
（別紙）対象施設一覧
※児童クラブ・コミュニティセンターについて、校舎内にある施設については各学校に含む。
No. 担当課 学校名 住所

1 明石小学校 明石市山下町12-21
2 松が丘小学校 明石市松が丘3丁目1-1
3 朝霧小学校 明石市朝霧東町1丁目1-40
4 人丸小学校 明石市東人丸町26-29
5 中崎小学校 明石市中崎1丁目4-1
6 大観小学校 明石市大明石町2丁目8-30
7 王子小学校 明石市王子1丁目1-1
8 林小学校 明石市林崎町1丁目8-10
9 鳥羽小学校 明石市西明石北町2丁目2-1
10 和坂小学校 明石市和坂2丁目12-1
11 沢池小学校 明石市明南町3丁目3-1
12 藤江小学校 明石市藤江235
13 花園小学校 明石市西明石南町1丁目1-10
14 貴崎小学校 明石市貴崎5丁目5-52
15 大久保小学校 明石市大久保町大久保町430
16 大久保南小学校 明石市大久保町ゆりのき通3丁目1
17 高丘東小学校 明石市大久保町高丘3丁目2
18 高丘西小学校 明石市大久保町高丘7丁目23
19 山手小学校 明石市大久保町大窪1600
20 谷八木小学校 明石市大久保町谷八木878
21 江井島小学校 明石市大久保町西島252
22 魚住小学校 明石市魚住町清水570
23 清水小学校 明石市魚住町清水1752-2
24 錦が丘小学校 明石市魚住町錦が丘1丁目17-5
25 錦浦小学校 明石市魚住町西岡1349
26 二見小学校 明石市二見町東二見454
27 二見北小学校 明石市二見町福里274
28 二見西小学校 明石市二見町西二見383-34
29 錦城中学校 明石市上ノ丸3丁目1-11
30 朝霧中学校 明石市大蔵谷奥4-1
31 大蔵中学校 明石市西朝霧丘4-7
32 衣川中学校 明石市南王子町7-1
33 野々池中学校 明石市沢野1丁目3-1
34 望海中学校 明石市西明石南町1丁目1-33
35 大久保中学校 明石市大久保町大久保町200
36 大久保北中学校 明石市大久保町大窪2030
37 高丘中学校 明石市大久保町高丘5丁目14
38 江井島中学校 明石市大久保町西島680-5
39 魚住中学校 明石市魚住町清水364
40 魚住東中学校 明石市魚住町金ヶ崎1687-14
41 二見中学校 明石市二見町西二見594
42 明石養護学校 明石市大久保町大窪2752-1

