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（H28.4.1現在）

○　新設幼稚園

　　 なし

○　廃止幼稚園

廃止年月日 設置者 学校名 備 考

御崎 神戸市兵庫区御崎町2-16-25-411

有馬 神戸市北区有馬町1287

谷上 神戸市北区山田町下谷上字中山16

多井畑 神戸市須磨区多井畑字岡ノ辻13

博愛 尼崎市南城内5

梅園 尼崎市東難波町4-3-20

富松 尼崎市富松町3-35-13

武庫南 尼崎市南武庫之荘6-3-24

武庫庄 尼崎市武庫之荘本町3-21-26

芦屋市 浜風 芦屋市浜風町1-2 私立幼保連携型認定こども園へ

明石市 二見 明石市二見町東二見451 幼保連携型認定こども園へ

高砂 高砂市西畑1-2-8 幼保連携型認定こども園へ

中筋 高砂市中筋1-2-35 幼保連携型認定こども園へ

阿弥陀 高砂市阿弥陀町阿弥陀1176-2 幼保連携型認定こども園へ

北浜 高砂市北浜町北脇252-1 幼保連携型認定こども園へ

平田 三木市平田300

別所 三木市別所町巴73

自由が丘東 三木市志染町四合谷67-2

土万 宍粟市山崎町塩山31-1

野尻 宍粟市波賀町野尻131-1

高柳 養父市八鹿町高柳1120

宿南 養父市八鹿町宿南478 幼保連携型認定こども園へ

淡路市 石屋小学校附属 淡路市岩屋488-1 幼保連携型認定こども園へ

丸山 南あわじ市阿那賀1397-1 幼保連携型認定こども園へ

阿那賀 南あわじ市阿那賀25 幼保連携型認定こども園へ

伊加利 南あわじ市伊加利614-2 幼保連携型認定こども園へ

○　所在地変更幼稚園

　　 なし

○　新設小学校

設置年月日 設置者 学校名 備 考

丸山ひばり （現）丸山小学校

舞多聞 本多聞小より分離

尼崎市 わかば西 （現）若葉小学校

西宮市 高木北 高木小より分離

多可町 八千代 （現）八千代南小学校

宍粟市 一宮北 一宮北中学校と同一敷地内

篠山市 多紀 （現）村雲小学校

神戸市

尼崎市

高砂市

三木市

宍粟市

養父市

所在地

神戸市長田区西丸山町3-2-1

神戸市垂水区舞多聞西5-11-12

尼崎市道意町6-6-3

宍粟市一宮町三方町274

神戸市

西宮市薬師町7-5

多可郡多可町八千代区中野間1137

篠山市草ノ上108
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3月31日

南あわじ市

4月1日
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○　廃止小学校

廃止年月日 設置者 学校名 備 考

雲雀丘

丸山

港島 （新）義務教育学校港島学園へ

若葉

西

八千代南

八千代北

八千代西

下三方

三方

繁盛

竹田小藤和分校 H16.4.1より休校中。本校へ統合

糸井小朝日分校 H13.4.1より休校中。本校へ統合

福住

大芋

村雲

富島

北淡

室津

○　所在地変更小学校

変更年月日 設置者 学校名 備 考

4月1日 尼崎市 難波の梅 （前）尼崎市東難波町2-14-44

○　新設中学校

設置年月日 設置者 学校名 備 考

4月1日 尼崎市 小田 （現）若草中学校

○　廃止中学校

廃止年月日 設置者 学校名 備 考

神戸市 港島 （新）義務教育学校港島学園へ

小田南

若草

大庄

啓明

○　所在地変更中学校

　　 なし

○　新設義務教育学校

設置年月日 設置者 学校名 備 考

4月1日 神戸市
義務教育学校
港島学園

（現）港島小、中それぞれの校舎を使用

尼崎市武庫川町1-25

多可郡多可町八千代区中野間1137

多可郡多可町八千代区下村316-2

（新）小田中学校へ統合（新設）

（新）大庄中学校へ統合

（新）多紀小学校へ統合（新設）篠山市中500

所在地

神戸市

神戸市長田区雲雀ケ丘1-1-2

神戸市長田区西丸山町3-2-1

神戸市中央区港島中町3-2-3

尼崎市西川1-11-1

尼崎市菜切山町37-1

尼崎市大庄西町4-4-1

淡路市室津1851

所在地

神戸市中央区港島中町3-2-2

宍粟市

所在地

尼崎市西難波町6-14-57

所在地

尼崎市西川1-11-1

所在地

淡路市

淡路市富島100

（新）北淡小学校へ統合淡路市浅野神田78

篠山市

篠山市福住342

篠山市草ノ上108

3月31日

神戸市中央区港島中町3-2-2

尼崎市

尼崎市長洲中通1-10-1

宍粟市一宮町三方町50

宍粟市一宮町上岸田576

（新）わかば西小学校へ統合（新設）

多可町 （新）八千代小学校へ統合（新設）

多可郡多可町八千代区大和1367

朝来市
朝来市和田山町藤和400-4

朝来市和田山町朝日150-1

（新）一宮北小学校へ統合（新設）

尼崎市道意町6-6-3

宍粟市一宮町生栖851-1

3月31日

（新）丸山ひばり小学校へ統合（新設）

尼崎市
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○　新設高等学校

廃止年月日 設置者 学校名 課程・学科 所在地

3月31日 神戸市
神戸市立
神港橘高等学校

全日制
みらい
商学科

神戸市兵庫区会下山町3-16-1

○廃止高等学校

廃止年月日 設置者 学校名 課程・学科 所在地

兵庫県
兵庫県立
篠山産業高等学校
丹南校

全日制
普通科

篠山市南矢代602

尼崎市
尼崎市立
城内高等学校

定時制
普通科
商業科

尼崎市北城内47-1

尼崎市
尼崎市立
尼崎工業高等学校

定時制
機械科
電気科

尼崎市長洲中通1-13-1

○　所在地変更高等学校

　　 なし

○　新設特別支援学校

なし

○　廃止特別支援学校

なし

○　所在地変更特別支援学校

　　 なし

○　休園中幼稚園

設置者 備 考

西宮市

芦屋市

宍粟市

宍粟市

養父市

洲本市

○　休校中小学校

設置者 備 考

川西市

第一 H27.4.1～

下三方 H28.4.1～

繁盛 H28.4.1～

八鹿 H27.4.1～

学　校　名 休　業　始　期

浜甲子園 H25.4.1～

岩園 H27.4.1～

備　　　　　　　　　考

神戸市立神港高等学校、神戸市立兵庫商業高等
学校を統合し、新設

黒川 昭和52年４月１日～

学　校　名 休　業　始　期

平成25年度生徒募集停止後の学年進行に伴うもの

平成25年度生徒募集停止後の学年進行に伴うもの

平成26年度生徒募集停止後の学年進行に伴うもの

3月31日

備　　　　　　　　　考


