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名称 TEL FAX 所在地 注意事項
区役所・支所　 1P.10 -  ほか（★）
東灘区役所 841-4131 (代表） 851-9333 東灘区住吉東町5-2-1

★関連項目・ページ
P16-①・②、P20-①・②、
P21-③・④、P22-⑤・⑥、
P23-①・②、P24-③、
P25-①・②、P26-③、
P27-④、P28-⑥・⑦

※１　FAX番号は、保健福
祉部の番号です（北神区役
所・北須磨支所・西神中央出
張所）を除く。

※２　北須磨支所保健福祉
課の番号（※３を除く）で
す。

※３　北須磨こども家庭支
援室（子育てに関する相談
窓口）の番号です。

灘区役所 843-7001 (代表） 843-7018 灘区桜口町4-2-1

中央区役所 232-4411 (代表） 242-8821 中央区雲井通5-1-1

兵庫区役所 511-2111 (代表） 511-7006 兵庫区荒田町1-21-1

北区役所 593-1111 (代表） 595-2381 北区鈴蘭台北町1-9-1
（鈴蘭台駅前再開発ビル）

所
役
区
神
北 保健福祉課

981-5377 (代表）

984-2334
北区藤原台中町1-2-1
（北神中央ビル）こども家庭支援課 981-9056

市民課 981-5420
長田区役所 579-2311 (代表） 579-2343 長田区北町3-4-3

須磨区役所 731-4341 (代表） 735-8159 須磨区大黒町4-1-1

磨
須
北

所
支

市民課 793-1212 795-4536
須磨区中落合2-2-5
（名谷センタービル）保健福祉課

※２ 793-1313
795-1140

※3 793-8080

垂水区役所 708-5151 (代表） 709-6006 垂水区日向1-5-1
（レバンテ垂水2番館内）

西区役所 929-0001 (代表） 929-1690 西区玉津町小山字川端180-3

央
中
神
西

所
張
出 保健福祉サービス窓口 990-0201 990-0316 西区糀台5-6-1

（西区民センタービル）出張所 992-8100 992-8577
名称 TEL FAX 所在地 事業内容

療育センター　 2P.10 - 　 1P.13 -
神戸市総合療育センター　　　対象区域：神戸市内全域　（※）

障害児の診察・訓練を行う
「診療所」、通園による療育
や親子教室等を行う「児童
発達支援センター」、子ども
の障害に関する相談や障害
児支援利用計画の作成を行
う「相談支援事業所」の機能
があります。

※総合療育センターの対象
区域については、東部・西部
療育センターに同じ機能が
ある場合は、中央区・兵庫
区・北区・長田区・須磨区と
なります。

代表　　 646-5291 646-5289

長田区丸山町2-3-50
ま
や
る
ま

園
学

知的・発達障害児クラス 646-5293

646-5289
肢体不自由児クラス 646-5294
難聴児クラス 646-5297

あけぼの学園　 646-5295
神戸市東部療育センター　　　対象区域：東灘区・灘区
　　診療所　 451-7550

451-7556 東灘区本山南町8-3-4　　ひまわり学園　 451-7551
　　相談支援事業所　 451-7552
神戸市西部療育センター　　　対象区域：垂水区・西区
　　診療所　 708-0572

708-0576　　のばら学園　 708-0575 垂水区高丸8-11-14

　　相談支援事業所　 708-0573
こども家庭センター　 3P.10 -
神戸市こども家庭センター
（児童相談所） 382-2525 362-0415 中央区東川崎町1-3-1 児童（18歳未満）の福祉の

ための専門の相談機関です。

1 子どもの発達や障害についての相談窓口

30

業
事
援
支
の
他
の
そ

10

詳しくは
神戸市サイトへ

医療的ケアを必要とする重度障害児者に対する保健、医療、福祉や、連絡調整に必
要となる情報登録書の作成などを「社会福祉法人芳友 にこにこハウス医療福祉
センター」で行います。
連絡先は、P.39をご確認ください。

2 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
小児慢性特定疾病児童等とその家族からの相談に応じ、学習、通院・通学支援、就
労支援など必要な情報の提供および助言、自立に向けた支援を「特定非営利活動
法人チャイルド・ケモ・ハウス」で行います。
連絡先は、P.39をご確認ください。

3 発達障害者支援センター
発達障害のある方などに直接関わる機関に対して、連携による仕組みづくりや、
研修による人材育成など、支援機関を支援する活動を行うとともに、発達障害に
関する研修や講演会等の啓発活動を行っています。
連絡先は、P.39をご確認ください。

4 ボランティアセンター
ボランティアセンターでは、ボランティアを求める方と、ボランティア活動をした
い方をつなげるお手伝いをします。
連絡先は、P.39をご確認ください。

1 重度障害児者医療福祉コーディネート事業

発達障害の診断・診察等を行っている医療機関及び行政窓口機関情報に
ついては、以下（兵庫県ホームページ）からご覧いただけます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/28iryokikan.html

発達障害児（者）への支援情報については、以下でもご紹介しています。
発達障害情報・支援センター
http://www.rehab.go.jp/ddis/

その他の支援事業10
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名称 TEL FAX 所在地 事業内容

発達障害者相談窓口　 4P.10 -
発達障害者　東部相談窓口 対象区域：東灘区・灘区

発達障害の方や家族等が
身近な場所で相談できる
窓口です。
15歳以上（中学卒業後）の
発達障害の方とその家族
の方、支援をしている関係
機関や雇用している会社
の方などが対象です。

