
第   号議案

指定管理者の指定の件（神戸市立魚崎南地域福祉センターほか）

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する

指定管理者を指定する。  

令和２年 11月 27日提出

神戸市長 久 元 喜 造

公の施設の名称 指定管理者 指定期間

神戸市立魚崎南地

域福祉センター  

神戸市東灘区魚崎南町２丁目９番４号

魚崎南ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  清原  孝重

令和３年４

月１日から

令和８年３

月 31日まで神戸市立向洋地域

福祉センター  

神戸市東灘区向洋町中６丁目３番地の

２  

向洋ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  實光  良夫

神戸市立渦が森地

域福祉センター  

神戸市東灘区渦森台１丁目２番１号

渦が森ふれあいのまちづくり協議会

代表者  大垣  武志

神戸市立本山南地

域福祉センター  

神戸市東灘区本山南町７丁目１番 20号

本山南ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  竹中  ヒロエ

神戸市立浜御影地

域福祉センター  

神戸市東灘区御影本町６丁目２番 14号

浜御影ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  大城代  幸子

神戸市立魚崎地域

福祉センター  

神戸市東灘区魚崎中町４丁目３番 16号

魚崎ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  石畠  幸治

神戸市立本山地域

福祉センター  

神戸市東灘区岡本１丁目７番３号

本山ふれあいのまちづくり協議会

代表者  小原  治

7 7
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神戸市立本山西地

域福祉センター  

神戸市東灘区西岡本４丁目８番 12号

本山西ふれあいのまちづくり協議会

代表者  木下  昭満

神戸市立本庄地域

福祉センター  

神戸市東灘区本庄町２丁目５番１号

本庄ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  岡野  恒義

神戸市立青木南地

域福祉センター  

神戸市東灘区青木４丁目２番 20号  

青木南ふれあいのまちづくり協議会

代表者  阿部  正生

神戸市立本山東地

域福祉センター  

神戸市東灘区森南町２丁目８番 28号

本山東ふれあいのまちづくり協議会

代表者  宗田  靖二

神戸市立六甲アイ

ランド地域福祉セ

ンター

神戸市東灘区向洋町中３丁目１番地の

６  

六甲アイランドふれあいのまちづくり

協議会  

代表者  吉川  道和

神戸市立福池地域

福祉センター  

神戸市東灘区本山南町５丁目４番 11号

福池ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  金山  二生

神戸市立御影北地

域福祉センター  

神戸市東灘区御影２丁目 28番 13号  

御影北ふれあいのまちづくり協議会

代表者  瀧澤  謙三郎

神戸市立住吉地域

福祉センター  

神戸市東灘区住吉宮町３丁目２番 18号

住吉ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  竹田  統

神戸市立深江南地

域福祉センター  

神戸市東灘区深江南町３丁目４番 24号

深江南ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  植田  延生
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神戸市立高羽地域

福祉センター  

神戸市灘区楠丘町４丁目１番 16号  

高羽ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  土田  耕三郎  

神戸市立岩屋地域

福祉センター  

神戸市灘区岩屋北町２丁目５番３号  

岩屋ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  染山  睦子  

 

神戸市立鶴甲地域

福祉センター  

神戸市灘区鶴甲２丁目 10番１号  

鶴甲ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  野田  比奈  

神戸市立六甲山地

域福祉センター  

神戸市灘区六甲山町字西谷山 1878番地

の 133 

六甲山ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  北野  勇  

神戸市立新在家地

域福祉センター  

神戸市灘区新在家南町３丁目２番 25号  

新在家ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  明石  文史郎  

神戸市立西郷地域

福祉センター  

神戸市灘区大石北町８番１号  

西郷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  弓削  宏  

神戸市立王子地域

福祉センター  

神戸市灘区中原通７丁目５番１号  

王子ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  堤  貴美子  

神戸市立篠原地域

福祉センター  

神戸市灘区篠原北町２丁目２番 37号  

篠原ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  江種  昭平  

神戸市立成徳地域

福祉センター  

神戸市灘区備後町１丁目３番１号  

成徳ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  堂内  克孝  
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神戸市立稗田地域

