
■ 風水害対策編 

［応急対応計画］ 

資料 5-3-1 土砂災害警戒区域内社会福祉施設等一覧 

 
土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設一覧 

  名称 住所 施設種類 

福祉局関係施設 

1 高齢者ケアセンター甲南 東灘区森北町 6 丁目 1-1 特養/ショート 

2 特別養護老人ホーム かもこの風 灘区鴨子ケ原３丁目１９－３０ 特養/ショート 

3 ロングステージKOBE岡本/KOBE岡本デイサービスセンター 東灘区西岡本 2丁目 25-4-101 特別養護老人ホーム/ショート/通所介護 

4 おかもと障害者相談支援センター 東灘区西岡本 2丁目 25-1 障害者支援施設 

5 協同の苑もとやま園 東灘区西岡本 4丁目 17-1 障害者支援施設 

6 介護老人保健施設すばる六甲 灘区鶴甲 1-3-10 介護老人保健施設 

7 特別養護老人ホーム 陽だまりの家きしろ 灘区鶴甲 1 丁目 4-21 介護老人福祉施設 

8 特別養護老人ホームきしろ荘 灘区鶴甲 5 丁目 1-50 特別養護老人ホーム/ショート 

9 ケアハウスきしろ長寿の里/デイサービスなごみ 灘区鶴甲 5 丁目 1-50 ケアハウス/特定施設/通所介護 

10 養護盲老人ホーム 千山荘 灘区鶴甲 5 丁目 1-50 養護老人ホーム/特定施設 

11 養護老人ホーム六甲台ビラ 灘区鶴甲 5 丁目 1-50 養護老人ホーム/特定施設 

12 イリーゼ神戸六甲 灘区篠原本町 4丁目 6-3 有料老人ホーム/特定施設入居者生活介護 

13 グループホームオリンピアながみね 灘区篠原北町 4丁目 13 番 27 号 障害者支援施設 

14 特別養護老人ホームうみのほし長峰台 灘区篠原北町 4丁目 18-1 特別養護老人ホーム/ショート 

15 はるいろデイサービス国玉通 灘区国玉通 3 丁目 1-13 通所介護 

16 カネディアンヒル介護老人保健施設 灘区長峰台 2-3-1 介護老人保健施設 

17 寿ふくろうの家 灘区楠丘町 2-1-12 障害児支援施設 

18 児童発達支援センター六甲ふくろうの家 灘区一王山町８－８ 障害児支援施設 

19 こどもの家・とまり木 灘区一王山町８－７ 障害児支援施設 

20 デイサービスセンター元気灘支店 灘区天城通 5-1-1 エクセレントマヤ南館 103 デイサービス 

21 
特別養護老人ホームブルーバレイ/デイサービスセン

ターあおたに 
灘区青谷町 2 丁目 1-9 特別養護老人ホーム/ショート/通所介護 

22 発達療育教室じゅら 灘区城の下通２丁目３－27 障害児支援施設 

23 デイサービス再度 中央区再度筋町 12-4 通所介護 

24 ロングライフ神戸青谷 中央区神仙寺通 3-1-2 有料老人ホーム/特定施設 

25 モア・アビタシオン新神戸 中央区加納町 2-13-7 
有料老人ホーム/特定施設入居者生

活介護 

26 放課後等デイサービスわおん 中央区中山手通１丁目２３－２山内ビル 4 階西 障害児支援施設 

27 ＫＩＤ ＡＣＡＤＥＭＹ神戸本校 中央区北野町２丁目７－１８ １－１０ 障害児支援施設 

28 平野デイサービスセンターここび 兵庫区平野町字服山 182-4 通所介護 

29 パーマリィ・イン千鳥山荘 兵庫区千鳥町 3丁目 5-1 特養/ショート/小多機/通所介護 