　火曜～土曜
　9時～17時30分 882-0010 882-7014 灘区岩屋北町6-1-4

東部在宅障害者福祉センター内

発達障害者　中部相談窓口 対象区域：中央区・兵庫区・長田区・須磨区
　火曜～土曜
　9時～17時30分　 672-6497 686-1732 兵庫区駅南通5-1-1

中部在宅障害者福祉センター内

発達障害者　西部相談窓口 対象区域：垂水区・西区
　月曜～金曜
　9時～17時30分 708-6078 704-4040 垂水区日向2-2-4

垂水日向ビル

発達障害者　北部相談窓口 対象区域：北区
　月曜～金曜
　9時～17時30分 907-6117 582-4432 北区谷上東町8-21

シャトーノールデューⅡ

精神保健福祉センター　 6P.11 -

精神保健福祉センター 371-1900 371-1811 中央区橘通3-4-1
神戸市立総合福祉センター3階

精神保健福祉や自殺予防
に関する相談・助言・研修・
啓発活動を行っています。

特別支援教育課教育相談室　 8P.12 -

月曜～金曜
9時～12時・13時～17時 321-6866 － －

特別な教育的支援を必要と
する子どもについて、家庭
での育児や療育、幼稚園や
学校での生活、就園・就学、
進路などについてのご相談
を受け付けます。

こうべ学びの支援センター　 9P.12 -

月曜～木曜
9時～17時 360-2160 360-2167 中央区東川崎町1-3-2

総合教育センター5階

市立小・中学校の通常の学
級に在籍し、学習や生活な
どに困難さがあり、発達障
害及びその可能性のある児
童生徒が対象です。子ども
の特性を把握するなどして、
子どもが自信を持って生き
生きとした生活が過ごせる
よう支援します。学校と相
談の上お申し込みください。

障害者支援センター　 10P.12 -
灘区障害者支援センター
　相談支援 882-7013 882-7014

灘区岩屋北町6-1-4
東部在宅障害者福祉センター内　短期入所

882-5675 882-5989
　生活介護
兵庫区障害者支援センター
　相談支援 686-1731 686-1732

兵庫区駅南通5-1-1
中部在宅障害者福祉センター内　短期入所 672-6489 672-6490

　生活介護 672-6493 672-6495
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名称 TEL FAX 所在地 事業内容
北区障害者支援センター 障害者地域生活支援セン

ターを内設し、障害者や家
族、介護者からの相談に応
じるとともに、通所サービ
スなどの日中活動の場や
入浴サービス、機能訓練な
どの補完的サービス、緊急
時受入（短期入所）を実施
し、地域の関係機関とのネ
ットワークを構築しながら
受入調整などの、コーディ
ネートを行います。さらに
見守り支援員を配置して、
障害者が住み慣れた場所
で安心して生活ができる
よう、地域全体で見守る体
制を整えます。

　相談支援 592-1371
592-1381 北区鈴蘭台西町1-26-2　短期入所

592-1372
　生活介護
垂水区障害者支援センター
　相談支援 782-6661 786-0210

垂水区本多聞7-2-3
西部在宅障害者福祉センター内　短期入所

787-5715 786-0205
　生活介護
西区障害者支援センター
　相談支援 962-5512

962-5540 西区春日台5-174-10　短期入所
962-5524

　生活介護

障害者地域生活支援センター　 11P.12 -

ひがしなだ 452-1510 452-1529 東灘区西岡本2-25-1

地域で生活するために必
要なサービスや利用方法な
どを案内します。
日常の悩み、家族のこと、
仕事のこと、経済的な問
題、一人暮らしの希望、将
来のこと、障害福祉サービ
スの利用にかかること（訪
問系サービスの受付、認定
調査）などの相談を受け付
けます。

月曜～金曜 9時～19時
土曜・日曜・祝日 9時～17時

（※小規模センターは土日
祝日は休み）　　　　

うおざき　※小規模 451-3760 451-3761 東灘区魚崎中町4-10-32
魚崎デイサービス内

なだ 882-7013 882-7014 灘区岩屋北町6-1-4
東部在宅障害者福祉センター内

ちゅうおう 367-6651 351-1660 中央区橘通3-4-1
総合福祉センター

ひょうご 686-1731 686-1732 兵庫区駅南通5-1-1
中部在宅障害者福祉センター内

きた 592-1371 592-1381 北区鈴蘭台西町1-26-2

ほくしん 982-1122 982-1022 北区藤原台中町1-2-2

たにがみ　※小規模 582-4431 582-4432 北区谷上東町8-21
シャトーノールデューⅡ

ながた 643-3730 643-3731 長田区川西通5-101-1

すま 795-1453 795-1454 須磨区中落合2-2-8
ワコーレ須磨名谷ステーションマークス

いたやど　※小規模 731-5277 731-5288 須磨区戎町3-5-1

たるみ 782-6661 786-0210 垂水区本多聞7-2-3
西部在宅障害者福祉センター内

たるみみなみ　※小規模 704-3340 704-4040 垂水区日向2-2-4
垂水日向ビル

にし 996-9820 996-9821 西区糀台5-6-1
西区民センタービル

たまつあけぼの　※小規模 927-4171 927-4172 西区曙町1070
総合リハビリテーションセンター内

ひらのせいしん 962-5512 962-5540 西区春日台5-174-10
西区障害者支援センター内

窓口開設時間
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名称 TEL FAX 所在地 事業内容

発達障害者相談窓口　 4P.10 -
発達障害者　東部相談窓口 対象区域：東灘区・灘区

発達障害の方や家族等が
身近な場所で相談できる
窓口です。
15歳以上（中学卒業後）の
発達障害の方とその家族
の方、支援をしている関係
機関や雇用している会社
の方などが対象です。