福祉センター  

神戸市灘区倉石通４丁目１番 10号

稗田ふれあいのまちづくり協議会

代表者  荒木  康夫

神戸市立摩耶地域

福祉センター  

神戸市灘区天城通３丁目３番７号

摩耶ふれあいのまちづくり協議会

代表者  北條  満助

神戸市立なぎさ地

域福祉センター  

神戸市灘区摩耶海岸通２丁目３番４号

なぎさふれあいのまちづくり協議会  

代表者  門脇  龍三

神戸市立灘地域福

祉センター  

神戸市灘区千旦通１丁目５番２号

灘ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  和  實

神戸市立六甲地域

福祉センター  

神戸市灘区八幡町４丁目８番 28号

六甲ふれあいのまちづくり協議会

代表者  竹山  幸夫

神戸市立雲中地域

福祉センター  

神戸市中央区旗 通４丁目４番 20号

雲中ふれあいのまちづくり協議会

代表者  石原  恵子

神戸市立東川崎地

域福祉センター  

神戸市中央区東川崎町５丁目１番１号

東川崎ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  段  勝子

神戸市立籠池地域

福祉センター  

神戸市中央区籠池通２丁目１番５号

籠池ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  吉田  圭男

神戸市立小野柄地

域福祉センター  

神戸市中央区旭通２丁目４番９号  

小野柄ふれあいのまちづくり協議会

代表者  上村  カネヨ

神戸市立宮本地域

福祉センター  

神戸市中央区宮本通３丁目１番５号

宮本ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  岩崎  嘉子
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神戸市立神戸諏訪

山地域福祉センタ

ー  

神戸市中央区北長狭通４丁目９番５号  

神戸諏訪山ふれあいのまちづくり協議

会  

代表者  横山  直己  

 

神戸市立下山手地

域福祉センター  

神戸市中央区北長狭通７丁目３番 13号  

下山手ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  廣岡  俊秀  

神戸市立若菜地域

福祉センター  

神戸市中央区神若通２丁目３番７号  

若菜ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  左納  康行  

神戸市立北野地域

福祉センター  

神戸市中央区中山手通２丁目 17番 18号  

北野ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  森田  祐子  

神戸市立春日野地

域福祉センター  

神戸市中央区八雲通１丁目１番７号  

春日野ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  佐々木  チヱ子  

神戸市立吾妻地域

福祉センター  

神戸市中央区吾妻通５丁目１番 12号  

吾妻ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  祐村  明  

神戸市立橘地域福

祉センター  

神戸市中央区橘通３丁目４番１号  

橘ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  福家  巌  

 

神戸市立脇の浜地

域福祉センター  

神戸市中央区脇浜海岸通３丁目２番７

号  

脇の浜ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  山田  好一  

神戸市立二宮地域

福祉センター  

神戸市中央区二宮町３丁目 12番１号  

二宮ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  山西  康司  
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神戸市立港島地域

福祉センター  

神戸市中央区港島中町２丁目３番地の

３  

港島自治連合協議会  

代表者  川岸  政光  

神戸市立山手地域

福祉センター  

神戸市中央区中山手通６丁目１番 40号  

山の手ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  松原  正好  

 

神戸市立和田岬地

域福祉センター  

神戸市兵庫区浜山通１丁目１番５号  

和田岬ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  北本  博美  

 

神戸市立川池地域

福祉センター  

神戸市兵庫区松本通５丁目２番６号  

川池ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  木下  文夫  

 

神戸市立湊山地域

福祉センター  

神戸市兵庫区大同町２丁目２番８号  

湊山ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  渡邊  攝子  

 

神戸市立ひよどり

地域福祉センター  

神戸市兵庫区菊水町 10丁目 12番地の１  

ひよどりふれあいのまちづくり協議会  

代表者  三住  重雄  

 

神戸市立浜山地域

福祉センター  

神戸市兵庫区御崎町１丁目２番４号  

浜山ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  柳田  将美  

 

神戸市立中道地域

福祉センター  

神戸市兵庫区中道通４丁目２番８号  

中道ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  岩佐  光一朗  

 

神戸市立熊野地域

福祉センター  

神戸市兵庫区鵯越町１番 20号  

熊野地域ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  井上  文雄  
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神戸市立菊水地域

