
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果】 

 

１．ちょっと遊びに行くところ 

２．授乳室・おむつ替えコーナーのあるところ 

３．ママ友たちと集まっている場所 

４．子連れで行きやすい飲食店 

５．日帰り おすすめスポット 

６．泊り おすすめスポット 

７．ママの趣味 

８．お仕事してる？ 

９．地域に足りていないもの 

１０．これからの西宮 
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【１．ちょっと遊びに行くところ】 

「ちょっと暇だから行こうかな」と思い立った時に行くおすすめの場所は？ 
 

◆公共施設◆ 

 ・子育て総合センター のびのびあおぞら館 

 ・みやっこキッズパーク 自然と触れ合いながら遊べる 

 ・児童館  

   むつみ・浜脇・津門・鳴尾 

大社児童センター・高須児童センター 

段上・塩瀬児童センター・山口児童センター 

 ・ミニミニ水族館（西宮市環境学習サポートセンター） 

 ・図書館 絵本がたくさん！おはなし会も開催 DVD もあるよ 

   中央・北部・鳴尾・北口 

越木岩分室・段上分室・上ヶ原分室 

甲東園分室・高須分室・山口分室・若竹分室 

  

 

◆商業施設◆ 

 ・阪急西宮ガーデンズ 

 ・ららぽーと甲子園 

 ・アクタ西宮（赤ちゃん本舗） 

 ・ダイエー西宮店（フードコートの子供スペース） 

 ・キッザニア 

 ・吉住工務店 風の工房（住宅展示場） ふわふわドームや小さな図書館があるよ 

 

 

◆ひろば◆ おもちゃがいっぱい！ 同世代のママと交流できる 暑い日や雨の日も OK！ 

 ・子育てひろば 

・さぽさぽ 食事 OK 

・サンタッタひろば 

・高木北子育て広場 きれいで気楽に遊べる 

・ほのみん 食事 OK 育児相談もできる 

・子育てほっとカフェ poco  

保育経験豊富な先生がいて安心・大人が話しながらのびのび遊ばせられる 不定期にイベント開催 

・おもちゃひろば ～Toys' Campus～  

有料だが、面白いおもちゃがたくさんある 

大社・高須児童センターには 

「子育てひろばのお部屋」という 

ベビー向けおもちゃや、授乳スペース

のあるお部屋があるよ！ 
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◆公園など◆ 

・リゾ鳴尾浜（プール）・鳴尾浜臨海公園  

一日中遊べる フラワーガーデン・芝生広場・海づり広場がある  

不定期でイベントも開催される 

・国有地プレーパーク 自然の中、自由にのびのび遊べる 

・甲子園浜公園 大きな船に乗って遊べる 

・新幹線高架下公園 日陰で夏でも過ごしやすい！ 

・中央運動公園 遊具充実 

・あらきの森公園 遊具充実 

・高木公園 遊具充実 

・あらきの森公園 遊具充実 

・八つ松公園 大きな滑り台 

・御代開公園  

・夙川公園  

・交通公園  

・甲山森林公園 虫がたくさんいる 

・香櫨園浜 水遊びが楽しめる 水生生物と触れ合える 

・阪神競馬場 子供も大人も楽しめる 

 

 

◆その他◆ 

電車に乗る 
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【２．授乳室・おむつ替えコーナーのあるところ】 