30 有馬温泉郷グループホームくらく園 北区有馬町字中ノ畑 204 グループホーム 

31 介護老人保健施設向陽りんどう苑 北区有野町有野 1484-1 介護老人保健施設 

32 Ｊｏｂステーションぽてと 
北区有野町唐櫃 3270 番地 1 メゾン・エクセラン

101・102 
障害者支援施設 

33 介護付有料老人ホームきずなホームふなせ 北区有野台 7-19-1 有料老人ホーム/特定施設 

34 特別養護老人ホームつくし園/ショートステイ 北区山田町東下字野田南 30 特養/ショート 

35 まほし介護医療院 北区山田町上谷上字古々谷 12-3 介護医療院 

36 デイサービスセンターこんぺいとう 北区山田町下谷上字門口 10-3 通所介護 

37 みのたにホーム 北区山田町下谷上字芝山８番地アルタイル中上１０２ 障害者支援施設 

38 リバティーベル六甲 北区山田町小部字向井谷 1-1 有料老人ホーム/特定施設 

39 のぞみコミュニティ障害者支援センター 北区鈴蘭台北町 1-4-10 障害者支援施設 

40 北むつみ 北区鈴蘭台北町 4-1-20 障害者支援施設 

41 takk 北区鈴蘭台北町 4丁目 1-20 山神ビル 103・105 号 通所介護 

42 神鉄デイサービスセンター 北区鈴蘭台南町 6 丁目 1-1 通所介護 

43 養護老人ホーム鈴蘭台荘 北区鈴蘭台東町 2 丁目 4-6 養護老人ホーム/特定施設 

44 
グループホームさくらの家/デイサービスセンター 

さくらの家 
北区八多町中 1367 グループホーム/通所介護 

45 上野丘更生寮 北区淡河町東畑７５ 障害者支援施設 

46 上野丘学園 北区淡河町東畑７５番地 障害児支援施設／障害者支援施設 

47 障害者支援施設二郎苑 北区有野町二郎字篭谷 898 番 10 障害者支援施設 

48 放課後等デイサービス にろうえん 北区有野町二郎字篭谷 898 番 10 障害児支援施設 

49 よろこび荘 北区有野中町２丁目５番３３号 障害者支援施設 

50 ようき寮 北区有野中町２丁目５番４号 障害者支援施設 

51 ひだまり園 北区有野中町 2-5-10 障害者支援施設 

52 おかば学園 北区有野中町２－５－１９ 障害児支援施設／障害者支援施設 

53 放課後等デイサービス ウィズ・ユー神戸谷上 北区谷上西町 16－3 プランドール谷上 102 号室 障害児支援施設 

54 放課後等デイサービスＦＲＯＧ 北区花山台２番６号 ラム－ル花山Ａ棟２０１号 障害児支援施設 

55 みのたに園短期入所事業所 北区筑紫が丘５丁目１０－１ 障害者支援施設 

56 みらいおもいけ園 長田区重池町 2丁目 3 番 1 号 障害者支援施設 

57 介護老人保健施設ヴィラ光陽 長田区大日丘町 2-7 介護老人保健施設 

58 ケアハウス丸山の郷 長田区雲雀ケ丘 1-14-1 ケアハウス/特定施設 

59 特別養護老人ホーム長田すみれ園 長田区鹿松町 2丁目 9-43 特別養護老人ホーム/ショート/通所介護 

60 放課後等デイサービスＴＲＡＭＰ 長田区大丸町３丁目９－５ 障害児支援施設 

61 エール 長田区高取山町 1丁目 5-6 障害者支援施設 
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  名称 住所 施設種類 