福祉センター  

神戸市兵庫区菊水町２丁目１番２号  

菊水校区ふれあいのまちづくり協議会

代表者  中井  末治

神戸市立明親地域

福祉センター  

神戸市兵庫区須佐野通４丁目１番 43号

明親校区ふれあいのまちづくり協議会

代表者  神﨑  雄康

神戸市立夢野地区

地域福祉センター

神戸市兵庫区湊川町７丁目６番５号  

夢野地区ふれあいのまちづくり協議会

代表者  吾妻  義信

神戸市立水木地域

福祉センター  

神戸市兵庫区駅前通３丁目２番 26号

水木ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  武田  敏雄

神戸市立荒田地域

福祉センター  

神戸市兵庫区荒田町２丁目 19番１号  

荒田地区ふれあいのまちづくり協議会

代表者  川戸  隆

神戸市立兵庫大開

地域福祉センター

神戸市兵庫区永沢町４丁目４番 28号  

兵庫大開ふれあいのまちづくり協議会

代表者  斉藤  艶子

神戸市立小部地域

福祉センター  

神戸市北区鈴蘭台北町４丁目９番９号

小部ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  木下  嗣

神戸市立有馬地域

福祉センター  

神戸市北区有馬町字中ノ畑 241番地の

３  

有馬ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  吉田  佳展

神戸市立花山地域

福祉センター  

神戸市北区花山東町３番３号  

花山ふれあいのまちづくり協議会

代表者  向井  峯子
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神戸市立有野台地

域福祉センター  

神戸市北区有野台２丁目１番地  

有野台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  西田  香代子  

神戸市立大沢地域

福祉センター  

神戸市北区大沢町中大沢字泓 996番地

の１  

大沢ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  大家  重明  

神戸市立泉台地域

福祉センター  

神戸市北区泉台３丁目 13番地の１  

泉台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  川瀨  愃久  

 

神戸市立君影地域

福祉センター  

神戸市北区君影町１丁目２番 10号  

君影ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  村木  満里子  

神戸市立小部東地

域福祉センター  

神戸市北区鈴蘭台東町６丁目２番６号  

小部東ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  小川  柳太  

 

神戸市立唐櫃地域

福祉センター  

神戸市北区唐櫃台３丁目 27番１号  

唐櫃ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  髙田  和美  

神戸市立鈴蘭台地

域福祉センター  

神戸市北区鈴蘭台南町２丁目 14番 24号  

鈴蘭台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  柴田  國  

神戸市立長尾地域

福祉センター  

神戸市北区長尾町上津字大江ノ前 194

番地の１  

長尾ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  三谷  恭三  

神戸市立筑紫が丘

地域福祉センター  

神戸市北区筑紫が丘３丁目２番地の９  

筑紫が丘ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  小林  澄夫  
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神戸市立箕谷地域

福祉センター  

神戸市北区緑町４丁目６番３号  

箕谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  宮島  俊治  

神戸市立淡河地域

福祉センター  

神戸市北区淡河町萩原字桶屋垣内 1383

番地  

淡河ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  辻﨑  まさゑ  

 

神戸市立南五葉地

域福祉センター  

神戸市北区南五葉５丁目１番１号  

南五葉ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  福井  俊夫  

 

神戸市立藤原台地

域福祉センター  

神戸市北区藤原台中町７丁目 14番 16号  

藤原台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  市橋  祐子  

神戸市立有野地域

福祉センター  

神戸市北区有野中町２丁目 20番 19号  

有野ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  岡田  幹男  

神戸市立桜の宮地

域福祉センター  

神戸市北区甲栄台２丁目２番 20号  

桜の宮ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  甲斐  誠三  

神戸市立大池地域

福祉センター  

神戸市北区東大池２丁目３番 13号  

大池ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  前川  和子  

神戸市立道場地域

福祉センター  

神戸市北区道場町塩田字西川原 1439番

地の３  

道場ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  木元  賢三  

 

神戸市立八多地域

福祉センター  

神戸市北区八多町附物字下殿関 393番

地の１  

八多ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  岡田  孝久  
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神戸市立北五葉地

