
スマイルあそぼう会…園庭開放日（週１回。祝・休日を除く）の正午～午後2時。多数の場合入場制限あり

施設名 所在地 電話番号 開放日
今津南 今津出在家町10－6 23・5011 火
上之町 上之町24－44 64・0053 木
鳴尾北 戸崎町1－70 65・1022 木
高須東 高須町1丁目1－39 49・5643 金
大社 神垣町7－32 73・4703 月
高須西 高須町2丁目1－46 48・2840 木
芦原むつみ 芦原町7－7 66・0505 水

施設名 所在地 電話番号 開放日
朝日愛児館 与古道町4－31 22・6901 月
小松朝日 小松北町1丁目7ー9 41・0618 水
建石 川添町10－3 22・4468 月
鳴尾 笠屋町19－1 41・0754 水
芦原 神明町7－18 67・3577 木
学文殿 学文殿町1丁目6－22 41・1083 火
用海 石在町10－22 33・0757 月
浜甲子園 枝川町17－43 41・0086 金

施設名 所在地 電話番号 開放日
瓦木北 大屋町13－8 67・4050 火
今津文協 今津水波町11－26 22・3320 水
鳴尾東 上田東町4－120 47・3062 火
浜脇 浜脇町3－13 35・2358 月
津門 津門呉羽町9－29 35・6204 火
瓦木みのり 甲子園口5丁目15－4 65・4400 火
甲東北 仁川町4丁目3－10 52・8412 火
北夙川 南越木岩町8－8 72・3711 金

各保育所等の開所時間に合わせて、電話で子育て相談を随時実施

スマイル子育て相談…月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前１0時～午後4時

施設名 所在地 電話番号
幸和園 中須佐町3－36 36・4850
南幸和園 池田町9－6NKビル 22・3669
一麦保育園 高木東町30－3 67・2775
月影保育所 広田町6－30 72・5731
パドマ・
ナーサリースクール 高須町2丁目1－47 48・5700

マーヤこども園 末広町1－3 36・3220
船坂保育園 山口町船坂572 078・904・3773
やまよし
Kids garden

山口町下山口4丁目
7－31 078・904・0757

名塩保育園 名塩1丁目20－15 0797・61・0754
聖和乳幼児
保育センター 門戸西町1－46 53・2656

甲子園子ども学舎 甲子園浦風町9－5 45・2232
段上保育園 段上町2丁目10－19 52・7979
ちどり保育園 今津真砂町1－5 41・2510
なぎさ保育園 西宮浜4丁目13－3 33・6920
新甲東保育園 門戸東町3－15 57・5235
なでしこ保育園 荒木町16－37 66・7678
安井保育園 安井町4－15 34・6677
夙川さくらんぼ保育園 羽衣町7－30－208 31・6155
西宮ＹＭＣＡ保育園 神楽町5－23 35・5992
あんず保育園 甲東園2丁目6－5 53・7512
ひかり保育園 上大市4丁目12－3 52・9081
みどり園保育所 今津山中町12－28 22・1376
みどり園保育所
あやは 津門綾羽町6－10 42・7091

東山ぽぽこども園 東山台1丁目106－2 0797・63・1332
東山ぽぽこども園
分園 東山台1丁目11－1 0797・91・2242

施設名 所在地 電話番号
夙川宝
プリスクール 鷲林寺2丁目3－2 72・7234

ゆめっこ保育園 石在町16－25 35・2758
ゆめっこ
わかば保育園 久保町9－25 33・1616

ニコニコ桜保育園 南郷町8－12 75・0024
ニコニコ桜夙水園 結善町1－28 75・0024
西宮夢 南甲子園1丁目10－15 45・9614
西北夢 長田町4－8 65・9614
つぼみの子保育園 林田町8－42 66・6670
めばえの子保育園 市庭町9－12 22・1666
武庫川女子大学
附属保育園 鳴尾町4丁目14－29 44・3025

かえで保育園 浜町2－11 32・2713
きりん園 段上町8丁目9－13 57・3789
善照マイトレーヤ
認定こども園 郷免町1－12 26・1765

西宮つとがわ
ＹＭＣＡ保育園 津門川町2－14 26・1016

のぞみ夢 樋之池町4－21 71・9614
夙川夢 北名次町15－27 73・9614
つぼみ夢 南越木岩町10－15－2F 74・9614
まつぼっくり保育園 甲子園口6丁目1－36 68・1010
西宮セリジェ保育園 戸崎町4－12 39・7863
マザーシップ
西宮北口こども園 中島町17－16 81・3715

日野の森こども園 日野町18－71 64・7560
西北セリジェ保育園 高畑町1－47 64・5514
夙川さくら保育園 千歳町4－19 23・1211
安井ゆりの花
保育園 平松町7－28 38・0738