授乳室やおむつ替えコーナーがある駅・施設で、便利な場所や好きな場所は？ 

阪急西宮ガーデンズ 76 

ららぽーと甲子園 44 

西宮阪急 8 

アクタ西宮 7 

男女共同参加センターウェーブウェーブ・プレラにしのみや 3 

赤ちゃん本舗(アクタ西宮) 2 

エビスタ西宮 2 

フレンテ西宮 2 

子育て総合センター のびのびあおぞら館 1 

イオン 1 

さぽさぽ 1 

夙川公民館 1 

阪神西宮駅 1 

児童館 1 

大谷美術館 1 
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【３．ママ友たちと集まっている場所】 

ママ友達と集まるときに使っている場所は？ 

阪急西宮ガーデンズ ランチやお茶、すぐ寄りやすい、レストラ

ン、フードコートと選択肢が多い 

無料、広くて綺麗、持ち込み可、多少騒い

でも気にならない、フードコートの奥にあ

る小上がり席 

西宮阪急のコトコトステージは比較的お安

く単発的に習い事ができる 

20 

ららぽーと甲子園 芝生広場やキッズスペースで遊んだりもで

きる。フードコートなどで食事もできる

し、オムツ替えなども安心 

9 

子育て総合センター 

のびのびあおぞら館 

子育てサークル、ママ友サークルにて利

用、サークル申請すれば無料 

食べ物は持ち込み不可・外のベンチでは

可、きれいで過ごしやすい 

7 

自宅・友人宅   6 

yori cafe 子連れカフェ、子供を遊ばせながら食事・

お茶ができる、子供メニュー有、なかなか

予約が取れない、8 人以上で貸切できるカ

フェ、ママ友サークルなどで利用、有料 

5 

公園   3 

おもちゃひろば  

～Toys' Campus～ 

木のおもちゃ、ボードゲームなど、世界中

の面白いおもちゃがたくさんある 

2 

さぽさぽ 無料、綺麗、食べ物持ち込み可 2 

ジャンカラ阪神西宮店  マットルームがあり、うるさくしても防音

になっているため気にならない。食べ物の

持ち込み等も OK 

2 

公民館 お弁当程度なら食べてもいい。3 人から個

人でした利用できる 

有料、広い、きれいなところと汚いところ

とがある。食べ物持ち込み可のとこもあ

る。 

2 
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阪急西宮ガーデンズ「chano-

ma」 

飲食店、子どもを寝ころばせるスペースが

あり、低月齢でも行きやすい 

2 

夙川マール 飲食店。おもちゃ・遊具あり。有料、子供

が楽しんで遊んでくれるから、ゆっくり食

べれる 

2 

Mom’s Zone 託児付きカルチャーセンター。好きな講座

を、託児代 1 回 520 円で受けられる 

 1 

コープ苦楽園店カフェスペース 無料、店内の物を買った場合のみ使用可能  1 

サンタッタひろば 利用無料、スタッフの方は親切、天然酵母

のパンが食べれる、食べ物持ち込み可 

 1 

ベビーフェイスプラネッツ 

(BABY FACE PLANET'S) 

飲食店。バリリゾート風・広い個室あり 

100 円キッズランチ(～就学前まで) 

 1 

みやっこキッズパーク 外遊び  1 

umie    1 

広田山荘 有料、広い、古いけどそれほど汚くはな

い、食べ物持ち込み可、田舎のおばあちゃ

んのおうちのようなまったりできる空間 

 1 

甲子園筋のケンヤ（焼肉） 座敷個室あり、子連れに優しい  1 

甲子園口北市民館 持ち込み可、有料  1 

阪急うめだ本店のベビールーム 席と設備が充実  1 

グランフロント大阪のレストラ

ン街 

持ち込み可否不明・席が自由でフードコー

トみたい) 

 1 

児童館    1 

総合公園などの会議室 有料、新しい施設はきれい、食べ物持ち込

み可、子どもが飽きたら公園で遊べる 

 1 

マンションの多目的ルーム 住人がいれば無料、わりと広い、きれい、

食べ物持ち込み可 

 1 
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【４．子連れで行きやすい飲食店】 

子連れで行きやすいと感じる飲食店は？ 

 

店名 営業時間

9:00～22：00
（L.O 21:20）

定休日

住所 兵庫県西宮市大島町2-44 電話番号 0798-65-0565

店名 営業時間

[サザエ本店]
　9:00～21:00
[和雅家]
　11:00～21:00
　（L.O 20:30）

定休日

住所
兵庫県西宮市上大市4丁目17-18
（サザエ本店内）

電話番号 0798-52-6323

店名 営業時間

11:30～23:30
[ランチタイム]
　11:00～16:00

定休日

住所 兵庫県西宮市下大市西町１-２２ 電話番号 0798-52-2258 なし

店名 営業時間

11:00～14:00
17:00～23:00

定休日

住所
兵庫県西宮市高松町14-2
阪急西宮ガーデンズ4F

電話番号  0798-63-8081 無休

店名 営業時間

10:00～21:00
　Food L.O 20:00
　Drink L.O 20:30

定休日

住所
兵庫県西宮市高松町14-2
阪急西宮ガーデンズ4F

電話番号 0798-63-6212

店名 営業時間

11:00～21:30（L.O）

定休日

住所
西宮市北口町1-1-122
アクタ西宮西館 1F

電話番号 0798-69-3180 無休

店名 営業時間

11:00〜25:00

定休日

住所 兵庫県西宮市丸橋町4-60-1 電話番号 0798-66-3131

太陽のカフェ

｢新鮮さ｣と｢多彩なメニュー｣にこだわり、店内も駐車場もゆったり広め。
11:00から楽しめるフルーツ＆豆乳ソフトクリームのパフェバーも人気！
子供用のメニューも多く、離乳食温めサービスも。
子供用の絵本コーナーあり。

甲
東

ガ
ー

デ
ン
ズ

博多もつ鍋　やまや

阪急西宮ガーデンズ内にあるお店。
キッズスペースあり。完全禁煙

ガ
ー

デ
ン
ズ

chano-ma

阪急西宮ガーデンズ内にあるお店。
靴を脱いで上がるベッドのような小上がり席あり。
赤ちゃん連れも多い。

甲
東

甘味茶屋　和雅家(サザエ本店)

おはぎが有名な和菓子店が開く和食店。
ゆったりしたお席で懐石料理が楽しめる。

門
戸
厄
神

じゅとう屋

門戸厄神駅近くにある居酒屋。座敷個室あり。
向かいには別館のレンタルスペースも。

北
口
・
門
戸

一風堂

171号線沿いにあるラーメン店。ベビーチェアあり。

ア
ク
タ

饂飩四國

アクタ西宮西館1階にある讃岐うどん店。子連れ多い。
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店名 営業時間