域福祉センター  

神戸市北区北五葉３丁目７番１号  

北五葉ふれあいのまちづくり協議会

代表者  辻村  勇

神戸市立有野台第

２地域福祉センタ

ー  

神戸市北区有野台６丁目 22番地の１  

有野台第２ふれあいのまちづくり協議

会  

代表者 渡邉 光俊

神戸市立山田地域

福祉センター  

神戸市北区山田町福地字ガケノ上 18番

地の３  

山田ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  新田  嘉己

神戸市立ひよどり

台地域福祉センタ

ー  

神戸市北区ひよどり台３丁目８番地  

ひよどり台ふれあいのまちづくり協議

会  

代表者 南 亀次郎

神戸市立星和台鳴

子地域福祉センタ

ー  

神戸市北区鳴子２丁目 11番地の１  

星和台鳴子ふれあいのまちづくり協議

会  

代表者 中野 章

神戸市立鹿の子台

地域福祉センター

神戸市北区鹿の子台北町６丁目 34番３

号  

鹿の子台ふれあいのまちづくり協議会

代表者  山谷  博基

神戸市立上淡河地

域福祉センター  

神戸市北区淡河町野瀬字新田 459番地

の２  

上淡河ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  石野  吉信
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神戸市立広陵地域

福祉センター  

神戸市北区小倉台２丁目 15番地の３  

広陵町・小倉台ふれあいのまちづくり

協議会  

代表者  細川  卓司  

 

神戸市立谷上地域

福祉センター  

神戸市北区谷上西町７番３号  

谷上ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  酒井  利春  

 

神戸市立大原桂木

地域福祉センター  

神戸市北区大原３丁目 21番地  

大原・桂木ふれあいのまちづくり協議

会  

代表者  柏尾  政和  

神戸市立甲緑地域

福祉センター  

神戸市北区緑町２丁目７番 28号  

甲緑ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  髙尾  ひろ子  

 

神戸市立西山地域

福祉センター  

神戸市北区菖蒲が丘１丁目 14番地の３  

北神星和台ふれあいのまちづくり協議

会  

代表者  宮後  弘満  

神戸市立藍那小河

地域福祉センター  

神戸市北区山田町藍那字下ノ町 77番地

の８  

藍那小河ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  横山  稔  

神戸市立箕谷地域

福祉センター分館  

神戸市北区緑町４丁目６番３号  

箕谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  宮島  俊治  

神戸市立重池地域

福祉センター  

神戸市長田区重池町２丁目３番５号  

重池ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  中橋  勲  
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神戸市立高取山地

域福祉センター  

神戸市長田区高取山町１丁目２番３号

高取山ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  山口  弘美

神戸市立みすが地

域福祉センター  

神戸市長田区御蔵通４丁目５番地の１

みすがふれあいのまちづくり協議会  

代表者  松山  朝一

神戸市立志里池地

域福祉センター  

神戸市長田区東尻池町１丁目 14番４号

志里池ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  岩木  照一

神戸市立大日丘地

域福祉センター  

神戸市長田区大日丘町３丁目８番 10号

大日丘ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  福井  和佳子

神戸市立宮川地域

福祉センター  

神戸市長田区長田町２丁目２番１－

501号  

宮川ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  藤本  照代

神戸市立会陽地域

福祉センター  

神戸市長田区六番町２丁目７番地の１

会陽ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  河原  良則

神戸市立真陽地域

福祉センター  

神戸市長田区久保町３丁目９番６号

真陽ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  山本  豊久

神戸市立北町地域

福祉センター  

神戸市長田区北町３丁目４番地の１

北町ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  清村  豊

神戸市立長田地域

福祉センター  

神戸市長田区西山町２丁目４番１号

長田ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  河野  富佐枝
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神戸市立若松地域

福祉センター  

神戸市長田区若松町８丁目２番 13号  

若松ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  城本  直良  

 