　火曜～土曜
　9時～17時30分 882-0010 882-7014 灘区岩屋北町6-1-4

東部在宅障害者福祉センター内

発達障害者　中部相談窓口 対象区域：中央区・兵庫区・長田区・須磨区
　火曜～土曜
　9時～17時30分　 672-6497 686-1732 兵庫区駅南通5-1-1

中部在宅障害者福祉センター内

発達障害者　西部相談窓口 対象区域：垂水区・西区
　月曜～金曜
　9時～17時30分 708-6078 704-4040 垂水区日向2-2-4

垂水日向ビル

発達障害者　北部相談窓口 対象区域：北区
　月曜～金曜
　9時～17時30分 907-6117 582-4432 北区谷上東町8-21

シャトーノールデューⅡ

精神保健福祉センター　 6P.11 -

精神保健福祉センター 371-1900 371-1811 中央区橘通3-4-1
神戸市立総合福祉センター3階

精神保健福祉や自殺予防
に関する相談・助言・研修・
啓発活動を行っています。

特別支援教育課教育相談室　 8P.12 -

月曜～金曜
9時～12時・13時～17時 321-6866 － －

特別な教育的支援を必要と
する子どもについて、家庭
での育児や療育、幼稚園や
学校での生活、就園・就学、
進路などについてのご相談
を受け付けます。

こうべ学びの支援センター　 9P.12 -

月曜～木曜
9時～17時 360-2160 360-2167 中央区東川崎町1-3-2

総合教育センター5階

市立小・中学校の通常の学
級に在籍し、学習や生活な
どに困難さがあり、発達障
害及びその可能性のある児
童生徒が対象です。子ども
の特性を把握するなどして、
子どもが自信を持って生き
生きとした生活が過ごせる
よう支援します。学校と相
談の上お申し込みください。

障害者支援センター　 10P.12 -
灘区障害者支援センター
　相談支援 882-7013 882-7014

灘区岩屋北町6-1-4
東部在宅障害者福祉センター内　短期入所

882-5675 882-5989
　生活介護
兵庫区障害者支援センター
　相談支援 686-1731 686-1732

兵庫区駅南通5-1-1
中部在宅障害者福祉センター内　短期入所 672-6489 672-6490

　生活介護 672-6493 672-6495
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名称 TEL FAX 所在地 事業内容

通級指導教室　 2P.13 -

そだちとこころの教室(情緒障害・発達障害）

本山南教室 452-0073 452-0073 東灘区本山南町8-2-1
（本山南小学校）

いろいろな要因で、集団生
活にとけこめない子どもの
情緒の安定を図り、集団生
活に進んで参加しようとす
る意欲と力を育みます。
学校や幼稚園等と相談のう
えお申し込みください。

神戸生田教室 333-7661 333-7661 中央区北長狭通4-9-5
（元町北会館3階）

小部教室 593-3113 593-3113 北区鈴蘭台北町3-8-1
（小部小学校内）

竜が台教室 792-2380 792-2380 須磨区竜が台6-15-1
（竜が台小学校内）

垂水教室 707-6229 707-6229 垂水区日向2-4-6
（垂水小学校内）

竹の台教室 991-4899 － 西区竹の台2-10-2
（竹の台小学校内）

きこえとことばの教室（言語障害・難聴・発達障害）

稗田教室 801-2551 801-2551 灘区岸地通4-2-1
（稗田小学校内）

ことば、きこえ、友達とのか
かわり方などに心配のある
子どもや保護者の相談を受
けて支援方法を考えます。
学校や幼稚園等と相談のう
えお申し込みください。

湊川多聞教室 351-6560 351-6560 中央区楠町4-2-3
(神戸市立青少年補導センター内）

谷上教室 583-0761 583-0761 北区山田町下谷上字中上16
（谷上小学校内）

道場教室 985-2680 985-2680 北区道場町塩田1460
（道場幼稚園内）

板宿教室 732-9541 732-9541 須磨区菊池町1-1-1
（板宿小学校内）

西落合教室 792-5535 792-5535 須磨区西落合7-1-3
（西落合小学校内）

西脇教室 782-6367 782-6367 垂水区西脇1-8-6
（西脇小学校内）

枝吉教室 928-0838 928-0838 西区枝吉2-95
（枝吉小学校内）

児童発達支援センター　 3P.14 -

神戸市が運営しているセンター

主に未就学の障害児に対
し、日常生活の基本的な動
作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練など
の支援を行うとともに、通
所支援の利用者以外にも、
地域の障害児やその家族の
相談支援などを行います。

神戸市立ひまわり学園 451-7551 451-7556 東灘区本山南町8-3-4
（東部療育センター内）

神戸市立まるやま学園 646-5293
646-5289 長田区丸山町2-3-50

（総合療育センター内）
神戸市立あけぼの学園 646-5295

神戸市立のばら学園 708-0575 708-0576 垂水区高丸8-11-4
（西部療育センター内）

神戸市以外の法人等が運営しているセンター
しらゆりフレンドリークラブ
ひがしなだ 441-7288 441-7305 東灘区田中町4-5-10

児童発達支援センター
六甲ふくろうの家 821-2330 855-8225 灘区一王山8-8

しらゆりフレンドリークラブ 594-7788 594-7800 北区大脇台12-1
児童発達支援センター
おかば学園 981-7271 981-0825 北区有野中町2-5-10

