円～ 58472342

※基本給月額は平成30年4月1日現在の額。経歴、給与改定などにより異なる
　場合あり。また、別途諸手当あり

　市は、来年4月採用予定の職員を募集します＝下表参照。
　募集要項・申込書は、8月27日から人事課で配布するほか、8月
25日から市のホームページ（ページ番号は下表参照）でダウンロー
ドできます。事務D、保健師の1次試験、言語聴覚士の筆記・面接
試験は10月14日（日）に行います。
≪申込方法≫ 申込書など必要書類を執務時間中に人事課（市役所本庁舎  
                   5階）へ持参か郵送（消印有効）を
≪申込期間≫ 事務D…8月27日～9月28日、保健師…8月27日～9月19日、
                    言語聴覚士…8月27日～9月26日

市職員を募集来年4月
採用予定

　パソコンやスマートフォン、タブレット
端末でもべんり帳が利用できます。パソコ
ン以外は専用アプリのダウンロードが必要
です。詳しくは市のホームページ（ページ
番号：14661054）をご確認ください。

問 広報課（0798・35・3487）市民べんり帳 届いていますか？
便利な電子版があります

　届いていない場合は、広報課（0798・
35・3487）までご連絡ください。

まだの人はご連絡を

※点字・音声版は年内に対象者へ発送予定

掲載内容の訂正について
　下記について、お詫びして訂正します。
▪50ページ「監査事務局」および「公平委員会
　事務局」の所在地 ⇒正しくは 「六湛寺町9－8」

▪60ページ「生活保護」の場所
⇒正しくは 「西宮市役所西館」

　市は、日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士が、西宮在住時に「中
間子論」を提唱したことにちなみ、「西宮湯川記念事業」を実施しています。
　「西宮湯川記念こども科学教室」では、各日出展
される20ブースで科学実験の見学や科学工作の体
験ができます。ぜひご来場ください。

問 生涯学習推進課（0798・35・5166）

小・中学校 理科・生活科作品展

西宮湯川記念こども科学教室

園名 所在地 電話番号
定員

園名 所在地 電話番号
定員

4歳児 5歳児 4歳児 5歳児
浜脇 宮前町8－22 33・0835 30 70 高木 伏原町3－40 65・0055 30 70
用海 石在町17－29 23・8312 0（※1） 35 瓦木 中島町5－2 64・5017 0（※1） 70
夙川 松ケ丘町9－23 72・2951 30 70 春風 今津野田町2－6 26・6152 30 70
越木岩 美作町6－10 72・4499 30 70 南甲子園 南甲子園3丁目2－24 46・1608 30 35
大社 柳本町1－8 74・4051 30（※2） 70 鳴尾東 笠屋町30－47 41・4542 30 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 山口 山口町下山口4丁目1－5 078・904・3707 30 70

上ケ原 上ケ原三番町6－27 51・2700 30 70 生瀬 生瀬町2丁目3－16 0797・84・9464 30 70
門戸 門戸東町3－25 52・5447 30 70
（※1）用海・瓦木は、2020年度から休園（5歳児のみ募集）
（※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

≪表①　市外局番のないものは（0798）≫
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
甲子園東 甲子園四番町4－32 41・1735
すずらん 甲風園2丁目4－15 65・1166
花園 上鳴尾町19－19 47・2214
みそら 若松町1－1 72・1388

認定こども園

上甲子園 甲子園口2丁目16－31 67・1733
甲東 甲東園1丁目2－15 53・6740
むこがわ 松並町9－4 67・3002
いるか 西宮浜4丁目13－2 32・1089

※いるか幼稚園は、2019年度から移行予定

≪表②　市外局番のないものは（0798）≫

▲ 昨年の「簡単カメラを作ろう!!」の様子

日程 9月8日（土）　午前11時～午後2時
9日（日）　午前10時～午後2時

総合教育センター会場

　児童・生徒が夏休みに取り組んだ実験や観察レポートなど、約700点を展示す
る「小・中学校理科・生活科作品展」を開催します。

問 教育研修課（0798・67・6855）

午前9時～午後3時

※スリッパ・靴袋の持参を中央体育館分館会場

9月8日（土）・9日（日）日程

　市は、日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士が、西宮在住時に「中

科学って

不思議！
！

　児童・生徒が夏休みに取り組んだ実験や観察レポートなど、約

夏休みの

研究成果
！

科学教室・作品展ともに 入場無料・申込不要
今年も科学教室と作品展を同時開催！

▼ 会場へのアクセス

芦原保育所

阪急西宮北口

JR西宮

若竹生活文化会館若竹生活文化会館 みやっこ
キッズパーク

津
門
川

今
津
西
線山手幹線

総合教育センター

中央体育館分館中央体育館分館

※ＪＲ西宮駅から徒歩約6分、
　阪急西宮北口駅から徒歩約15分
※会場に駐車場はありません。
　公共交通機関をご利用ください

▪新制度に移行していない私立幼稚園 【願書の配布】 9月3日から各園で配布。申込は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 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 浜甲子園健康 浜甲子園2丁目10－4 41・1759
関西学院 岡田山7－54 53・3950 幸 北六甲台1丁目23－10 078・903・1551 阪急 大屋町28－18 66・2015
甲子園学院 熊野町5－18 67・7272 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
甲子園口 甲子園口4丁目22－9 67・4666 松風 鳴尾町3丁目4－6 47・2289 光明 甲子園七番町22－3 47・1585
甲子園二葉 甲子園三保町6－10 41・0278 段上 段上町8丁目9－13 51・3509 広田 広田町11－27 72・2952
神戸海星女子学院マリア 木津山町5－26 73・4418 つぼみ 甲子園浜田町10－18 22・4405 松秀 千歳町7－10 36・3560
甲陽 甲陽園本庄町7－23 74・4610 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
香櫨園 上葭原町3－31 22・8522 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
こばと 津門西口町5－9 22・2101 西宮公同 南昭和町10－22 67・4691 安井 平松町6－7 34・0607
こひつじ 津門呉羽町7－36 22・3454 西宮甲武 樋ノ口町2丁目6－1 67・2017 和光 室川町1－4 71・6895

≪表③　市外局番のないものは（0798）≫

利用手続き 保育料各園に直接申込
（市に認定申請する必要なし）

各園が保育料を設定
※就園奨励助成制度（★）の対象 私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対して、

経済的負担の軽減を図るための制度

（★）就園奨励助成制度

問
市立幼稚園

私立幼稚園

学校改革調整課（0798・35・3889）
各園 ＝表②③参照
保育入所課（0798・35・3160）

（８） 平成30年（2018年）8月25日

＜西宮市の推計人口＞48万8260人　＜世帯数＞21万5012世帯　＜面積＞100.18平方㌔　　（平成30年8月1日現在）


