
平成31年4月1日時点

小学校

市立

施設名 施設所在地

明城小学校 兵庫県尼崎市南城内10番地の1

難波小学校 兵庫県尼崎市東難波町4丁目3-40

難波の梅小学校 兵庫県尼崎市西難波町6丁目14-57

竹谷小学校 兵庫県尼崎市北竹谷町2丁目36番地

下坂部小学校 兵庫県尼崎市下坂部1丁目12-1

潮小学校 兵庫県尼崎市潮江2丁目2-20

長洲小学校 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目7-1

清和小学校 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目8-1

杭瀬小学校 兵庫県尼崎市杭瀬北新町2丁目6-1

浦風小学校 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目1-34

金楽寺小学校 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目3-1

浜小学校 兵庫県尼崎市浜2丁目21-1

大庄小学校 兵庫県尼崎市大庄中通4丁目43番地の1

成文小学校 兵庫県尼崎市大島2丁目33-1

成徳小学校 兵庫県尼崎市蓬川町302番地の2

わかば西小学校 兵庫県尼崎市武庫川町1丁目25番地

大島小学校 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目10-7

浜田小学校 兵庫県尼崎市浜田町3丁目110番地

立花小学校 兵庫県尼崎市栗山町2丁目26-1

立花南小学校 兵庫県尼崎市三反田町2丁目16-1

立花西小学校 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目14-9

立花北小学校 兵庫県尼崎市栗山町2丁目6-1

名和小学校 兵庫県尼崎市名神町3丁目1-51

塚口小学校 兵庫県尼崎市塚口町4丁目38番地の1

尼崎北小学校 兵庫県尼崎市塚口町6丁目21番地の1

水堂小学校 兵庫県尼崎市水堂町1丁目32-8

七松小学校 兵庫県尼崎市南七松町1丁目4-49

武庫小学校 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目25-34

武庫南小学校 兵庫県尼崎市武庫町4丁目11-1

武庫北小学校 兵庫県尼崎市常松2丁目14-1

武庫東小学校 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目15-1

武庫庄小学校 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目21-1

武庫の里小学校 兵庫県尼崎市武庫の里1丁目4-1

園田小学校 兵庫県尼崎市食満1丁目1-2

園田北小学校 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目4-1

園和小学校 兵庫県尼崎市東園田町4丁目73番地の2

園和北小学校 兵庫県尼崎市田能1丁目7-1

園田東小学校 兵庫県尼崎市東園田町8丁目7番地

上坂部小学校 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目15-36

小園小学校 兵庫県尼崎市若王寺3丁目23-1

園田南小学校 兵庫県尼崎市若王寺1丁目1-1

私立

施設名 施設所在地

百合学院小学校 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18-2

尼崎市内における学校教育施設、児童福祉施設、社会教育施設等一覧
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平成31年4月1日時点