火～土曜の
　各11:00～18:00

定休日

住所 兵庫県西宮市野間町1-10-101 電話番号 080-9283-8624 日曜日・月曜日

店名 営業時間

8:00～17:00（L.O）
[モーニングタイム]
　8:00～11:00
[ランチタイム]
　11:00～15:00

定休日

住所
兵庫県西宮市門戸荘18-68
メゾン西宮101

電話番号 090-1150-7670
火曜日と毎月最終水曜日
臨時休業あり

店名 営業時間

11:00～23:00
（L.O 22:30）

定休日

住所
兵庫県西宮市甲子園八番町1-100
ららぽーと甲子園2F

電話番号 0798-42-3099 ららぽーと甲子園に準ずる

店名 営業時間

10:00～21:00
（L.O. 20:30）
[ランチ]
　11:00～14:00
　（土日祝除く）

定休日

住所
兵庫県西宮市甲子園八番町1-100
ららぽーと甲子園1F

電話番号 0798-41-2229 ららぽーと甲子園に準ずる

店名 営業時間

月・火
11:00～15:00

定休日

住所 兵庫県西宮市甲子園八番町6-2 電話番号 0798-41-3148 水～日曜日

店名 営業時間

[月～金] 9:00～17:00
　Breakfast
　　9:00〜(L.Ｏ 10:30)
　Lunch
　　11:00〜15:00
　Cafe
　　8:00〜17:00
[土日] 11:00～21:00
　Lunch 11:00〜15:00
　Cafe 11:00〜21:00
　Dinner 17:00〜21:00
　　　　　(L.O 20:30)

定休日

住所 兵庫県西宮市甲子園口2-6-20 電話番号 0798-77-5049  火曜第２月曜

門
戸
厄
神

yoricafe

子育て中のママさんがホッと、子どもたちはわくわく過ごせる親子カフェ。
キッズスペースには玩具や絵本、ボルタリングや木小屋の遊具などがある。
8人以上で貸切OK。

ら
ら
ぽ
ー

と

Butter(バター) 

ふわふわ・ふかふかのスフレパンケーキが人気のお店。
バンボの貸し出しあり。

甲
子
園

XuXu(クスクス)

おうちカフェ。
近々店舗建て替え工事のため1年ほど休業予定

門
戸
厄
神

茶房MONTO

プレス式珈琲と韓国・中国茶が自慢のカフェ。
手作りの家庭の味を大切にし、マーガリンは使わない、
砂糖はきび砂糖を使用するなどフードへのこだわりが感じられる。

ら
ら
ぽ
ー

と

BAQET(バケット) 

ららぽーと甲子園にあるベーカリーレストラン。
焼きたてのパンが食べ放題！キッズスペースあり。

甲
子
園
口

knut (クヌート)

キッズプレートあり・テラス席あり・3歳以上がおすすめ
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店名 営業時間

11:30～14:00
18:00～24:00

定休日

住所 兵庫県西宮市甲子園口3-3-25 電話番号 0798-64-1779 不定休

店名 営業時間

11:00～16:00

定休日

住所 兵庫県西宮市甲子園口2-24-18 電話番号 0798-20-5303 土日祝

店名 営業時間

10:00～17:00

定休日

住所 西宮市甲子園三番町４－１３　２Ｆ 電話番号 0798-47-0918 日曜日・月曜日

店名 営業時間

11:30〜14:00
　（L.O 13:30）
17:00～23:00
　（L.O 22:00）

定休日

住所
兵庫県西宮市甲子園三保町3-16
花鳥風月ビル B1F

電話番号 0798-45-1129 火曜日

店名 営業時間

17:00～23:00

定休日

住所 兵庫県西宮市津門西口町6-6 電話番号 0798-22-9166 大晦日・元旦

店名 営業時間

[ランチ]
　11:30～15:00
　（L.O 14:30）
[ディナー]
 　17:00～23:00
　（L.O 22:30）

定休日

住所
西宮市今津曙町1-1
エキーマ今津1F-102

電話番号 0798-32-8777

店名 営業時間

[火～金ランチ]
　11:30～15:00
　（L.O 15:00）
[土・日・祝日ランチ]
　12:00～15:00
[火～土ディナー]
　17:30～21:30
　（L.O 21:30）

定休日

住所 兵庫県西宮市津門大箇町2-25 電話番号 0798-36-3436  月曜日第4火曜日

今
津

アルバータ食堂

エキーマ今津にある居酒屋。
ランチあり。座敷・個室あり。

阪
神
国
道

コンフィー(Comffy)

ランチタイム禁煙・ソファ席あり・子供用ランチ多い
テラス席はペット同伴可。

甲
子
園
口

プラス オモ ギャラリー
(plus OMO gallary)

貸しギャラリー内の小さなカフェレストラン。
予約必須・キッズスペースが広い

今
津

三千里　今津店

焼肉店

甲
子
園
口

スペインバルウジヤ

パエリアやアヒージョなど本場のスペイン料理が楽しめるお店。
予約必須。座敷あり。

甲
子
園

KENYA（ケンヤ）

焼肉・座敷個室あり

甲
子
園

古本屋&カフェ SUNNY HOUSE

螺旋階段を上がった2階にある。座敷(個室)あり。
子どもから大人まで幅広いジャンルの古本を扱う。
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店名 営業時間

11:00～24:00

定休日

住所 兵庫県西宮市中前田町7 電話番号 0798-26-7789

店名 営業時間

[平日]
　9:00～22:00
　（L.O 21:30）
[土日祝]
　8:00～22:00
 （L.O 21:30）
[モーニング]
　Open～11:00
[ランチ]（平日）
　11:00～15:00

定休日

住所 兵庫県西宮市石在町14番28号 電話番号 0798-61-2829

店名 営業時間

11:30～翌5:00
（L.O 4:00）

定休日

住所 兵庫県西宮市本町4-10 電話番号 年中無休

店名 営業時間

[昼] 11:00～14:00
[夜] 17:00～23:00
      （L.O 22:00）

定休日

住所
兵庫県西宮市馬場町6-20
東急ドエルアルス1F

電話番号 0798-22-0072  水曜日(変動あり)