62 
愛の園/デイサービスセンター/愛の園デイサービスひ

だまり/シオンの丘 
須磨区妙法寺字野路山 1053 

特養/ショート/認知デイ/地密特養/

通所介護 

63 グループホーム希望の家 須磨区妙法寺字藪中 1242 グループホーム 

64 介護老人保健施設すま松の郷 須磨区妙法寺字樫原 2-1 介護老人保健施設 

65 ケアハウス須磨浦の里みち 須磨区一ノ谷町 3-3-16 ケアハウス/特定施設 

66 
特別養護老人ホーム須磨浦の里/デイサービス/ショー

トステイ 
須磨区一ノ谷町 3-3-21 特養/ショート/通所介護 

67 ケアハウス須磨浦の里 須磨区一ノ谷町 3-3-21 ケアハウス/特定施設 

68 グリーンリーフ高倉 須磨区高倉町 1丁目 6-24 介護老人保健施設 

69 神戸市立和光園 須磨区養老町 1丁目 8 番 30 号 養護/ケアハウス/救護 

70 特別養護老人ホーム友が丘ＹＵＡＩ 須磨区友が丘 3 丁目 126 番地 特養/ショート/通所介護 

71 ヨハネ小規模作業所 須磨区奥山畑町 2番地 障害者支援施設 

72 須磨はなやぎ倶楽部 須磨区西須磨字西須磨 1-3 通所介護 

73 キツツキの森 須磨区西須磨字西須磨１－３ 障害児支援施設 

74 こんにちは友が丘 須磨区友が丘３丁目１２６番地 障害者支援施設 

75 こぐま第１ホーム 垂水区南多聞台 4丁目 11-3-104 障害者支援施設 

76 こぐまホームショートステイ 垂水区南多聞台 4丁目 11－3－104 障害者支援施設 

77 デイサービスセンターふれあいひろば 垂水区塩屋町 664 通所介護 

78 AnyCare 名谷リハビリ特化型デイサービス 垂水区名谷町湯屋谷２２３９ 通所介護 

79 こどもプラス名谷教室 
垂水区名谷町字春日手 2290 番地の１ 

リバーサイド樫の木１階 
障害児支援施設 

80 特別養護老人ホーム サンホーム神戸西 西区平野町印路 887-8 特別養護老人ホーム/ショート/通所介護 

81 大慈吉祥園/大慈弥勒園/大慈デイサービスセンター 西区櫨谷町長谷 13-1 養護/特定施設/特養/ショート/通所介護 

82 あさぎりの里 西区神出町南６１９番地 障害者支援施設 

83 ゼノの村 西区神出町南６１９－１９ 障害者支援施設 

84 さわらび学園 西区神出町南字美濃谷 619-19 障害児支援施設／障害者支援施設 

85 グループホーム風の丘 西区神出町南 619 障害者支援施設 

健康局関係施設     

86 もりレディースクリニック 東灘区本山北町 2 丁目 9-7 病院施設 

87 公益財団法人甲南会甲南医療センター 東灘区鴨子ｹ原 1 丁目 5-16 病院施設 

88 医療法人 昭生病院 灘区鶴甲 3-13-19 病院施設 

89 神戸海星病院 灘区篠原北町 3-11-15 病院施設 

90 六甲病院 灘区土山町 5-1 病院施設 

91 ろっこう医療生活協同組合灘診療所 灘区水道筋 6-6-3 病院施設 

92 春日野会病院 中央区野崎通 4-1-2 病院施設 

93 医療法人甲風会有馬温泉病院 北区有馬町字山田山 1819-2 病院施設 

94 向陽病院 北区有野町有野 1490 病院施設 

95 神戸アドベンチスト病院 北区有野台 8 丁目 4-1 病院施設 

96 真星病院 北区山田町上谷上字古々谷 12-3 病院施設 

97 大池病院 北区山田町上谷上字溲原 25 病院施設 

98 兵庫県立ひょうごこころの医療センター 北区山田町上谷上字登り尾 3 病院施設 

99 適寿ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 長田区花山町 2 丁目 11-32 病院施設 