2 療育・通級指導・通所支援
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4 保育所・幼稚園など　※医療的ケア児を受け入れ可能な施設
受け入れ可能施設 TEL FAX 所在地 対象年齢 受入可能時間

幼保連携型認定こども園
おかもと虹こども園 412-2262 － 東灘区岡本3-2-6 要確認 要相談

幼保連携型　
めばえの園認定こども園 806-3333 － 灘区灘南通4-4-2 要確認 要相談

幼保連携型認定こども園
友愛幼児園　※R2.4～ 231-5818 － 中央区吾妻通5-2-20 3歳児クラス～ 9時～17時

松原保育所 651-5521 － 兵庫区松原4-2-27 3歳児クラス～ 9時～17時
認定こども園
このみ保育園　※R2.4～ 583-2203 － 北区山田町下谷上

字箕谷21-1 3歳児クラス～ 9時～17時

ふたば保育所　※R2.4～ 621-8561 － 長田区二葉町7-1-30 3歳児クラス～ 9時～17時
須磨保育所 732-4842 － 須磨区大黒町4-1-2 3歳児クラス～ 9時～17時

ちっちゃなこども園ふたば 784-5333 － 垂水区舞多聞東2-6-9 満2歳までの施設
の受入可能年齢 要相談

（仮称）舞多聞よつば保育園
※ちっちゃなこども園よつばより移行 784-5333 － 垂水区舞多聞西

5-11-1 要確認 要相談

幼保連携型認定こども園
あさひ保育園 994-0170 － 西区桜が丘東町1-3-1 要確認 要相談

問い合わせ先 TEL FAX 所在地
こども家庭局子育て支援部事業課（★）

（保育医療指導担当）
★ R2.4～こども家庭局 幼保事業課に 

名称変更予定

322-6919 322-6897 中央区加納町6-5-1

3 交流の場
名称 TEL FAX 所在地 事業内容

児童館・J-cafe（ジェイカフェ）　 1P.15 -
魚崎児童館
水曜　10時～12時 453-2662 東灘区魚崎中町4-3-16 拠点児童館とは、通常の児童

館事業のほかに、こべっこラン
ドと連携した「学齢期・思春期
の子育て講座」や「親と子のふ
れあい講座」を実施しており、
児童問題に関する専門性を有
した施設のことです。
発達がゆっくりな子ども（乳幼
児）とその保護者が、子どもを
気兼ねなく遊ばせながら、日頃
の育児の不安や悩みを共有し、
ほっと交流できる場所として

「Jidoukan-cafe（J-cafe）」を
実施しています。

原田児童館
月2回金曜・土曜　10時～12時 801-5205 灘区王子町2-3-1

有野児童館
火曜　10時30分～12時 987-2010 北区有野中町2-20-19

細田児童館
火曜　13時～14時30分 612-3797 長田区細田町7-1-30

落合児童館
水曜　10時～12時 791-7644 須磨区中落合1-1-25

愛垂児童館
木曜13時～14時30分 707-4527 垂水区瑞ヶ丘6-17

有瀬児童館
木曜13時～15時 974-6318 西区伊川谷町有瀬字金井場

1137-8

こべっこランド　 2P.15 -

神戸市総合児童センター
（こべっこランド） 382-1300 351-0684 中央区東川崎町1-3-1

発達がゆっくりな子どもへの
支援や子育て中の親、また保
育や療育の現場で活躍する方
を講座や専門研修などを通し
てサポートしています。

申し込み先は所在する区のこども家庭支援課となります。区役所の連絡先はP.31をご確認ください。
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名称 TEL FAX 所在地 事業内容

通級指導教室　 2P.13 -

そだちとこころの教室(情緒障害・発達障害）

本山南教室 452-0073 452-0073 東灘区本山南町8-2-1
（本山南小学校）

いろいろな要因で、集団生
活にとけこめない子どもの
情緒の安定を図り、集団生
活に進んで参加しようとす
る意欲と力を育みます。
学校や幼稚園等と相談のう
えお申し込みください。

神戸生田教室 333-7661 333-7661 中央区北長狭通4-9-5
（元町北会館3階）

小部教室 593-3113 593-3113 北区鈴蘭台北町3-8-1
（小部小学校内）

竜が台教室 792-2380 792-2380 須磨区竜が台6-15-1
（竜が台小学校内）

垂水教室 707-6229 707-6229 垂水区日向2-4-6
（垂水小学校内）

竹の台教室 991-4899 － 西区竹の台2-10-2
（竹の台小学校内）

きこえとことばの教室（言語障害・難聴・発達障害）

稗田教室 801-2551 801-2551 灘区岸地通4-2-1
（稗田小学校内）

ことば、きこえ、友達とのか
かわり方などに心配のある
子どもや保護者の相談を受
けて支援方法を考えます。
学校や幼稚園等と相談のう
えお申し込みください。

湊川多聞教室 351-6560 351-6560 中央区楠町4-2-3
(神戸市立青少年補導センター内）

谷上教室 583-0761 583-0761 北区山田町下谷上字中上16
（谷上小学校内）

道場教室 985-2680 985-2680 北区道場町塩田1460
（道場幼稚園内）

板宿教室 732-9541 732-9541 須磨区菊池町1-1-1
（板宿小学校内）

西落合教室 792-5535 792-5535 須磨区西落合7-1-3
（西落合小学校内）

西脇教室 782-6367 782-6367 垂水区西脇1-8-6
（西脇小学校内）

枝吉教室 928-0838 928-0838 西区枝吉2-95
（枝吉小学校内）

児童発達支援センター　 3P.14 -

神戸市が運営しているセンター

主に未就学の障害児に対
し、日常生活の基本的な動
作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練など
の支援を行うとともに、通
所支援の利用者以外にも、
地域の障害児やその家族の
相談支援などを行います。