店名 営業時間

10:00～20:00（L.O）

定休日

住所
兵庫県西宮市田中町1
阪神百貨店内

電話番号 なし

店名 営業時間

[ランチタイム]
11:00～16:00
（最終入店 15:00）
[ディナータイム］
平日17:30～22:00
（最終入店21:00）
土日祝17:00～22:00
（最終入店21:00）

定休日

住所
兵庫県西宮市田中町1-6
エビスタ西宮1階

電話番号 0798-23-1831 なし

阪
神
西
宮

aqua （アクア）

43号線沿いにあるスプレーアートが印象的なカフェレストラン。
料理はピザやパスタをメインとした創作多国籍。
パーティーなどにおすすめ。

阪
神
西
宮

だしの店つみ木

出汁にこだわる和食店。だし巻きが人気。座敷あり。
西宮神社へ七五三詣に行った後の食事会などにもよく利用されている。

J
R
西
宮

京都北白川　ラーメン魁力屋

お子様セットがリーズナブルなラーメン店。座敷あり。

用
海

星乃珈琲店

個室あり(予約不可)・終日分煙

エ
ビ
ス
タ

内野家キッチンにぎわい亭。
エビスタ阪神にしのみや店 

阪神百貨店内にある惣菜屋が営む料理店。
手作りにこだわり、保存料・着色料無添加の家庭の味を提供している。

エ
ビ
ス
タ

もくもく

地場野菜たっぷりの料理をビュッフェ形式で楽しめるお店。
離乳食（中期）あり。
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店名 営業時間

11:00～20:00

定休日

住所 兵庫県西宮市若松町4-3 電話番号 0798-33-3998 水曜日

店名 営業時間

[モーニング]
　9:00～11:00
　（L.O 10:00）
[ランチタイム]
　11:00～16:00
　（L.O 15:00）
[ディナータイム]
　17:00～21:30
　（L.O 20:00）

定休日

住所
兵庫県西宮市寿町5-34
ベルコフレ夙川１F

電話番号 0798-34-2270
火曜日（祝日の場合は営業）
月曜日のディナータイムは休み

店名 営業時間

[モーニング]
　8:00～11:00
[ランチ]
　 11:00～17:00
[ディナー]
　17:00～24:00
　　L.O 24:00
　　ドリンクL.O 24:30

定休日

住所
兵庫県西宮市西波止町1-2
西宮マリンスクエア

電話番号 0798-26-3399 年中無休

店名 営業時間

11:00〜24:00
（L.O 23:00）

定休日

住所
兵庫県西宮市西波止町1−2
西宮ビーチリゾート

電話番号 0798-39-8035 年中無休

店名 営業時間

11:00～24:00
（L.O 23:00）

定休日

住所 兵庫県西宮市大浜町2-54 電話番号 0798-22-9662  年中無休

阪
急
夙
川

祥園

阪急高架下にある野菜料理の店。自家栽培野菜を中心に無添加調味料を使っ
た料理を提供する。

阪
急
夙
川

夙川マール

夙川駅徒歩2分の親子レストラン＆バル。ボールプールあり。
子連れでも大人が楽しくおいしくお酒を飲める。

御
前
浜

BABY FACE PLANET'S
(ベビーフェイスプラネッツ)

バリリゾート風・広い個室あり・100円キッズランチ(～就学前まで)

御
前
浜

aqua south coast
（アクアサウスコースト）

海外リゾートを思わせるロケーションが自慢のプール付きレストラン。
貸切時にはプールも使いたい放題！個室あり。

御
前
浜

CORAL KITCHEN at cove
（コーラルキッチン アット コーヴ）

キッズスペースあり
有料駐車場あり(西宮マリーナ共有駐車場30分無料・
　30分毎に100円 ※近隣1日500円パーキング有り)
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店名 営業時間