100 須磨浦病院 須磨区一ノ谷町 3-3-8 病院施設 

101 医療法人徳洲会 神戸徳洲会病院 垂水区上高丸 1-3-10 病院施設 

102 神戸掖済会病院 垂水区学が丘 1-21-1 病院施設 

103 医療法人財団 兵庫錦秀会 神出病院 西区神出町勝成 78-53 病院施設 

こども家庭局関係施設 

104 光の園幼稚園 東灘区岡本 1-14-12 幼稚園 

105 認定こども園 松蔭おかもと保育園 東灘区岡本 7 丁目 3-14 児童福祉施設 

106 中村 赤ちゃんホーム 東灘区岡本 8 丁目 家庭的保育事業所 

107 高羽西岡本保育園 東灘区西岡本 2-25-4-102 児童福祉施設 

108 学童保育所あすなろ 東灘区住吉山手 8丁目 5-4 内田文化 2F 学童保育施設 

109 甲南幼稚園 東灘区住吉本町 1丁目 12 番 1 号 幼稚園 

110 幼保連携型認定こども園 本山北町あすのこども園 東灘区本山北町 3-2-28 児童福祉施設 

111 本山第一学童保育所 やまびこクラブ 東灘区本山中町 4-8-3 学童保育施設 

112 頌栄幼稚園 東灘区御影山手 1-18-1 幼稚園 

113 六甲丘の上保育園 Buranko 灘区篠原北町 3-13-1 認可外保育施設 

114 同朋学園 灘区篠原北町 4丁目 8 番 1 号 児童福祉施設 

115 幼保連携型認定こども園同朋保育園 灘区篠原北町 4-8-1 児童福祉施設 

116 かおる幼稚園 灘区薬師通 4-2-8 幼稚園 

117 幼保連携型認定こども園 なかはらこども園 灘区中原通 6-4-5 児童福祉施設 

118 上野児童館 灘区赤坂通 6-1-18 児童福祉施設 

119 若草幼稚園 灘区土山町 1-5 幼稚園 

120 摩耶学童保育所 灘区国玉通 2-8-3 ル・パレ国玉 2 階 学童保育施設 

121 幼保連携型認定こども園 青谷愛児園 灘区青谷町 2-1-9 児童福祉施設 

122 倉石保育所 灘区倉石通 4-1-10 児童福祉施設 

123 六甲敬愛保育園 
灘区鶴甲 1-5-2 

特別養護老人ホーム エル・グレイス六甲１F 
事業所内保育事業 

124 ricco 六甲保育園 灘区鶴甲 2－15－5 児童福祉施設 

125 生田保育所 中央区楠町 8-10-2 児童福祉施設 

126 清風児童館 中央区楠町 8-10-3 児童福祉施設 

127 光の丘幼稚園 中央区山本通 1-7-27 幼稚園 
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  名称 住所 施設種類 

