
１ 令和３年４月１日設置・事業開始予定の施設等について
 (1) 認定こども園
ア 芦屋市立西蔵こども園
 (ｱ) 設置者 芦屋市長 伊藤 舞
 (ｲ) 施設の所在地 芦屋市西蔵町１３番５号
 (ｳ) 現在の施設の種類 新設
 (ｴ) 利用定員 １８６人（年齢内訳は下表のとおり）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計
１号認定 30 30 30 90
２・３号認定 6 15 15 20 20 20 96

※ 芦屋市立西蔵こども園の開園に伴い，芦屋市立伊勢幼稚園及び芦屋市立新浜保育所は令和３年３月３１日をもって閉園・閉所

イ 芦屋市立精道こども園
 (ｱ) 設置者 芦屋市長 伊藤 舞
 (ｲ) 施設の所在地 芦屋市精道町９番１６号
 (ｳ) 現在の施設の種類 認定こども園〔幼保連携型〕
 (ｴ) 利用定員 １８１人（年齢内訳は下表のとおり）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計
１号認定 20 20 20 60
２・３号認定 6 10 15 30 30 30 121

※ 設置は平成31年4月1日であり，移転及び定員変更は令和3年4月1日

 (2) 保育所
ア 翠ケ丘保育園
 (ｱ) 設置者 社会福祉法人 山善福祉会 理事長 山本 茂善
 (ｲ) 施設の所在地 芦屋市翠ケ丘町２０番１号
 (ｳ) 現在の施設の種類 保育園
 (ｴ) 利用定員 ５６人（年齢内訳は下表のとおり）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計
２・３号認定 6 10 10 15 15 56

※ 設置は平成31年4月1日であり，定員変更は令和3年4月1日

 (3) 小規模保育事業所
ア ＨＡＮＡ保育園
 (ｱ) 設置者 合同会社 ＨＡＮＡ保育園 代表社員 栗山 昭子
 (ｲ) 施設の所在地 芦屋市朝日ケ丘町２４番７号
 (ｳ) 現在の施設の種類 小規模保育事業Ａ型
 (ｴ) 利用定員 １８人（年齢内訳は下表のとおり）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計
３号認定 6 6 6 18

※ 設置は平成31年4月1日であり，定員変更は令和3年4月1日 ※ 裏面に続く

 (4) 参考（R3.4.1の入所待ち児童数）
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

２・３号認定 20 60 17 26 14 11 148

特定教育・保育施設の利用定員の設定について
資料４



２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員数（予定）一覧（令和３年４月１日時点）

職 氏名 0歳児 １－２歳児

幼稚園 芦屋市立宮川幼稚園 芦屋市浜町１番２０号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日
（令和3年4月1日） 90 180

幼稚園 芦屋市立岩園幼稚園 芦屋市岩園町２４番３号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日
（令和3年4月1日） 115 180

幼稚園 芦屋市立小槌幼稚園 芦屋市打出小槌町１５番７号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日
（平成31年4月1日） 60 150

幼稚園 芦屋市立西山幼稚園 芦屋市西山町２２番１５号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日
（平成31年4月1日） 90 120

幼稚園 芦屋市立潮見幼稚園 芦屋市潮見町１番３号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日
（令和2年4月1日） 60 180

幼稚園 芦屋大学附属幼稚園 芦屋市六麓荘町１６番３号 学校法人 芦屋学園 理事長 山田 英男 令和2年4月１日 170 170

幼稚園 芦屋甲陽幼稚園 芦屋市大原町２０番６号 学校法人 甲陽学園 理事長 李 政元 令和2年4月1日
（令和2年7月１日） 35 80

幼保連携型
認定こども園 芦屋市立精道こども園 芦屋市精道町９番１６号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成31年4月1日