11:00～22:00
（L.O 21:45）

定休日

住所 兵庫県伊丹市昆陽6-124-1 電話番号 072-788-3001

店名 営業時間

11:00〜23:00
（L.O 22:00）
[ランチセット販売]
11:00〜16:00
（土日祝日を除く平日限定）

定休日

住所 兵庫県宝塚市東洋町5-3 電話番号 0797-78-8797 なし

店名 営業時間

[平日]
11:00～19:00
[土日祝日]
10:00～19:00
L.O 18:00

定休日

住所 兵庫県芦屋市大桝町2-12 電話番号 0800-888-8715

店名 営業時間

定休日

住所 電話番号

店名 営業時間

定休日

住所 電話番号

店名 営業時間

17:00～24:00

定休日

住所
大阪府大阪市淀川区塚本2-17-18
第10坂田ビル　1F

電話番号 39 不定休

店名 営業時間

[ランチ]
11:30～14:30
[ディナー]
 17:30～23:00

定休日

住所
兵庫県芦屋市春日町1-15
フリックコート105

電話番号 0797-38-0088

芦
屋

カラコル

ムレスナティーを使った紅茶専門店

梅
田
ほ
か

Cafe&Meal MUJI

無印良品のカフェ　グランフロント、難波、神戸BALほか

伊
丹

すし一流伊丹店

お子様用チェアあり、エントランスバリアフリー、駐車場有

宝
塚

PISOLA(ピソラ)宝塚東洋店

リゾートホテルのダイニングをイメージした店内で
自慢の石窯焼きのナポリピッツァや
モッチモチの生パスタなどが味わえる。
終日禁煙（喫煙室あり）・駐車場あり

芦
屋

ASHIYA gomenya

気取りのない普段着イタリアン

尼
崎

廻鮮寿し丸徳

塚
本

でん



にしのみや親子応援フェスティバル２０１７ 

【５．日帰り おすすめスポット】 

小さい子供を連れて遊びに行ける、おすすめ日帰りスポットは？ 

エリア スポット 票数 

西宮 ららぽーと甲子園 4 

リゾ鳴尾浜 3 

キッザニア 2 

阪急西宮ガーデンズ 2 

甲山森林公園 2 

甲子園浜海浜公園 2 

鳴尾浜臨海公園 2 

みやっこキッズパーク 2 

あらきの森公園 1 

さぽさぽ 1 

のびのびあおぞら館 1 

熊野の郷 1 

芦屋 芦屋総合公園・南芦屋浜ウォーターパーク 3 

尼崎 つかしん・ピュアハートキッズランド 9 

元浜緑地 ・わんぱく池 8 

アマラーゴ・尼崎スポーツの森 2 

昆陽西公園 1 

西武庫公園 1 

尼崎キューズモール 1 

伊丹 スカイパーク 5 

ウォーターランド(伊丹市西猪名公園) 2 

イオンモール伊丹昆陽 1 

宝塚 阪神競馬場(芝生広場) 10 

末広公園(宝塚) 1 

大阪 

 

 

 

 

ボーネルンド キドキド(グランフロント大阪) 8 

キッズプラザ大阪 5 

天王寺動物園・動物園前 2 

ATC あそびマーレ 1 

USJ 1 
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大阪 グランフロント大阪 1 

海遊館 1 

箕面の滝 1 

川西 兵庫県立一庫(ひとくら)公園(川西) 1 

神戸 アンパンマンミュージアム 7 

王子動物園 7 

ハーバーランド・umie 3 

こべっこランド 2 

ボーネルンド キドキド(神戸 BAL) 2 

神戸どうぶつ王国 2 

神戸 須磨海浜水族園 2 

サンシャインワーフ 1 

須磨離宮公園 1 

デカパトス(六甲アイランド) 1 

神戸フルーツフラワーパーク 1 

有馬温泉 1 

六甲山（牧場、カンツリーハウス) 1 

IKEA 1 

三田 三田のファームサーカス 1 

三田有馬富士公園 1 

篠山 篠山チルドレンズミュージアム 1 

姫路 姫路セントラルパーク 2 

加古川 加古川市海洋プール 1 

加東 東条湖おもちゃ王国 3 

城崎 城崎温泉(日帰りで赤ちゃん連れで入浴可のプラン有) 1 

淡路島 淡路島（国営明石海峡公園、花桟敷、海水浴、味覚狩り、温泉、

スイーツなど。キッズスペースが充実しているところが多い） 

9 

京都 京都水族館 1 

その他 どこと言うより、知り合いがいるところ 

大人の手があり助けてくれるところ 

 

その他 電車の駅 男子は電車見せとくと喜ぶ  

その他 博物館  
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【６．泊り おすすめスポット】 

小さい子供を連れて遊びに行ける、おすすめお泊りスポットは？ 

淡路島 11 

東条湖おもちゃ王国 10 

ナガシマスパーランド(三重) 3 

アドベンチャーワールド(和歌山県白浜) 3 

とれとれヴィレッジ (和歌山) 2 

白浜 2 

箕面温泉スパガーデン 2 

有馬温泉 2 

鈴鹿サーキット 2 

東京ディズニーリゾート 2 

USJ 1 

ネスタ神戸 1 

北海道 1 

琵琶湖 1 

京都 1 

岡山県牛窓 1 

鳥取県 1 

沖縄 1 

ヨーデルの森(神崎) 1 

佐用町 南光自然村 1 

志摩スペイン村(三重) 1 

城崎温泉 1 

森のひととき（丹波のキャンプ場） 1 

赤穂温泉(赤穂海浜公園) 1 

竹野浜(豊岡) 1 

リニア鉄道館(名古屋) 1 

アンパンマンミュージアム(名古屋) 1 

六甲山 1 

愉快リゾート 1 

かんぽの宿 1 
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【７．ママの趣味】 

ママになってから継続してやっている趣味、または以前やって楽しいと思った趣味はなん

ですか？（複数回答あり/回答人数 124） 

ヨガ・ピラティスなど 44 

パン作り・クッキー作り・アイシングクッキー作り・離乳食作りなどのお料理系 28 

リボン・カバン・入園グッズ・服などの手芸系 25 

楽器演奏・バンド・ゴスペル・吹奏楽・合唱・オーケストラなどの音楽系 18 

キャンプなどアウトドア系 12 

バレーボール・テニス・卓球・水泳・マラソンなどのスポーツ系 12 

ポーセラーツ・グルーデコ・カルトナージュなどのものづくり系 12 

各種ダンス系 12 

粘土・絵画・書道などの美術系 8 

茶道・華道 4 

読書 3 

アロマテラピー 1 

イベントに使えるグッズ(100 日祝、バースデー等)、マッサージ 1 

ドラマを見る 1 

スポーツ観戦 1 

舞台・ライブ鑑賞 1 

語学 1 

昆虫採集 1 

子供用品を集める 1 

託児付き講座 1 

着物の着付け 1 

映画鑑賞 1 

絵画鑑賞 1 

３B 体操 1 

特になし 28 
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今までに聞いたことのある「これは珍しいな！」と思うサークルや習い事があれば教えて