神戸市立ひまわり学園 451-7551 451-7556 東灘区本山南町8-3-4
（東部療育センター内）

神戸市立まるやま学園 646-5293
646-5289 長田区丸山町2-3-50

（総合療育センター内）
神戸市立あけぼの学園 646-5295

神戸市立のばら学園 708-0575 708-0576 垂水区高丸8-11-4
（西部療育センター内）

神戸市以外の法人等が運営しているセンター
しらゆりフレンドリークラブ
ひがしなだ 441-7288 441-7305 東灘区田中町4-5-10

児童発達支援センター
六甲ふくろうの家 821-2330 855-8225 灘区一王山8-8

しらゆりフレンドリークラブ 594-7788 594-7800 北区大脇台12-1
児童発達支援センター
おかば学園 981-7271 981-0825 北区有野中町2-5-10

2 療育・通級指導・通所支援
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学校名 TEL 所在地 障害 対象・備考 通学区域 組織

特別支援学校　 1P.18 -
市立盲学校※ひとみ教室 360-1133 中央区東川崎町1-4-2 視覚 幼・小・中・高 市内全域 市・教

県立視覚特別支援学校 751-3291 垂水区城が山4-2-1 視覚 幼・小・中・高 県内全域 県・教

県立神戸聴覚特別支援学校 709-9301 垂水区福田1-3-1 聴覚 保・幼・小・中・高 県内全域 県・教

県立阪神昆陽特別支援学校 （072）
773-5135 伊丹市池尻7-108 知的 高（職業科） 県内全域 県・教

県立芦屋特別支援学校 （0797）
25-5311 芦屋市陽光町8-37 知的 小・中・高 東灘区の一部（※1）・

芦屋市・西宮市南部 県・教

青陽東養護学校 871-1800 灘区岩屋北町6-1-1 知的 小・中・高 東灘区（一部※１を
除く）・灘区・中央区 市・教

県立高等特別支援学校 (0795)
63-0689 三田市大原梅ノ木1546-6 知的 高（職業科） 県内全域 県・教

県立西神戸高等特別支援学校 991-2050 西区押部谷町高和1557-1 知的 高（職業科） 県内全域 県・教

神戸大学発達科学部附属
特別支援学校 936-5683 明石市大久保町

大窪2752-4 知的 小・中・高 － 国

友生支援学校住吉分校 851-0630 東灘区住吉東町4-1-58 肢体 高 － 市・教

友生支援学校 576-6120 兵庫区夢野町1-1 知的・
肢体 幼・小・中・高

知 ) 兵 庫 区、長 田 区
肢）東灘区、灘区、中
央区、兵庫区、長田区

市・教

県立神戸特別支援学校 592-6767 北区大脇台10-1 知的・肢体 小・中・高 北区 県・教

青陽須磨支援学校 793-1006 須磨区西落合1-1-4 知的・肢体 小・中・高 須磨区・垂水区
東部(※3) 市・教

県立のじぎく特別支援学校 994-0196 西区北山台2-566-134 知的・
肢体 小・中・高 西区の一部（※2）・

三木市・小野市 県・教

いぶき明生支援学校 997-6311 西区井吹台西町7-1 知的・肢体 幼・小・中・高 垂水区西部（※４）、西
区（一部※２を除く） 市・教

友生支援学校分教室
(みなと分教室） 381-5366 中央区港島南町1-6-7

（兵庫県立こども病院内） 病虚弱 小・中 こども病院に入院
している児童生徒

友生支援学校在宅病虚弱児
訪問教育（わらび学級） 381-5366 － 病虚弱 小・中・高 市内全域 市・教

いぶき明生支援学校在宅肢体不自由児
訪問教育（みどり学級） 391-4551 中央区北長狭通4-9-5

(元町北会館内）
肢体

不自由 小・中・高 市内全域 市・教

いぶき明生支援学校施設肢体不自由児
訪問教育（にこにこ学級） 743-2733 北区しあわせの村1-9

(にこにこハウス医療福祉センター内)
肢体

不自由 小・中・高
にこにこハウス医療
福祉センターに入所
している児童生徒

市・教

5 学校

※ ひとみ教室：視覚に障害がある子どもの学習や生活上の困難が軽減できるように指導を行います。子どもの状況
に合わせて、レンズや拡大読書器などの補助具の使い方、文字や地図など教材の工夫、日常の生活や動作、運動な
どに関することなどを指導します。

※１本庄・魚崎・本山南中学校区
※２神出・押部谷・桜が丘中学校区
※３桃山台・塩屋・垂水東・福田・垂水中学校区
※４歌敷山・星陵台・多聞東・本多聞・舞子・神陵台中学校区
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8 障害者福祉制度
名称 TEL FAX 所在地 事業内容