中学校

市立

施設名 施設所在地

成良中学校 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目33-22

琴城分校 兵庫県尼崎市南城内10番地の2

中央中学校 兵庫県尼崎市東七松町2丁目5-67

日新中学校 兵庫県尼崎市東七松町2丁目1-44

小田中学校 兵庫県尼崎市長洲中通1丁目10-1

小田北中学校 兵庫県尼崎市神崎町24-1

大成中学校 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目8-48

大庄中学校 兵庫県尼崎市菜切山町37番地の1

大庄北中学校 兵庫県尼崎市大庄北1丁目8-1

立花中学校 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目1-1

塚口中学校 兵庫県尼崎市富松町4丁目31-1

武庫中学校 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目24-30

南武庫之荘中学校 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目11-1

武庫東中学校 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目35-1

常陽中学校 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目26-26

園田中学校 兵庫県尼崎市食満1丁目1-1

園田東中学校 兵庫県尼崎市東園田町5丁目79番地

小園中学校 兵庫県尼崎市小中島2丁目12-27

私立

施設名 施設所在地

百合学院中学校 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18-2

園田学園中学校 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目24-16

高等学校

市立

施設名 施設所在地

尼崎高等学校 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目38-1

尼崎双星高等学校 兵庫県尼崎市口田中2丁目8-1

琴ノ浦高等学校 兵庫県尼崎市北城内47番地の1

県立

施設名 施設所在地

尼崎高等学校 兵庫県尼崎市北大物町18-1

尼崎北高等学校 兵庫県尼崎市塚口町5丁目40-1

尼崎西高等学校 兵庫県尼崎市大島2丁目34-1

尼崎小田高等学校 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目17-46

尼崎稲園高等学校 兵庫県尼崎市猪名寺3丁目1-1

尼崎工業高等学校

神崎工業高等学校

武庫荘総合高等学校 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目31-1

私立

施設名 施設所在地

百合学院高等学校 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18-2

園田学園高等学校 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目24-16

兵庫県尼崎市長洲中通1丁目13-1
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平成31年4月1日時点

特別支援学校

市立

施設名 施設所在地

あまよう特別支援学校 尼崎市東難波町2丁目14-40

幼稚園

市立

施設名 施設所在地

竹谷幼稚園 兵庫県尼崎市北竹谷町2丁目36番地

長洲幼稚園 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目7-48

大島幼稚園 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目9-25

立花幼稚園 兵庫県尼崎市栗山町2丁目26-2

塚口幼稚園 兵庫県尼崎市塚口町2丁目13番地の9

武庫幼稚園 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目25-9

園田幼稚園 兵庫県尼崎市口田中1丁目2-17

園和北幼稚園 兵庫県尼崎市東園田町3丁目76番地の1

小園幼稚園 兵庫県尼崎市小中島3丁目17-3

私立（幼保連携型認定こども園を含む）

施設名 施設所在地

難波愛の園幼稚園 兵庫県尼崎市西難波町5丁目8-33

からたち幼稚園 兵庫県尼崎市東大物町1丁目5-5

慈愛幼稚園 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目30-10

くいせようちえん 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目9-36

常光寺幼稚園 兵庫県尼崎市常光寺1丁目18-10

しもさかべ幼稚園 兵庫県尼崎市下坂部2丁目8-23

梅花幼稚園 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目9-23

はまようちえん 兵庫県尼崎市浜2丁目2-13

梅花東幼稚園 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目7-35

みのり幼稚園 兵庫県尼崎市元浜町2丁目58

七松幼稚園 兵庫県尼崎市七松町2丁目27-20

明和幼稚園 兵庫県尼崎市富松町2丁目35-46

めぐみ幼稚園 兵庫県尼崎市西立花町2丁目6-20

立花愛の園幼稚園 兵庫県尼崎市立花町3丁目20-27

みこころ幼稚園 兵庫県尼崎市武庫之荘3丁目5-9

武庫之荘幼稚園 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目44-35

武庫からたち幼稚園 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目35-2

母智幼稚園 兵庫県尼崎市武庫の里2丁目11-20

武庫愛の園幼稚園 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目5-23

たけぞの幼稚園 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目10-1

武庫東からたち幼稚園 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目10-10

園田学園幼稚園 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目18-21

百合学院幼稚園 兵庫県尼崎市小中島2丁目18-1

園田慈愛幼稚園 兵庫県尼崎市食満5丁目10-40
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平成31年4月1日時点