ください。 

バランスボールエクササイズ 

スチールパン 

ポールダンス 

ハンドベル 

ハーバリウム、ヒンメリ、エカキ部 

親子英語 

ピラティス 

金継ぎ 

西宮きらきら母交響楽団 

親子ゴスペルサークル 

宝塚男役入門 

東京のお友達の入っているサークル。 

毎日自由参加でお母さんと子供達みんなで 1 日大きな公園で外遊びをしながら、お買

い物や家の用事をする時はお互い子供達を交代で見合っている。 

お弁当がメインだが時々外でみんなで作ったりもする。 

未就学の子供達が毎日お友達と遊べ、お母さんのコミュニティにもなり、用事等も順番

に出来るのでとてもいいなぁと思いました。 

ウクレレサークル 

ヨガレッチ 
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オススメのサークル等があれば教えてください。 

a little  

あおぞら館で月１開催 おもちゃで遊ばせる 

あおぞら館子育てサークル「リトルウエキーズ」 妊娠中からの講座(市)の仲間と 

ぐんぐんサークル 

コーラス 

チェリー 

ばばーる 

ぴっぴサーク 西宮市内にお出かけ 

ひよこクラブ  

主に浜脇公民館で月 2 回。お歌や制作、運動外遊びなど色々な遊びをお友達としています 

ぴよっこリトミックサークル 二見自治会館、親子でリトミックや工作 

フラダンスのサークル 

親子サロンほのみん（段上西県民交流センター）  

自由遊び、みんなでお弁当を食べる、水遊び…etc. 小中学生のママからもお話が聞けるので、

少し先の不安についても色々なヒントがもらえます 

まんまるひろば 

児童館の母親クラブ 児童館で創作や遊び 

新米ベビママ会 子育て総合センターあおぞら館で活動 

転勤族ママ&キッズ探検隊 会員制で無料、月 2 回 

ぴよちゃんサークル 

転勤族の妻たち 

sunnysmile 会 基本的にあおぞら館、月 1 回、おしゃべりする会場 

ひまわりくらぶ 

なかよし広場（大社公民館）第 3 火曜日(4・8 月休)10:00〜11:30 0～3 歳児 

みんなで遊ぼ（安井市民館）リトミック 第 2 金曜日(1・8 月休)10:00〜11:30 

入場制限を行う場合あり 0 歳～未就園児 
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にしのみや親子応援フェスティバル２０１７ 

【８．お仕事してる？】 

 

 

  

◆保育所に入れるなら、すぐにでも働きたい！という方は多い 

◆約８７％の方が、働いている・働きたいと考えている 

◆保育所には入れる気がしない・・・と働くことを諦めている方も 
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【９．地域に足りていないもの】 

あなたの住む地域に足りないと思うものはありますか？ 

全体 児童館（17 時まで開館・飲食 OK・徒歩圏内） 

室内遊園地（ピュアキッズ・キドキドのようなもの） 

公園（大きな公園）、遊び場、天候に関わらず子供が遊べるところ 

子連れで行けるカフェ・飲食店、キッズスペースがあるお店 

ベビーカーで入れるお店 

保育所、幼稚園、一時保育、市営プール、高校 

大阪市などで行われている「いきいき事業」のようなもの 

腕のいい耳鼻科 

不明 小学校が古い 

苦楽園口駅周辺 子連れで行ける広いレストラン 

夙川駅周辺 幼児が室内で体を動かして遊べる場所 

授乳室・おむつ替えスペース、エレベーター 

通路の広いスーパー（ベビーカーで買い物しやすい店） 

保育所 

広田 支援センター、商業施設 

乳幼児向け屋内施設（天候に関わらず、安全にハイハイしたり歩け

るところ） 

上大市 子育てひろば（狭い・おもちゃやイベントが少ない） 

甲東園 パン屋、ケーキ屋 

段上 スーパー、子連れで気軽に行けるカフェ 

段上 小児科・産婦人科 

樋ノ口 児童館、幼稚園（キャンセル待ちが多い） 

仁川の山手 子連れで遊べる公園 

阪急今津線沿線 ホームセンター 

門戸 児童館、ファストフード店 

駅前の安全な歩道（道幅が狭く、車通りも多い） 

大森町 支援センター 

大屋町 小さい子供が遊べる遊具 

田代町 子供を遊ばせる施設（特に乳児期）・児童館 

日野町 子育てひろば 

西宮北口駅周辺 自然豊かな公園 

保育所・一時保育（定員オーバーで預けられない） 
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JR 西宮駅周辺 飲食店、ファミレス、子連れランチできる店 