（令和3年4月1日） 60 90 6 25 181

幼保連携型
認定こども園 芦屋市立西蔵こども園 芦屋市西蔵町１３番５号 芦屋市 市長 伊藤 舞 令和3年4月1日 90 60 6 30 186

保育所 芦屋市立打出保育所 芦屋市宮川町４番１０号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日 60 0 30 90
保育所 芦屋市立大東保育所 芦屋市新浜町８番１号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日 45 0 15 60
保育所 芦屋市立岩園保育所 芦屋市岩園町２番１８号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日 50 0 10 60
保育所 芦屋市立緑保育所 芦屋市緑町２番４号 芦屋市 市長 伊藤 舞 平成27年4月1日 54 6 20 80
保育所 さくら保育園 芦屋市大桝町２番１５号 社会福祉法人 さくら福祉事業会 理事長 山内 義之 平成27年4月1日 0 15 30 45
保育所 芦屋こばと保育園 芦屋市若宮町３番１７号 社会福祉法人 芦屋こばと福祉会 理事長 佐藤 うめ子 平成27年4月1日 0 10 20 30
保育所 あゆみ保育園 芦屋市東山町３０番３号 社会福祉法人 芦屋あゆみ会 理事長 藤井 新造 平成27年4月1日 0 9 12 21
保育所 山手夢保育園 芦屋市東芦屋町６番１０号 社会福祉法人 夢工房 理事長 滝澤 功治 平成27年4月1日 71 9 40 120
保育所 夢咲保育園 芦屋市春日町２１番８号 社会福祉法人 夢工房 理事長 滝澤 功治 平成27年4月1日 31 9 20 60

保育所 蓮美幼児学園
芦屋川ナーサリー 芦屋市月若町３番１０号 社会福祉法人 光聖会 理事長 秋田 光哉 平成27年4月1日

（平成28年4月1日） 39 6 20 65

保育所 蓮美幼児学園
芦屋山手ナーサリー 芦屋市山手町１１番８号 社会福祉法人 光聖会 理事長 秋田 光哉 平成27年4月1日

（平成30年4月1日） 39 6 26 71

保育所 芦屋こばとぽっぽ保育園 芦屋市若宮町３番１８号 社会福祉法人 芦屋こばと福祉会 理事長 佐藤 うめ子 平成27年4月1日 51 6 14 71
保育所 茶屋保育園 芦屋市茶屋之町５番１５号 社会福祉法人 山の子会 理事長 岸野 雅方 平成27年4月1日 45 3 30 78

保育所 翠ケ丘保育園 芦屋市翠ケ丘町２０番１号 社会福祉法人 山善福祉会 理事長 山本 茂善 令和2年4月１日
(令和3年4月1日) 30 6 20 56

保育所 はなえみ保育園 芦屋市浜芦屋町３番２６号 社会福祉法人 豊富台福祉会 理事長 小野 榮 令和2年4月１日 57 6 17 80
幼稚園型
認定こども園 認定こども園 愛光幼稚園 芦屋市公光町２番１０号 学校法人 芦屋聖マルコ学園 理事長 ウィルソン

ウォーレン
平成27年4月1日 75 18 100

幼保連携型
認定こども園 浜風あすのこども園 芦屋市浜風町１番２号 社会福祉法人 子どもの家福祉会 理事長 赤西 雅之 平成30年4月1日 65 75 15 45 200

幼保連携型
認定こども園 しおさいこども園 芦屋市涼風町５番２号 社会福祉法人 山善福祉会 理事長 山本 茂善 平成30年4月1日 90 54 9 27 180

1,000 869 127 451 2,894
小規模保育
事業Ａ型 あゆみＳＥＩＤＯ保育園 芦屋市精道町１２番１４号 社会福祉法人 芦屋あゆみ会 理事長 藤井 新造 平成27年4月1日 6 13 19

小規模保育
事業Ａ型

蓮美幼児学園
芦屋打出プリメール

芦屋市打出町２番３号 宗教法人 光聖寺 代表役員 秋田 光哉 平成27年4月1日 2 10 12

小規模保育
事業Ａ型 ＨＡＮＡ保育園 芦屋市朝日ケ丘町２４番７号 合同会社 ＨＡＮＡ保育園 代表社員 栗山 昭子 平成27年10月1日

（令和3年4月1日）
6 12 18

小規模保育
事業Ａ型 ニチイキッズ芦屋保育園 芦屋市業平町８番１７号メインステージ

芦屋川２階 株式会社 ニチイ学館 代表取締役 森 信介 平成27年12月1日 6 13 19

小規模保育
事業Ａ型 ポピンズ小規模保育園芦屋 芦屋市楠町８番１６号ハイネス山下１

Ｆ-Ａ 株式会社 ポピンズ 代表取締役 轟 麻衣子 平成28年4月1日 6 13 19

小規模保育
事業Ａ型 小規模保育 わかば保育園 芦屋市精道町８番２０号 社会福祉法人 豊富台福祉会 理事長 小野 榮 平成31年1月1日 3 16 19

29 77 106
1,000 869 156 528 3,000合計

教育・保育
施設の種類

施 設 設 置 者 確認（変更）
年月日

小計

小計

利用定員数 認可
定員数名称 所在地 名称 代表者 １号認定

子ども
２号認定
子ども

３号認定子ども