43
明石商業高等学校

事務局
明石商業高等学校 明石市魚住町長坂寺1250

44 播陽幼稚園 明石市中崎1丁目4-10
45 明石幼稚園 明石市山下町12-21
46 松が丘幼稚園 明石市松が丘3丁目1-1
47 朝霧幼稚園 明石市朝霧東町1丁目2-45
48 人丸幼稚園 明石市東人丸町26-29
49 大観幼稚園 明石市大明石町2丁目8-30
50 王子幼稚園 明石市王子1丁目1-1
51 林幼稚園 明石市林崎町1丁目8-10
52 鳥羽幼稚園 明石市西明石北町2丁目2-1
53 和坂幼稚園 明石市和坂2丁目12-1
54 藤江幼稚園 明石市藤江235
55 花園幼稚園 明石市西明石南町1丁目1-10
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56 貴崎幼稚園 明石市貴崎5丁目6-9
57 大久保幼稚園 明石市大久保町大久保町430
58 大久保南幼稚園 明石市大久保町ゆりのき通3丁目1
59 高丘東幼稚園 明石市大久保町高丘3丁目2
60 高丘西幼稚園 明石市大久保町高丘7丁目23
61 山手幼稚園 明石市大久保町大窪1600
62 谷八木幼稚園 明石市大久保町谷八木878
63 江井島幼稚園 明石市大久保町西島252
64 魚住幼稚園 明石市魚住町清水570
65 清水幼稚園 明石市魚住町清水1752-2
66 錦が丘幼稚園 明石市魚住町錦が丘1丁目17-5
67 錦浦幼稚園 明石市魚住町西岡1349
68 二見北幼稚園 明石市二見町福里274
69 二見西幼稚園 明石市二見町西二見383-34
70 二見こども園 明石市二見町東二見448
71 松が丘保育所 明石市松が丘3丁目2-1
72 明南保育所 明石市東野町2222
73 明南保育所分園 明石市中崎2丁目6-15
74 王子保育所 明石市大道町1丁目10-17
75 鳥羽保育所 明石市小久保5丁目4-1
76 松陰保育所 明石市大久保町松陰1007
77 高丘保育所 明石市大久保町高丘3丁目3
78 八木保育所 明石市大久保町八木483
79 江井島保育所 明石市大久保町江井島260-2
80 中尾保育所 明石市魚住町中尾600-5
81 土山保育所 明石市魚住町清水2281
82 人丸児童クラブ 明石市東人丸町26-29（人丸小敷地内）
83 明石児童クラブ 明石市山下町12-21（明石幼稚園敷地内）
84 和坂児童クラブ 明石市和坂2丁目12-1（和坂小敷地内）
85 沢池児童クラブ 明石市明南町3丁目3-1（沢池小敷地内）
86 貴崎児童クラブ 明石市貴崎5丁目5-52（貴崎小敷地内）
87 大久保児童クラブ 明石市大久保町大久保町430（大久保小敷地内）
88 大久保南児童クラブ明石市大久保町ゆりのき通3丁目1（大久保南小敷地内）
89 山手児童クラブ 明石市大久保町大窪1600（山手小敷地内）
90 谷八木児童クラブ 明石市大久保町谷八木878（谷八木小敷地内）
91 江井島児童クラブ 明石市大久保町西島252（江井島小敷地内）
92 魚住児童クラブ 明石市魚住町清水570（魚住小敷地内）
93 清水児童クラブ 明石市魚住町清水1752-2（清水小敷地内）
94 錦浦児童クラブ 明石市魚住町西岡1349（錦浦小敷地内）
95 二見児童クラブ 明石市二見町東二見454（二見小敷地内）
96 二見北児童クラブ 明石市二見町福里274（二見北小敷地内）
97 二見西児童クラブ 明石市二見町西二見383-34（二見西小敷地内）
98 朝霧小コミセン 明石市朝霧東町1丁目1-40（朝霧小敷地内）
99 王子小コミセン 明石市王子1丁目1-1（王子小敷地内）

明石市林崎町1丁目11-2（林会館内）
明石市林崎1丁目8-10（林小敷地内）

101 鳥羽小コミセン 明石市西明石北町2丁目2-1（鳥羽小敷地内）
102 沢池小コミセン 明石市明南町3丁目3-1（沢池小敷地内）
103 藤江小コミセン 明石市藤江195-1
104 山手小コミセン 明石市大久保町大窪1600（山手小敷地内）
105 江井島小コミセン 明石市大久保町西島252（江井島小敷地内）
106 魚住小コミセン 明石市魚住町清水570（魚住小敷地内）
107 清水小コミセン 明石市魚住町清水1764-3
108 二見小コミセン 明石市二見町東二見457-1
109 二見北小コミセン 明石市二見町福里274（二見北小敷地内）
110 二見西小コミセン 明石市二見町西二見383-34（二見西小敷地内）
111 錦城コミセン 明石市上ノ丸3丁目1-11（錦城中敷地内）
112 衣川コミセン 明石市田町2丁目1-18
113 大久保コミセン 明石市大久保町大久保町244-3
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114 魚住コミセン 明石市魚住町清水364（魚住中敷地内）
115 高丘中央集会所 明石市大久保町高丘3丁目3
116 西部文化会館 明石市二見町西二見597-2
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