神戸市立細田地域

福祉センター  

神戸市長田区細田町７丁目１番 30号  

細田ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  山口  雅史  

神戸市立長田庄山

地域福祉センター  

神戸市長田区庄山町２丁目１番６号  

長田庄山ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  柏木  久雄  

神戸市立真野地域

福祉センター  

神戸市長田区東尻池町６丁目３番 19号  

真野ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  尼子  正子  

神戸市立長田東地

域福祉センター  

神戸市長田区四番町４丁目 54番地  

番町地区ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  梁田  明彦  

神戸市立丸山地域

福祉センター  

神戸市長田区丸山町２丁目３番 50号  

丸山ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  久茂田  元雄  

神戸市立池田地域

福祉センター  

神戸市長田区蓮宮通４丁目 11番地  

池田ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  牟田  正行  

 

神戸市立長楽地域

福祉センター  

神戸市長田区海運町７丁目１番 23号  

長楽ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  大路  基晴  

 

神戸市立名倉地域

福祉センター  

神戸市長田区房王寺町４丁目７番 15号  

名倉ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  植野  久仁子  

神戸市立二葉地域

福祉センター  

神戸市長田区二葉町６丁目５番１号  

二葉ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  浦井  清五  
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神戸市立高倉台地

域福祉センター  

神戸市須磨区高倉台４丁目１番４号  

高倉台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  玉森  たりほ  

 

神戸市立南須磨地

域福祉センター  

神戸市須磨区松風町５丁目２番１号  

南須磨ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  安井  兼幸  

神戸市立多井畑地

域福祉センター  

神戸市須磨区多井畑字筋替道 21番地の

３  

多井畑ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  増井  良夫  

 

神戸市立神の谷地

域福祉センター  

神戸市須磨区神の谷５丁目２番１号  

神の谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  田中  ひとみ  

神戸市立須磨の浦

地域福祉センター  

神戸市須磨区千守町１丁目１番 20号  

須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  内橋  幹夫  

神戸市立西落合地

域福祉センター  

神戸市須磨区西落合５丁目 13番 20号  

西落合ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  山本  賀一  

神戸市立白川台地

域福祉センター  

神戸市須磨区白川台７丁目３番地の８  

白川台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  森  計夫  

 

神戸市立菅の台地

域福祉センター  

神戸市須磨区菅の台４丁目５番地  

菅の台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  福田  豊  

神戸市立板宿地域

福祉センター  

神戸市須磨区禅昌寺町２丁目１番５号  

板宿ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  紀田  勇夫  
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神戸市立竜が台地

域福祉センター  

神戸市須磨区竜が台５丁目 20番地  

竜が台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  合田  晴雄  

 

神戸市立妙法寺地

域福祉センター  

神戸市須磨区妙法寺字桜ノ界地 106番

地の１  

妙法寺ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  吉岡  保久  

神戸市立松尾地域

福祉センター  

神戸市須磨区北落合３丁目２番１号  

松尾ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  水野  仁志  

神戸市立横尾地域

福祉センター  

神戸市須磨区横尾２丁目１番地の１  

横尾ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  椿原  康正  

神戸市立東落合地

域福祉センター  

神戸市須磨区東落合３丁目 33番 12号  

東落合ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  谷  光弘  

神戸市立南落合地

域福祉センター  

神戸市須磨区南落合３丁目 11番２号  

南落合ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  加藤  彦志  

 

神戸市立大黒地域

福祉センター  

神戸市須磨区大黒町２丁目２番 12号  

大黒ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  永井  信夫  

 

神戸市立東須磨地

域福祉センター  

神戸市須磨区若木町３丁目５番９号  

東須磨ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  堀  幸二  

神戸市立若草地域

福祉センター  

神戸市須磨区若草町３丁目 14番地の９  

若草ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  永野  知己  
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神戸市立花谷地域

