
幼児教育・保育の無償化により、月額2万5700円ま
で無償。ただし、教材費、通園バス代等は無償化の対
象外。詳しくは市のホームページ（ HP 87805753）
で確認を

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（2023年）4月の入園申込を受け付けます　※市外局番のないものは≪0798≫

園名 所在地 電話番号
一里山 一里山町15－14 51・0616
関西学院 岡田山7－54 53・3950
甲子園学院 熊野町5－18 67・7272
神戸海星女子学院マリア 木津山町5－26 73・4418
甲陽 甲陽園本庄町7－23 74・4610
こばと 津門西口町5－9 22・2101
西光 鳴尾町1丁目16－2 47・1737
松風 鳴尾町3丁目4－6 47・2289
段上 段上町8丁目9－13 51・3509
つぼみ 甲子園浜田町10－18 22・4405
仁川学院マリアの園 甲東園2丁目13－9 51・2454
西宮甲武 樋ノ口町2丁目6－1 67・2017
浜甲子園健康 浜甲子園2丁目10－4 41・1759
阪急 大屋町28－18 66・2015

東山 東山台2丁目8－1 0797・61・
3603

光明 甲子園七番町22－3 47・1585
松秀 千歳町7－10 36・3560
武庫川女子大学附属 池開町10－3 45・3537
睦 高須町1丁目1－5 49・0581
和光 室川町1－4 71・6895

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
甲子園口（※）甲子園口4丁目22－9 67・4666
甲子園東 甲子園四番町4－32 41・1735
甲子園二葉 甲子園三保町6－10 41・0278
すずらん 甲風園2丁目4－15 65・1166

仁川 上甲東園2丁目4－43 51・0751
西宮教会
こひつじ

（※）
津門呉羽町7－36 23・1950

西宮公同 南昭和町10－22 67・4691
花園 上鳴尾町19－19 47・2214
広田 広田町11－27 72・2952

みそら 若松町1－1 72・1388
（※）甲子園口幼稚園・西宮教会こひつじ幼稚園は、来年度から
　　新制度の幼稚園へ移行する予定

類型 園名 所在地 電話番号

認定
こども園

いるか 西宮浜4丁目13－2 32・1089
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
香櫨園（※）上葭原町3－31 22・8522

幸 北六甲台1丁目23－10 078・903・
1551

夙川学院
ソレイユ 神園町2－20 74・6455
むこがわ 松並町9－4 67・3002

安井 平松町6－7 34・0607
（※）香櫨園幼稚園は、来年度から認定こども園へ移行し、園名
　　を「認定こども園香櫨園幼稚園」に変更予定

9月1日から。月曜～金曜（祝日を除く）
の午後2時～4時に各園で配布

幼児教育・保育の無償化により、保育料（利用者負担額）
の支払は無し。ただし、教材費や副食費（おやつ・牛乳等）
などは無償化の対象外

幼児教育・保育の無償化により、保育料（利用者負
担額）の支払は無し。ただし、教材費、通園バス代
等は無償化の対象外。詳しくは市のホームページ
（ HP 72904974）で確認を

10月3日～6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6日までの応募状況を各園で掲示

園名 所在地 電話番号 定員（※１）（※3）
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
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26－24 0797・
84・9464 30 35

５歳児の定員は、今年度4歳児からの進級組を含む（※１）
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あり

（※2）

保育所等待機児童の多いエリアの市立幼稚園（夙川・越
木岩・高木幼稚園）で、上記4歳児募集定員とは別に、保
育を必要とする小規模保育施設卒園児の受け入れを開始
しています

（※3）

新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園市立幼稚園 

平成29年（2017年）4月2日～31年（2019年）
4月1日出生の市内に住民登録のある幼児

　市と阪急バスは、9月１9日（月・祝）・23日（金・祝）に運行する白水峡公園墓地行きの
墓参バスの利用者を募集します。なお、両日ともに、中央園地西側駐車場内に臨時香花
店が出店します（時間は午前9時～午後4時）。

※帰りは行きと反対の経路となります

時間（午前） 運行経路
  8時20分 阪急西宮北口駅南広場（★）バスターミナル出発
  8時30分 JR西宮駅北側（★）
  8時40分 市役所本庁舎前（★）
  9時20分 白水峡公園墓地前
  9時25分 墓地前から中央園地西側駐車場へ出発
10時40分 中央園地西側駐車場（☆）出発
10時45分 白水峡公園墓地前（☆）出発
11時40分頃 阪急西宮北口駅着