子供と一緒に入れる広くて清潔なトイレ 

一時保育 

用海 児童館 

甲子園駅周辺 西宮食堂のような好きなものを選んで食べる定食屋 

座敷があり子連れていきやすい店・ファミレス 

児童館 

甲子園口駅周辺 児童館・ひろばなどの常設の遊び場、移動児童館 

天候に関わらず遊べるところ、幼児向けの固定の遊び場 

駅のエスカレーター（エレベーターが混む） 

子連れで入りやすいカフェ 

通路の広いスーパー（ベビーカーで買い物しやすい店） 

本屋・図書館、幼児が安全に歩ける道 

甲子園四番町 室内で遊べる場所（子育て支援センター・児童館など） 

広い公園、幼稚園・園庭の広い幼稚園 

学文殿 児童館（雨の日に遊べるところ・居場所） 

武庫川団地 子連れ（赤ちゃん連れ）で行ける飲食店・遊び場・商業施設 

ママたちが集まれる場所 

今津・久寿川 児童館（未就学児が遊べるところ） 

西宮浜 児童館、遊具（多種類） 

阪神西宮駅周辺 人のいる公園、100 円均一の店 

宮前町 洋式トイレのある公園 

阪神梅田駅 エレベーター 
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【１０．これからの西宮】 

これからの西宮に期待すること、こんな街になってほしいなど、ご自由にお書きください 

子どもが外でも遊べる場所がたくさんあり、地域の大人が自然に見まもれる環境になれ

ばいい。 

駐車場つきの公園を増やしてほしい 

子供が多い割に遊べる所が少ないように感じます。もう少しあればと思います 

もっと乳幼児があそべる場所を増やして欲しい 

子供の遊び場が多くあり、アプリなど充実していて助かっている 

子どもの遊び場や、ママ同士の交流の場が増え、楽しく子育てができる街になって欲し

い 

無料で子供が遊べる場所(施設)を増やして欲しい 

ピクニックができるような大きな公園など子育てしている家族が出かけやすく、また出

かけたい場所をできるだけ公共のものとして作って欲しい。この夏、大きな公園がある

と知り、塩瀬中央公園に行ったら、多額のお金を投資した影は残っているものの、人の

動きを考えていない設計、さらに管理がなっておらずひどい有様でした、、、 

広くてきれいな公園が欲しい。伊丹市はいいなぁと思う。小さい子用の遊具がもっとあ

ればなぁと思う。 

主人は人より休みが少なく労働時間も長く、税金を多く支払ってるのに、医療費がかか

り、子ども手当ても月額 5000 円しかもらえない→この不公平感をなくしてほしい。 

乳児医療費を中学校卒業まで負担してほしい 

乳児医療は所得に関係なく 0 円に 

こどもの医療費無料 

保育園の整備 

夕食まで食べさせてくれる、もう少し遅い時間まで保育してもらえる、保育所、学童が

ほしいです。 

宝塚市みたいに、一時保育の推進をしてほしい 

幼稚園、保育園の実質無償化。大阪市では順次実施しているようなので。 

保育園問題が改善すればもっと良いと思います。実際に保育園に入れず市外へ引っ越し

をされた方がいるので…。 
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保育園充実化 

待機児童のない街へ 

出生届の時点で子供の総数がわかるのだから、待機児童問題をもっと本気で取り組んで

ほしい。保育園申込みの時点で点数が低くても、保育を必要としている人は多いはず。

点数が低くて保育園に入れなかったけど働かなくては生活が成り立たない場合、生活が

成り立たない程家計が苦しいのに無認可の保育所などに預けて働きに出ても、保育料に

よって更に生活が苦しくなる。点数だけでは分かり得ない、本当の意味で保育を必要と

している子供（家庭）には、西宮の福祉は行き届いていないと思う。小学校のように希

望すれば誰もが保育園や幼稚園に入れて、保育や教育を受けられる事が当たり前になっ

てほしい。 

幼稚園の補助金制度で、「小学校三年生以下から第一子とする」ことを撤廃してほしい。 

年齢差が近いのも大変ですが、年の差で子供を産み育てる人が増えてきていることにも

注目してほしい。 

上の子供が大きいほど、塾などの習い事や学費負担も多くなってくるので。 

幼稚園に全員入れるように 

待機児童ゼロ 

幼稚園や保育園の心配がないようにしてほしい 

学童不足解消 

芸術文化センターなどで、子供が触れられるクラッシックなどの音楽会をもっと開催し

てほしい。オーケストラで親子で参加できる会をしてほしい。 

子育てしやすいことはもちろん、できれば芝生の広い公園など充実させてほしい 

歩道の整備 

ベビーカーや子連れでも移動しやすい街 

子供が産まれる前、引っ越して来てからずっと思っていることですが、西宮市全体的に

安全に歩ける道が少ない。 

最初は排水溝のような溝が怖かったです。 

もう少し歩道があったり、あっても広かったりすれば、子育てに優しい街という印象に

なると思う。 

子供を歩道で歩かせていると、自転車がスピードを出してくるので危ない事が何回かあ

りました。 

自転車の走る道路を作って欲しいです。 

南北の交通機関（バス）が便利になれば、子育て広場など足を伸ばせると思う。 
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公共交通機関の充実(特にバス) 