意思疎通支援事業　 3P.26 -

特定非営利活動法人
神戸ろうあ協会 371-3071 371-3052 中央区橘通3-4-1

総合福祉センター2階

在宅障害者福祉センター　 3P.26 -

東部在宅障害者福祉センター 882-5675 882-5989 灘区岩屋北町6丁目1-4 障害者やその家族のための
生活・福祉などに関する相談
や福祉情報の提供、機能訓
練、入浴サービス、障害福祉
サービスなどを実施します。

中部在宅障害者福祉センター 672-6480 672-6486 兵庫区駅南通5丁目1-1

西部在宅障害者福祉センター 787-5715 786-0205 垂水区本多聞7丁目2-3

地域活動支援センター　 5P.27 -

センター型

障害者（児）に対して、社
会福祉士、精神保健福祉
士の有資格者等による個
別のプログラム等を交え
た創作的活動又は生産活
動の機会提供、社会との
交流促進及び家族支援等
を含めた相談支援等を行
い、自立した日常生活又
は社会生活を営むことが
できるように支援します。

障害者地域活動支援センター
わかば 822-9330 843-0593 東灘区御影本町3-9-8

障害者地域活動支援センター
あんず 841-7097 201-1958 灘区備後町2-1-24　

シャルマン六甲東101

中央地域活動支援センター 262-7511 251-0311 中央区吾妻通4-1-6
神戸市生涯学習支援センター北棟

地域活動支援センターゆめの 578-6090 511-2225 兵庫区夢野町4-3-13
障害者地域活動支援センター
ひだまり 907-6223 582-4432 北区谷上東町8-21

シャトーノールデューⅡ１階

地域活動支援センター長田 642-7191 642-7291 長田区戸崎通2-8-3
地域活動支援センターヨハネ 737-6936 735-2078 須磨区奥山畑町2番地
ハーモニー垂水 709-8867 709-8867 垂水区陸ノ町4-8
地域活動支援センター虹の里 961-5174 961-5183 西区平野町福中字道バタ22-1

5 学校
学校名 TEL 所在地 障害 対象・備考 通学区域 組織

特別支援学級　 2P.18 -
難聴学級
神戸祇園小学校 511-2600 兵庫区下三条町11-1 聴覚 小

湊翔楠中学校 351-2152 中央区楠町4-2-5 聴覚 中

病弱・身体虚弱学級（院内学級）
神戸祇園小学校なのはな学級
湊翔楠中学校ひまわり学級

382-5111
内線3676

中央区楠町7-5
（神戸大学医学部附属病院内） 病弱 小・中

特別支援教育就学援助　 3P.18 -
神戸市教育委員会事務局
特別支援教育課 984-0734 中央区東川崎町1-3-3

（神戸ハーバーランドセンタービル）

医療的ケア児の支援　 4P.19 -
神戸市教育委員会事務局
特別支援教育課 984-0735 中央区東川崎町1-3-3

（神戸ハーバーランドセンタービル）
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学校名 TEL 所在地 障害 対象・備考 通学区域 組織