施設名 所在地 電話番号
やまと保育園 大屋町28－8 67・4089
コペル保育園 上鳴尾町3－11 49・8777
ニコニコ桜今津灯
保育園 今津水波町9－8 22・0034

ニコニコ桜今津灯
保育園分園 今津水波町8－28 22・0034

日野ひかりの森
こども園 日野町18－43 67・3131

西宮北口
こどもの園 高松町5－19 64・0800

大社幸和園 柳本町9－25 73・5570
越水幸和園 越水町7－7 74・5888
高須の森 高須町1丁目1－20 45・5750
夙川あすなろ
保育園 松園町10－21 32・8811

上甲子園保育園 上甲子園5丁目4－1 32・0234
西宮本町
つきの保育園 本町11－15 34・1123

鈴ノ音つばさ保育園 松籟荘2－7 51・0283
西宮さんしょ保育園 産所町9－10 61・5767
生瀬ぽぽこども園 生瀬町2丁目3－16 0797・91・2360
夙川学院ソレイユ
認定こども園 神園町2－20 74・6455

スター保育園 荒戎町6－19 26・4152
樋之池保育園 樋之池町21－8 78・3164
浜甲子園2丁目
保育園 浜甲子園2丁目8－11 31・2990

りんりん保育園
屋敷町 屋敷町2－6 35・7779

りんりん保育園
南昭和町 南昭和町1－11 68・5550

私立保育所・幼保連携型認定こども園 一覧 

地域子育て支援事業を実施しています

子育て中の皆さんを支援するため
園庭園庭
開放開放

子育て子育て
相談相談

体験体験
保育保育

などなど

HP  89722415

※市外局番のないものは≪0798≫

新型コロナウイルス感染症の影響により、園庭開放や体験保育の実施を見合わせている場合があります。詳しくは各保育所等にご確認ください

※市外局番のないものは≪0798≫

▶

▶

厚生労働省コールセンター（0120・002・719）
…月曜～土曜（祝・休日を除く）の9：00～18：00
県後期高齢者医療広域連合コールセンター（078・326・2021）
…月曜～金曜（祝・休日を除く）の9：00～17：00

問

９月
上旬

後期高齢者医療制度のお知らせ

被保険者証被保険者証を送付を送付
有効期間「10/1～来年7/31」の

現在交付している被保険者証の有効期限は９月末まで

10/1～ 医療機関の一部負担金

現行の現行の「1割」「3割」「1割」「3割」に加えに加え「２割」「２割」がが追加追加

問 高齢者医療保険課（0798・35・3192）

　１0月からの制度改正により一部負担金が見直され、現在「１割」の人の
うち、一定以上の所得がある人が「2割」になります。
　10月からの負担割合は9月上旬に送付の被保険者証で確認してください。

※対象者に交付している「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定
　証」の有効期限は来年7月末です。期限まで、引き続き使用してください

　市は、来年4月採用の職員を募集します。定員は各若干名。募集要項は、
8月25日から市のホームページで入手できます。
　※①②１次試験…１0月2日（日）、③筆記・面接試験…１0月9日（日）
【申込】8月25日～9月20日に同ホームページから　※紙での申込不可

来年４月
採用

職種 対象者　※学歴は問いません 基本給月額 HP

①
事務D
※有資
　格者

社会
福祉

平成2年（1990年）4月2日以降に出
生した社会福祉士資格または精神
保健福祉士資格取得者 21万5740円

(22歳大学卒) 90611179

法務 平成2年（1990年）4月2日以降に出生し
た司法書士試験または司法試験合格者

②

医療職

心理
療法士

昭和63年（1988年）4月2日以降に出生し
た人で、次のいずれかの要件を満たす人
▷学校教育法による大学院で臨床心
　理学に関する専門課程を修了した人
▷臨床心理士認定資格取得者
▷公認心理師認定資格取得者

23万7705円
～

30万2565円
18148014

③

言語
聴覚士

昭和63年（1988年）4月2日以降に
出生した言語聴覚士免許取得者また
は来年3月末までに取得見込みの人

21万6545円～
30万2565円　

58060153

獣医師
昭和62年（1987年）4月2日以降に
出生した獣医師免許取得者または
来年3月末までに取得見込みの人

23万7705円～
30万6820円　

※基本給月額は令和4年（2022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

園庭を開放し、遊ぶことができる「スマイルあそぼう会」や、乳幼児の生活や遊び・子育てに関する電話相談「スマイル子育て相談」を実施市立保育所 一覧

問 人事課（0798・35・3549）

・事務Ｄ（有資格者）
・医療職市職員市職員をを募集募集

（2）� 令和4年（2022年）8月25日