子育しやすい、子育てに便利な街に 

子供が安心して楽しく過ごせる街に、子供に優しい街に、親子で快適に過ごせる街に 

もっと、赤ちゃん連れ、小さい子供連れに優しい街になってほしい。 

駅では一部にしかエレベーターがなく、ベビーカーでの移動もしにくいし、 

気軽にご飯を食べに行けるような所もない、遊びに行く場所もない。 

西宮北口とかの方ばかりでなく、阪神沿線あたりももっと開発してほしい。 

私は武庫川付近なのでそこをもっと開発して欲しい。 

赤ちゃん連れにもっとも嬉しいのは飲食店では、座敷や個室があることです。 

もう少し赤ちゃんが遊べる施設が欲しいです。 

一時預かりできる施設が少なく、登録にも期間があるところ←もう少し使いやすく 

子どもの遊べる場所、子連れで行ける飲食店がもっと増えてほしい 

子供の数が多いので、もう少し無料で遊べる場所があれば嬉しいです。子供に関連する

場所はどこも割高な気がします。 

これからも子育て支援が充実している西宮市でいてほしい 

ママが子どもと気軽にお出かけしたくなる施設（こどもの遊ぶ施設の充実） 

子育てのしやすい安心な街になって欲しいです 

子育て広場の充実（オムツ替えの台や授乳部屋の設置、飲食スペースやベビーベッド等

があれば、1 日過ごしやすい）、公園に乳幼児用の遊具を増やす 

子育て中のママたちが孤立することなく、気軽に集える場所が増えるとうれしい。 

もっともっと子育てが楽しめる街に！ 

子育てしやすい街という評判が本物になることを期待しています。 

子育てするなら西宮、とオススメできる街になってほしいです 

子連れの親子や、困っている人に積極的に声をかけられる雰囲気がもっとあればいいな

と思います。 

仕事をしていない母親が孤立しない街になってほしい。 

他に比べて子育てしやすい街だと思うので、このままでいてほしいです 

災害に強い街になってほしい。アサヒビール後の計画がなくなったのなら、他の場所で

考えてほしい 
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地域で育児に関われるようイベントを増やしたり、環境を整えたりして人の意識を改革

してほしい。 

保育所というものをもっと活用的にしてほしい。 

仕事メインではなくて、育児ストレス・ひとり親など、親がゆとりをもって育児をして

健全な子育てできるように地域が協力してほしい 

色んな所でサークルや、イベントなどは活動しているとは思うけど必要としている人こ

そあまり共有出来ていない感じがするので、新しく西宮に来られた方にも分かりやすく

情報が行き渡ればいいなと思います。 

産後、身体がしんどくて動けなかった時に行政の助けを借りたくてネットで探したがあ

まりヒットせず。 

登録に行かなければならないなど、初動までに時間がかかる。本当にしんどくて動けな

い時は登録にも行けないので。 

お兄ちゃんが発達障害があり、これからも支援が必要だと思います。 

公立幼稚園での受け入れ拒否や(発達検査や聞き取り、初めての場所と先生相手に 1 時間

の子供の様子のみでの判断。1 番子供をみている療育の先生の意見等も取り入れてほし

い。)、未来センターの訓練の在り方に疑問を感じます。(半年訓練して半年お休みという

理由がわかりません。訓練の必要性はそれぞれだと思います。) 

発達障害のある子供は支援クラスや支援学校というのも理解出来ます。 

しかしもっと定型発達の子供達と共に過ごせる様にしていただき、地域の中で生活して

いける環境を作って頂きたいです。 

自然と都会が合わさった街 

安全で自然豊かな街づくり 

市内中心部の方に、もっと緑のある、自然と触れ合えるような施設がほしい 

住みやすい街 

ボーリングやスポーツ施設などもっとアクセスの良い場所にたくさん欲しい。 

女性の議員が増えて、女性目線の施策が増えると良いと思う 

市長も女性になってほしい 

仕事ばかりしている男性が心安らげる集い場があれば良い 

やっぱり都会だからか、冷たく感じる対応されたりするので、思いやりをもった街にな

ればいいのになぁと思います。 

子育てするなら西宮といいながら、様々な面で支援が偏っているなあと感じます。場所

による偏り、所得面での偏りなど、一部の人にはよいけど、取り残された人には救済策

もないというような状況をなんとかできないものか。 
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土地代ばかり上がって、お金持ちばかり住む地域に未来はないと思います。 

ソフトもハードも早く周辺都市並みになってほしいと切に願います。 

お父さん、お母さん、子供、おじいちゃん、おばあちゃんみんなが楽しく暮らせる街に 

こどもたちが楽しく暮らせる街に 

いろんな年代の人が混ざって楽しく過ごせるような街に 

今まで以上にあらゆる世代がいきいきと暮らせるように 

昔のような、みんなで子供を育てていく街 

都会の便利さと、緑がある環境の共存 

自然はそのままで、子どもたちがいろいろな体験ができたり、色々な年齢や立場の方々

と出会える機会がふえていけばいいなと思います。 

安全な街 

子供が安心して遊べる場所を増やして欲しい 

身内、他人関係なく地域全体でお年寄りから子供までがお互いに助け合い、支え合いな

がら生活していけるような街になって欲しい 

子育てしやすい、子供が安全に過ごせる街になってほしい 

西宮市全体で子育てを見守り協力できる街になってほしい 

災害 、犯罪からどう守るか、どのように市民が協力していけるか、 

子供から高齢者までが繋がって一緒に笑える街、助け合いの愛で溢れた街 

パトロールの強化 

住んでる人みんなが安心して安全に暮らせる街に 

大きいプールがほしい 

花火大会を開催してほしい 

習い事などお試しで何回かやってみる無料の支援 

公道での喫煙の取り締まりの強化 

ガーデンズしかない西宮にならないよう、マンション以外にお店も増やして欲しい 

 