特別支援学校　 1P.18 -
市立盲学校※ひとみ教室 360-1133 中央区東川崎町1-4-2 視覚 幼・小・中・高 市内全域 市・教

県立視覚特別支援学校 751-3291 垂水区城が山4-2-1 視覚 幼・小・中・高 県内全域 県・教

県立神戸聴覚特別支援学校 709-9301 垂水区福田1-3-1 聴覚 保・幼・小・中・高 県内全域 県・教

県立阪神昆陽特別支援学校 （072）
773-5135 伊丹市池尻7-108 知的 高（職業科） 県内全域 県・教

県立芦屋特別支援学校 （0797）
25-5311 芦屋市陽光町8-37 知的 小・中・高 東灘区の一部（※1）・

芦屋市・西宮市南部 県・教

青陽東養護学校 871-1800 灘区岩屋北町6-1-1 知的 小・中・高 東灘区（一部※１を
除く）・灘区・中央区 市・教

県立高等特別支援学校 (0795)
63-0689 三田市大原梅ノ木1546-6 知的 高（職業科） 県内全域 県・教

県立西神戸高等特別支援学校 991-2050 西区押部谷町高和1557-1 知的 高（職業科） 県内全域 県・教

神戸大学発達科学部附属
特別支援学校 936-5683 明石市大久保町

大窪2752-4 知的 小・中・高 － 国

友生支援学校住吉分校 851-0630 東灘区住吉東町4-1-58 肢体 高 － 市・教

友生支援学校 576-6120 兵庫区夢野町1-1 知的・
肢体 幼・小・中・高

知 ) 兵 庫 区、長 田 区
肢）東灘区、灘区、中
央区、兵庫区、長田区

市・教

県立神戸特別支援学校 592-6767 北区大脇台10-1 知的・肢体 小・中・高 北区 県・教

青陽須磨支援学校 793-1006 須磨区西落合1-1-4 知的・肢体 小・中・高 須磨区・垂水区
東部(※3) 市・教

県立のじぎく特別支援学校 994-0196 西区北山台2-566-134 知的・
肢体 小・中・高 西区の一部（※2）・

三木市・小野市 県・教

いぶき明生支援学校 997-6311 西区井吹台西町7-1 知的・肢体 幼・小・中・高 垂水区西部（※４）、西
区（一部※２を除く） 市・教

友生支援学校分教室
(みなと分教室） 381-5366 中央区港島南町1-6-7

（兵庫県立こども病院内） 病虚弱 小・中 こども病院に入院
している児童生徒

友生支援学校在宅病虚弱児
訪問教育（わらび学級） 381-5366 － 病虚弱 小・中・高 市内全域 市・教

いぶき明生支援学校在宅肢体不自由児
訪問教育（みどり学級） 391-4551 中央区北長狭通4-9-5

(元町北会館内）
肢体

不自由 小・中・高 市内全域 市・教

いぶき明生支援学校施設肢体不自由児
訪問教育（にこにこ学級） 743-2733 北区しあわせの村1-9

(にこにこハウス医療福祉センター内)
肢体

不自由 小・中・高
にこにこハウス医療
福祉センターに入所
している児童生徒

市・教

5 学校

※ ひとみ教室：視覚に障害がある子どもの学習や生活上の困難が軽減できるように指導を行います。子どもの状況
に合わせて、レンズや拡大読書器などの補助具の使い方、文字や地図など教材の工夫、日常の生活や動作、運動な
どに関することなどを指導します。

※１本庄・魚崎・本山南中学校区
※２神出・押部谷・桜が丘中学校区
※３桃山台・塩屋・垂水東・福田・垂水中学校区
※４歌敷山・星陵台・多聞東・本多聞・舞子・神陵台中学校区
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9 障害者のしごとの相談・支援
名称 TEL FAX 所在地／E-Mail 事業内容

しごとサポート　窓口開設時間：月曜～金曜9時～17時30分　 1P.29 -

しごとサポート中部
上記の時間に加え、第三土曜を開所 672-6480 672-6486

兵庫区駅南通5-1-1
神戸市立中部在宅障害者福祉センター2階
shurou-soudan-info@kobeseirei.or.jp

労働・福祉・保
健・教育・医療
などの関係機
関と連携し、就
職を希望する
障害のある方
や在職中の障
害のある方に
対 して、就 労
に関 するさま
ざまな支援を
行っています。

しごとサポート東部 891-3890 891-3891 灘区泉通5-5-13
tobu-suishin@nifty.com

しごとサポート北部 982-9598 982-7110 北区有野中町2-9-4
job.kobekita@youkikai.or.jp

しごとサポート西部 708-2861 704-4040 垂水区日向2-2-4垂水日向ビル3階
seibu-suishin@sfsuisei.org

しごとサポートICT 822-1073 845-2918 東灘区向洋町中6-9　6E-12
kobeict@prop.or.jp

名称 TEL FAX 所在地 事業内容

地域活動支援センター　 5P.27 -
多機能型 区分
北神障害者地域活動支援センター
あさがお 981-5103 981-5103 北区有野町有野3419-1

障害者（児）に対
して、自立支援
給付を補完す
る、障害者の地
域移行又は就
労支援の推進
に寄与すると認
められる特色あ
る事業を行い、
自立した日常生
活又は社会生
活を営むことが
できように支援
します。

精神

障害者地域活動支援センター
おばんざい菜 594-9023 594-9023 北区北五葉1-2-3

西鈴コーポラス103 精神

ジンジャークラブほっと 452-6678 203-8070 東灘区北青木3-4-13 知的・精神・
発達

ぼちぼちはうす 736-0662 754-8987 須磨区飛松町2-1-12 精神
（依存症）

交流広場パッソ 576-8540 576-8540 兵庫区羽坂通4-2-22 精神・発達
（ひきこもり）

神戸アイライト協会
視覚障害者活動センター 252-1912 221-6029 中央区神若通5-3-26

中山記念会館内
身体

（視覚）
十歌 578-0317 578-0317 長田区北町3-2 土井ハイツ1階 精神・障害
地域活動支援センター
夢ふうせん 341-8824 341-8824 中央区橘通4-2-10

加藤マンション神戸202
身体

（盲ろう）
発達型
地域活動支援センター
ゆめののつどい 578-6090 511-2225 兵庫区夢野町4-3-13

リフト付バスの利用　 6P.28 -
神戸市重度心身障害児（者）
父母の会 335-8508 335-8509 中央区橘通3-4-1

総合福祉センター1階

障害児入所施設　 8P.28 -
福祉型

障害のため在宅での生活
が困難な児童の入所施設
です。

おかば学園 981-7271 981-0825 北区有野中町2-5-19
上野丘学園 958-0089 958-0280 北区淡河町東畑75
さわらび学園 965-2387 965-2393 西区神出町南619
障害児入所施設おおぞらのいえ 927-2727 925-9253 西区曙町1070
医療型
にこにこハウス医療福祉センター 743-2525 743-2050 北区しあわせの村1-9

8 障害者福祉制度
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10 その他の支援事業
名称 TEL FAX 所在地 事業内容

重度障害児者医療福祉コーディネート事業 1P.30 -

にこにこハウス
医療福祉センター
月曜～金曜
9時～16時30分

743-2525
北区しあわせの村1-10
(総合福祉ゾーン

「しあわせの村」内)

医療的ケアを必要とする重度
障害児者に対する保健、医療、
福祉や、連絡調整に必要となる
情報登録書の作成などをして
います。

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 2P.30 -
特定非営利活動法人
チャイルド・ケモ・ハウス
月曜～金曜
9時～16時
祝祭日は除く