保育所

市立
施設名 施設所在地

築地保育所 兵庫県尼崎市築地3丁目5-22
杭瀬保育所 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目16-7
南杭瀬保育所 兵庫県尼崎市杭瀬本町3丁目5-17
西長洲保育所 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目33-2
北難波保育所 兵庫県尼崎市西難波町6丁目12-1
神崎保育所 兵庫県尼崎市神崎町27-22
次屋保育所 兵庫県尼崎市次屋2丁目9-5
元浜保育所 兵庫県尼崎市元浜町4丁目59-1
大庄保育所 兵庫県尼崎市大庄中通5丁目14-2
今北保育所 兵庫県尼崎市西立花町3丁目14-5
七松保育所 兵庫県尼崎市七松町2丁目14-1
水堂保育所 兵庫県尼崎市水堂町2丁目35-1
大西保育所 兵庫県尼崎市大西町1丁目14-5
塚口保育所 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目40-1
富松保育所 兵庫県尼崎市富松町1丁目29-21
武庫東保育所 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目16-40
武庫南保育所 兵庫県尼崎市南武庫之荘9丁目8-10
南武庫之荘保育所 兵庫県尼崎市南武庫之荘11丁目1-18
園田保育所 兵庫県尼崎市御園１丁目5-１
戸ノ内保育所 兵庫県尼崎市戸ノ内町6丁目4-11

私立(幼保連携型認定こども園を含む）
施設名 施設所在地

慈愛保育園 兵庫県尼崎市東大物町1丁目3-7
かしの木保育園 兵庫県尼崎市大物町1丁目18-1
開明かしの木こども園 兵庫県尼崎市開明町3丁目22
尼崎ひまわり保育園 兵庫県尼崎市開明町2丁目23
尼崎ひまわり保育園 分園 兵庫県尼崎市開明町2丁目35-1
駅前かしの木保育園 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目1
あすなろこども園 兵庫県尼崎市宮内町3丁目141番地
若葉保育園 兵庫県尼崎市東難波町4丁目7-3
梅の花保育園 兵庫県尼崎市東難波町3丁目12-14
東難波乳児保育所 兵庫県尼崎市東難波町2丁目10-9
みどり野保育園 兵庫県尼崎市東難波町1丁目2-12
いまふくゆうゆう保育園 兵庫県尼崎市今福1丁目2-23
杉の子保育園 兵庫県尼崎市常光寺1丁目6-1
杉の子保育園 分園 兵庫県尼崎市常光寺1丁目8-61
尼崎たんぽぽ保育園 兵庫県尼崎市常光寺1丁目10-1
つくし保育園 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目6-4
尼崎長洲保育園 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目15-10
善法寺保育園 兵庫県尼崎市善法寺町8-10
浜つばめ保育園 兵庫県尼崎市浜1丁目7-44
浜保育園 兵庫県尼崎市浜2丁目20-5
汐江ふたば保育園 兵庫県尼崎市潮江3丁目3-10
汐江ふたば保育園　分園　チャッピー保育園 兵庫県尼崎市潮江1丁目3-23
久々知おもと保育園 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目4-13
浜田保育園 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目116
大島南保育園 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目26-18
武庫川乳児保育所 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目8番24号
いるか保育園 兵庫県尼崎市大庄北5丁目21-20
サカエ保育園 兵庫県尼崎市稲葉元町3丁目10-7
ゆりかご保育園 兵庫県尼崎市稲葉元町3丁目20-12
おおしま保育園 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目6-20
どいゆうゆう保育園 兵庫県尼崎市道意町5丁目36
立花ひよこ保育園 兵庫県尼崎市立花町2丁目15-17
立花ひよこ保育園 分園 兵庫県尼崎市立花町2丁目14-24
おもと保育園 兵庫県尼崎市立花町4丁目12-22
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平成31年4月1日時点

施設名 施設所在地
キンダー・メーソン 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目5-1
くるみ保育園 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目33-2
おさなご保育園 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目21-10
おさなご保育園　分園 兵庫県尼崎市東塚口町1-4-27
立花うるま保育園 兵庫県尼崎市立花町1丁目17-9
尼崎さくら保育園 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目6-20
わくわく保育園 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目7-11
立花南愛児園 兵庫県尼崎市三反田町3丁目7-6
ベビー・メーソン 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目20-15
西武庫みのり保育園 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目23-14
うるま保育園 兵庫県尼崎市武庫元町3丁目10-1
潮保育園分園 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目5-1福冨ビル2F
武庫之荘保育園 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目6-18
武庫之荘保育園 分園 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目35-2　武庫からたち幼稚園内