福祉センター  

神戸市須磨区中落合１丁目１番 25号

花谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  坂本  一昭

神戸市立北須磨地

域福祉センター  

神戸市須磨区離宮前町２丁目７番 24号

北須磨ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  黒田  眞知子

神戸市立桃山台地

域福祉センター  

神戸市垂水区桃山台３丁目 25番地  

桃山台ふれあいのまちづくり協議会

代表者  林  肇英

神戸市立霞ヶ丘地

域福祉センター  

神戸市垂水区五色山４丁目 15番８号

霞ヶ丘ふれあいのまちづくり協議会

代表者  松下  貞夫

神戸市立塩屋地域

福祉センター  

神戸市垂水区塩屋町４丁目３番９号

塩屋ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  児島  文子

神戸市立つつじが

丘地域福祉センタ

ー  

神戸市垂水区つつじが丘４丁目６番地

の７  

つつじが丘ふれあいのまちづくり協議

会  

代表者 小寺 俊彦

神戸市立高丸地域

福祉センター  

神戸市垂水区坂上５丁目１番２号

高丸ふれあいのまちづくり協議会

代表者  中道  八重子

神戸市立神陵台地

域福祉センター  

神戸市垂水区南多聞台１丁目８番８号

神陵台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  小林  昌夫

神戸市立舞子地域

福祉センター  

神戸市垂水区西舞子７丁目 30番１号

舞子ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  川﨑  聰和
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神戸市立多聞東地

域福祉センター  

神戸市垂水区学が丘４丁目３番７号  

多聞東ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  奥井  敏彦  

 

神戸市立上高丸地

域福祉センター  

神戸市垂水区千鳥が丘３丁目 20番 15号  

上高丸ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  藤原  史生  

神戸市立西高丸地

域福祉センター  

神戸市垂水区高丸６丁目３番１号  

西高丸ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  小西  金光  

神戸市立垂水地域

福祉センター  

神戸市垂水区平磯１丁目２番５号  

垂水ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  濱田  純一  

神戸市立小束山地

域福祉センター  

神戸市垂水区学が丘７丁目１番 29号  

小束山ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  大田  則明  

神戸市立狩口台地

域福祉センター  

神戸市垂水区狩口台２丁目 31番１号  

狩口台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  松原  要  

神戸市立東垂水地

域福祉センター  

神戸市垂水区王居殿２丁目５番 25号  

東垂水ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  西澤  千代子  

 

神戸市立多聞台地

域福祉センター  

神戸市垂水区多聞台４丁目 14番９号  

多聞台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  寺島  功  

神戸市立多聞南地

域福祉センター  

神戸市垂水区本多聞６丁目８番 12号  

多聞南ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  垣内  秀敏  

 

神戸市立本多聞地

域福祉センター  

神戸市垂水区本多聞４丁目１番２号  

本多聞ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  﨑  幸子  
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神戸市立千代が丘

地域福祉センター  

神戸市垂水区旭が丘３丁目 12番３号  

千代が丘ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  妻木  陽子  

 

神戸市立西脇地域

福祉センター  

神戸市垂水区本多聞１丁目５番４号  

西脇ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  松尾  耕治  

神戸市立星陵台地

域福祉センター  

神戸市垂水区星陵台７丁目５番３号  

星陵台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  花幡  博  

 

神戸市立名谷地域

福祉センター  

神戸市垂水区名谷町字中坊 487番地の

３  

名谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  瀧原  敏正  

神戸市立福田地域

福祉センター  

神戸市垂水区乙木３丁目３番２号  

福田ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  菅田  壽宏  

神戸市立塩屋北地

域福祉センター  

神戸市垂水区塩屋北町１丁目 11番３号  

塩屋北ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  久富  央治  

神戸市立乙木地域

福祉センター  

神戸市垂水区美山台１丁目９番 40号  

乙木ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  吹田  徹治  

神戸市立舞多聞地

域福祉センター  

神戸市垂水区舞多聞西５丁目 11番５号  

舞多聞ふれあいのまちづくり協議会  

  代表者  長内  建佑  

 

神戸市立神出地域

福祉センター  

神戸市西区神出町田井字長原 34番地の

２  

神出ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  前渕  芳信  
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神戸市立学園西町