【料金】片道6５0円（小学生以下330円）　【定員】各日５0人程度。多数の場合人数調整
【申込】往復ハガキに住所、氏名、電話番号、希望日（第2希望も）、人数、乗車場所（右表★のい
　　　　ずれか）、下車場所（右表☆のいずれか）を書き、9月５日（消印有効）までに斎園管理課
　　　　（〒662－8５67六湛寺町１0－3）へ　※通知は9月１3日頃発送

問 斎園管理課（0798・35・3306）

▶さくらやまなみバスでも白水峡公園墓地へ行くことができます　
　下車場所は白水峡墓園前（十八丁橋）停留所。なお、バスは墓地内には入りませんのでご注意ください。 問合せは交通政策課（0798・35・3527）へ

申込期間
9/5～１5

６5歳以上
対象

（※）

　市は、普通市営住宅の入居者を募集します。申込資格など詳しくは、
9月５日から配布する申込案内書（※）をご覧ください。
　なお、次回の募集は来年１月の予定です。

普通市営住宅　計45戸 （高齢・障害者等の一部優先枠あり）

西宮浜4丁目（うちシルバー住戸1戸）、樋ノ口町2丁目（シルバー住戸1戸）、
甲子園九番町、獅子ケ口町、六軒町、東町1・2丁目、今津久寿川町、今津巽町、
東鳴尾町1丁目、高須町1丁目、甲子園口6丁目、上ケ原七・十番町、樋ノ口町
1丁目、田近野町、中殿町、泉町、神原

配布場所は、西宮市営住宅管理センター（六湛寺町9－8）、住宅
入居・家賃課（市役所南館3階）、市役所本庁舎１階総合案内所横、
各支所・市民サービスセンター・分室、アクタ西宮ステーション、
若竹生活文化会館

申　込 申込案内書に添付している申込書（１世帯１通）を西宮市
営住宅管理センターへ郵送（9月１５日までの消印があり、
かつ20日までの必着分が有効）を。重複申込無効

※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30日から受付（詳しくは各園に問合せを） 9月1日から各園で配布

子育て中の人を支援する取組（園庭開放など）に
ついては、実施状況も含め各園へ問合せを

　市は、特殊詐欺被害を防止するため、6５歳以上の人や6５歳以上の人
と同一世帯を対象に、特殊詐欺対策電話機などの購入費の一部を補助し
ます。詳しくは市のホームページでご確認ください。

問 西宮市営住宅管理センター (0798・35・5028)

新制度に移行していない私立幼稚園 

願書の配布

来年来年44月入園月入園

幼稚園幼稚園のの園児募集園児募集

保育料等

保育料等 保育料等
申込

申込 願書の配布
対象

市営住宅市営住宅のの入居者募集入居者募集

墓参バスの利用者募集9/19・23

問
学事課（0798・35・3850）
各園 ＝下記参照

◦市立幼稚園
◦私立幼稚園
◦幼児教育・保育の無償化について 保育入所課（0798・35・3160）

申込▶9/30～申込▶9/30～
※市立幼稚園は10/3～

特殊詐欺等対策電話機等の
購入費用を助成

対象者
次の全てを満たす人▶市内に住民登録があり、居住している▶申請
時に65歳以上の人、またはその人と同一世帯▶市税の滞納がない▶
市や警察から特殊詐欺対策電話機などの貸与を受けていない▶同一
世帯で当該補助金の交付を受けていない

対象機器 4月以降に購入した「着信前自動警告機能、自動録音機能の両機能がある
固定電話機または外付け録音機」※留守番電話機能のみの機種は対象外

補助金額
▶固定電話機…購入費用の2/3（上限8000円）
▶外付け録音機…購入費用の2/3（上限4000円）
※1世帯1台。ポイント等での支払い分は対象外

申込

①レシートや領収書など機器の購入が分かるものの写し、②機器の
機能が分かるもの、③申請者本人の振込先口座・名義人が分かる通
帳の写しなど、④住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類
を地域防犯課（〒662－8567六湛寺町10－3）へ郵送
※受付は来年1月31日（必着）まで（または予算が無くなり次第終了）

ＨＰ 80705140問 地域防犯課(0798・35・3474)

令和4年（2022年）8月25日	 （3）