090-8533-
2500 中央区港島中町8-5-3

小児慢性特定疾病児童等とそ
の家族からの相談に応じ、必要
な情報の提供及び助言、自立に
向けた学習・通院・通学支援、就
労支援などの支援を行います。

発達障害者支援センター 5P.10 - 3P.30 -

発達障害者支援センター 382-2760 382-2766
中央区橘通3-4-1
神戸市立総合福祉センター
3階

発達障害に関する研修や講演会
等の啓発活動を行っています。

ボランティアセンター（社会福祉協議会） 4P.30 -
東灘区ボランティアセンター 841-6941 841-7999 東灘区住吉東町5-2-1

ボランティアセンターでは、ボ
ランティアを求める方と、ボラ
ンティア活動をしたい方をつな
げるお手伝いをします。
ボランティアに関することの相
談を受け付けます。

灘区ボランティアセンター 843-7040 843-7077 灘区桜口町4-2-1

中央区ボランティアセンター 232-1447 232-1244 中央区雲井通5-1-1

兵庫区ボランティアセンター 579-3304 574-5771 兵庫区荒田町1-21-1

北区ボランティアセンター 593-9910 593-9822 北区鈴蘭台北町1-9-1
（鈴蘭台駅前再開発ビル）

北神ボランティアセンター 981-5377 940-5444 北区藤原台中町1-2-1

長田ボランティアセンター 574-2408 574-2427 長田区北町3-4-3

須磨区ボランティアセンター 731-8922 733-2533 須磨区大黒町4-1-1

垂水区ボランティアセンター 709-1333 709-1332 垂水区日向1-5-1
（レバンテ垂水2番館内）

西区ボランティアセンター 929-0047 929-0084 西区玉津町小山字川端
180-3

ボランティア情報センター 271-5306 271-5366 中央区磯上通3-1－32

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただ
くため、兵庫県が、県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」
を交付しています。

〔申請窓口〕
神戸市の区役所保健福祉部健康福祉課
※区役所の連絡先はP.31をご確認ください。
兵庫県健康福祉部障害福祉局ユニバーサル推進課
電話：362-4379　FAX：362-9040

兵庫ゆずりあい駐車場 ※詳しくは二次元バーコードのリンク先でご確認
ください。
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9 障害者のしごとの相談・支援
名称 TEL FAX 所在地／E-Mail 事業内容

しごとサポート　窓口開設時間：月曜～金曜9時～17時30分　 1P.29 -

しごとサポート中部
上記の時間に加え、第三土曜を開所 672-6480 672-6486

兵庫区駅南通5-1-1
神戸市立中部在宅障害者福祉センター2階
shurou-soudan-info@kobeseirei.or.jp

労働・福祉・保
健・教育・医療
などの関係機
関と連携し、就
職を希望する
障害のある方
や在職中の障
害のある方に
対 して、就 労
に関 するさま
ざまな支援を
行っています。

しごとサポート東部 891-3890 891-3891 灘区泉通5-5-13
tobu-suishin@nifty.com

しごとサポート北部 982-9598 982-7110 北区有野中町2-9-4
job.kobekita@youkikai.or.jp

しごとサポート西部 708-2861 704-4040 垂水区日向2-2-4垂水日向ビル3階
seibu-suishin@sfsuisei.org

しごとサポートICT 822-1073 845-2918 東灘区向洋町中6-9　6E-12
kobeict@prop.or.jp

名称 TEL FAX 所在地 事業内容

地域活動支援センター　 5P.27 -
多機能型 区分
北神障害者地域活動支援センター
あさがお 981-5103 981-5103 北区有野町有野3419-1

障害者（児）に対
して、自立支援
給付を補完す
る、障害者の地
域移行又は就
労支援の推進
に寄与すると認
められる特色あ
る事業を行い、
自立した日常生
活又は社会生
活を営むことが
できように支援
します。

精神

障害者地域活動支援センター
おばんざい菜 594-9023 594-9023 北区北五葉1-2-3

西鈴コーポラス103 精神

ジンジャークラブほっと 452-6678 203-8070 東灘区北青木3-4-13 知的・精神・
発達

ぼちぼちはうす 736-0662 754-8987 須磨区飛松町2-1-12 精神
（依存症）

交流広場パッソ 576-8540 576-8540 兵庫区羽坂通4-2-22 精神・発達
（ひきこもり）

神戸アイライト協会
視覚障害者活動センター 252-1912 221-6029 中央区神若通5-3-26

中山記念会館内
身体

（視覚）
十歌 578-0317 578-0317 長田区北町3-2 土井ハイツ1階 精神・障害
地域活動支援センター
夢ふうせん 341-8824 341-8824 中央区橘通4-2-10

加藤マンション神戸202
身体

（盲ろう）
発達型
地域活動支援センター
ゆめののつどい 578-6090 511-2225 兵庫区夢野町4-3-13

リフト付バスの利用　 6P.28 -
神戸市重度心身障害児（者）
父母の会 335-8508 335-8509 中央区橘通3-4-1

総合福祉センター1階

障害児入所施設　 8P.28 -
福祉型

障害のため在宅での生活
が困難な児童の入所施設
です。

おかば学園 981-7271 981-0825 北区有野中町2-5-19
上野丘学園 958-0089 958-0280 北区淡河町東畑75
さわらび学園 965-2387 965-2393 西区神出町南619
障害児入所施設おおぞらのいえ 927-2727 925-9253 西区曙町1070
医療型
にこにこハウス医療福祉センター 743-2525 743-2050 北区しあわせの村1-9

8 障害者福祉制度