武庫コリス保育園 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目2-8
むこっこ保育園 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目11-25
武庫庄保育園 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目22-22
武庫庄保育園　分園 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目19-10
椀田保育園 兵庫県尼崎市塚口町3丁目30-3
塚口北ふたば保育園 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目10-16
潮保育園 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目6-14
むこっこ北保育園 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目33-1
博栄保育園 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目2番5号
南清水保育園 兵庫県尼崎市南清水39-3
けま太陽の子保育園 兵庫県尼崎市食満3丁目28-3
太陽の子保育園 兵庫県尼崎市御園2丁目14-10
田能っ子保育園 兵庫県尼崎市田能3丁目27-7
夢の園保育園 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目4-2
ポッポ保育園 兵庫県尼崎市東園田町1丁目228
ポッポ保育園 分園 兵庫県尼崎市東園田町1丁目243の1
園和北保育園 兵庫県尼崎市東園田町3丁目76-16
園和北保育園　分園 兵庫県尼崎市東園田町3丁目75-15
猪名の森保育園 兵庫県尼崎市東園田町6丁目91-2
猪名の森保育園 分園 兵庫県尼崎市東園田町1丁目148グレースヴィラ園田Ⅱ１Ａ号

園田愛児園 兵庫県尼崎市若王寺3丁目16-3
上坂部保育園 兵庫県尼崎市上坂部2丁目30-23
近松保育園 兵庫県尼崎市上坂部2丁目6-6
もみの木保育園 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目2-6
レオ保育園 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目12-20
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児童福祉施設

助産施設
施設名 施設所在地

尼崎医療生協病院 尼崎市南武庫之荘12丁目16-1

児童養護施設
施設名 施設所在地

子供の家 尼崎市若王子3丁目16-3

児童発達支援センター
施設名 施設所在地

あこや学園 尼崎市三反田町1丁目1-1
かしのき学園 尼崎市大物町1丁目18-1

医療型児童発達支援センター
施設名 施設所在地

たじかの園 尼崎市三反田町1丁目1-1

児童家庭支援センター
施設名 施設所在地

キャンディ 尼崎市若王子3丁目16-3

社会教育施設

図書館
施設名 施設所在地

中央図書館 兵庫県尼崎市北城内27
北図書館 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目21-21

博物館
施設名 施設所在地

尼崎市立文化財収蔵庫 尼崎市南城内10番地の2

スポーツ施設
施設名 施設所在地

記念公園ベイコム総合体育館 尼崎市西長洲町1丁目4-1
橘公園(軟式野球場) 尼崎市東七松町1丁目1-1
小田南公園(軟式野球場) 尼崎市杭瀬南新町3丁目15-10
魚つり公園(軟式野球場) 尼崎市平左衛門町66
西向島公園(軟式野球場) 尼崎市西向島町91
猪名川公園公園(軟式野球場・テニスコート) 尼崎市椎堂1丁目35-1
武庫川河川敷緑地(テニスコート） 尼崎市南武庫之荘12丁目22
北部浄化センター テニスコート 尼崎市東園田町7丁目82
東部浄化センター テニスコート・多目的広場 尼崎市西松島町32
尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設 尼崎市扇町43

市長が指定する施設
施設名 施設所在地

兵庫県尼崎青少年創造劇場 尼崎市南塚口町3丁目17番8号
西武庫公園 尼崎市武庫元町3丁目14番1号
育成調理師専門学校 尼崎市開明町2丁目30番2号
ヘアラルト阪神理美容専門学校 尼崎市御園町37番地
興隆学林専門学校 尼崎市開明町3丁目13番2号
尼崎朝鮮初中級学校 尼崎市西立花町4丁目5番17号
尼崎韓国学園 尼崎市東七松町1丁目14番10号
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