地域福祉センター

神戸市西区学園西町５丁目２番地の３

学園西町ふれあいのまちづくり協議会

代表者  小林  英彦

神戸市立高和地域

福祉センター  

神戸市西区押部谷町高和字大坪 774番

地  

高和ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  光冨  吉友

神戸市立春日台地

域福祉センター  

神戸市西区春日台４丁目５番地  

春日台ふれあいのまちづくり協議会

代表者  宮本  治

神戸市立糀台地域

福祉センター  

神戸市西区糀台３丁目 32番地の６

糀台ふれあいのまちづくり協議会

代表者  宮崎  正和

神戸市立枝吉地域

福祉センター  

神戸市西区枝吉４丁目 48番地の４  

枝吉校区ふれあいのまちづくり協議会

代表者  石山  康弘

神戸市立平野地域

福祉センター  

神戸市西区平野町宮前字上松 148番地

平野ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  飯田  健次郎

神戸市立狩場台地

域福祉センター  

神戸市西区狩場台３丁目６番地の２

狩場台ふれあいのまちづくり協議会

代表者  朝枝  健明

神戸市立竹の台地

域福祉センター  

神戸市西区竹の台２丁目 20番地の１

竹の台地域委員会  

代表者  森川  賢子

神戸市立北山地域

福祉センター  

神戸市西区北山台３丁目 26番１号

北山ふれあいのまちづくり協議会

代表者  茶谷  道男
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神戸市立学園東地

域福祉センター  

神戸市西区学園東町５丁目４番地  

学園東町ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  住吉  康夫  

 

神戸市立岩岡第１

地域福祉センター  

神戸市西区岩岡町岩岡字西場 922番地

の１  

岩岡第１ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  浅岡  康敏  

 

神戸市立樫野台地

域福祉センター  

神戸市西区樫野台５丁目４番地の２  

樫野台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  傳田  雅明  

神戸市立美賀多台

地域福祉センター  

神戸市西区美賀多台３丁目 13番地の４  

美賀多台ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  辻村  英達  

 

神戸市立玉津地域

福祉センター  

神戸市西区玉津町出合字古瀬 204番地

の４  

玉津ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  井上  慶三  

神戸市立桜が丘地

域福祉センター  

神戸市西区桜が丘東町１丁目３番地の

１  

桜が丘ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  納見  年子  

神戸市立岩岡第２

地域福祉センター  

神戸市西区竜が岡２丁目 15番地の 12 

岩岡第２ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  池田  眞二  

神戸市立櫨谷地域

福祉センター  

神戸市西区櫨谷町長谷字佃井ノ上 75番

地  

櫨谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  後藤  茂  
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神戸市立出合地域

福祉センター  

神戸市西区王 台５丁目 73番地  

出合ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  足立  芳郎  

 

神戸市立月が丘地

域福祉センター  

神戸市西区月が丘５丁目１番地の 12 

月が丘ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  福永  君江  

 

神戸市立井吹東地

域福祉センター  

神戸市西区井吹台東町４丁目 21番地の

２  

井吹東ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  坂本  津留代  

神戸市立井吹西地

域福祉センター  

神戸市西区井吹台西町４丁目４番地  

井吹西ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  古川  彰俊  

神戸市立高津橋地

域福祉センター  

神戸市西区玉津町高津橋字澤町 188番

地  

高津橋ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  塚口  研一  

神戸市立押部谷地

域福祉センター  

神戸市西区押部谷町西盛字老ノ本 313

番地  

押部谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  上田  正義  

神戸市立有瀬地域

福祉センター  

神戸市西区伊川谷町有瀬字金井場 1137

番地の 30 

有瀬ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  桃尾  行男  

神戸市立伊川谷地

域福祉センター  

神戸市西区伊川谷町別府字セシゲ 1337

番地の１  

伊川谷ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  山本  茂樹  
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神戸市立長坂地域

福祉センター  

神戸市西区伊川谷町有瀬字栗林 603番

地の２  

長坂ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  久保  晶一

神戸市立太山寺地

域福祉センター  

神戸市西区前開南町２丁目１番 20号

太山寺ふれあいのまちづくり協議会

代表者  北野  信二

神戸市立井吹北地

域福祉センター  

神戸市西区井吹台北町２丁目 17番地の

７  

井吹北ふれあいのまちづくり協議会  

代表者  松下  喜亮

神戸市立押部谷東

地域福祉センター

神戸市西区秋葉台２丁目１番地の 133 

押部谷東ふれあいのまちづくり協議会

  代表者  世良  英雄

理     由

神戸市立魚崎南地域福祉センター等の指定管理者の指定をするに当たり，議

会の議決を経る必要があるため。  
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