128 山手幼稚園 中央区山本通 3-16-12 幼稚園 

129 熊内幼稚園 中央区熊内町 9丁目 2-18 幼稚園 

130 りんご保育園 中央区中山手通 2-17-12 認可外保育施設 

131 神女中山手保育園 中央区中山手通 2丁目 23-2 児童福祉施設 

132 Ohana 保育園 中央区中山手通4丁目10‐3 グランドメゾン中山手2Ｆ 小規模保育事業所 

133 北野坂保育園 中央区北野町 3丁目 1-7 児童福祉施設 

134 078With-Kids 新神戸 中央区北野町 1-1-4F 認可外保育施設 

135 もえぎ保育園 中央区北野町 2-10-10 認可外保育施設 

136 聖ミカエル北野園 中央区北野町 4-10-19 児童福祉施設 

137 神戸オリーブ保育園 中央区山本通 1-7-11 ドゥマンビル 3階 小規模保育事業 

138 はっぴぃばーす KOBE 中央区加納町 3-13-3 マツモトビル 1F 小規模保育事業 

139 FIGO kitano 中央区山本通 1-7-11 認可外保育施設 

140 きたの小規模保育園 中央区山本通 3-1-1-101 小規模保育事業 

141 キンダーガーデン新神戸 中央区生田町 1-4-1 認可外保育施設 

142 神戸実業学院 兵庫区平野町天王谷奥東服山 270 児童福祉施設 

143 幼保連携型認定こども園 ゆりかごこども園 兵庫区氷室町 2丁目 14-1 児童福祉施設 

144 レナ幼稚園 北区有野町唐櫃字西の垣 2833 幼稚園 

145 こぐまプリスクール有馬園 北区有馬町1297－1グランシャリオンゆけむり坂201号室 認可外保育施設 

146 谷上学童保育コーナー 北区山田町下谷上字中山 16 谷上小学校内 学童保育施設 

147 兵庫県立ひょうごこころの医療センターひまわり保育園 北区山田町上谷上字登り尾３ 認可外保育施設 

148 小部児童館 北区鈴蘭台北町 7-11-40 児童福祉施設 

149 小部学童保育コーナー 北区鈴蘭台北町 3-8-1 小部小学校内 学童保育施設 

150 認定こども園 鈴蘭台幼稚園 北区鈴蘭台南町 1-2-15 児童福祉施設 

151 君影学童保育コーナー 北区君影 1-11-3 君影小学校内 学童保育施設 

152 甲緑学童保育コーナー 北区緑町 7-12-10 甲緑小学校内 学童保育施設 

153 小規模保育園 北鈴どんぐり園 北区若葉台 1-10-19 小規模保育事業所 

154 わんぱくほくと(神戸ほくと病院) 北区山田町下谷上字門口 9-4 認可外保育施設 

155 神戸ヤクルト谷上センターミルミル保育園 北区谷上西町 14-3 認可外保育施設 

156 ぽれぽれ園 北区大沢町日西原 1347 認可外保育施設 

157 幼保連携型認定こども園 けやき保育園 長田区大日丘町 3-10-9 児童福祉施設 

158 房王寺保育所 長田区房王寺町 5-1-5-100 児童福祉施設 

159 しろはな幼稚園 長田区池田寺町 25 幼稚園 

160 丸山学童保育コーナー 長田区西丸山 3-2-1 丸山小学校内 学童保育施設 

161 妙法寺児童館 須磨区妙法寺字毘沙門山 1 児童福祉施設 

162 認定こども園 禅昌寺幼稚園 須磨区禅昌寺町 2-5-1 児童福祉施設 

163 すまいる保育園 須磨区高倉町 1丁目 6-24 児童福祉施設 

164 若草児童館 須磨区若草町 3-14-9 児童福祉施設 

165 幼保連携型認定こども園 大手幼稚園 須磨区大手町 7-1-1 児童福祉施設 

166 松尾学童保育コーナー 須磨区北落合 2-13-1 松尾小学校内 学童保育施設 

167 キティ保育園 須磨区妙法寺界地 88-7 認可外保育施設 

168 企業主導型保育園キアラ保育室 須磨区妙法寺字野路山 1053 認可外保育施設 

169 さくら園すまきた園 須磨区妙法寺字菅ノ池 684-1 事業所内保育事業 

170 須磨ゆめ保育園 須磨区白川字不計 22-1 認可外保育施設 

171 幼保連携型認定こども園 夢の森 垂水区高丸 6-3-1 児童福祉施設 

172 幼保連携型認定こども園彩の森 垂水区高丸 6-５-４ 児童福祉施設 

173 幼保連携型認定こども園 かすがこども園 垂水区北舞子 2-5-14 児童福祉施設 

174 奥ノ池保育所 垂水区狩口台 3-1-5 児童福祉施設 

175 塩屋キッズブライトインターナショナルプリスクール 垂水区塩屋町 7-1-5 認可外保育施設 

176 神戸徳州会病院 太陽の子保育園 垂水区上高丸 1-3-10 認可外保育施設 

177 医療法人社団菫会名谷すみれ保育園 垂水区名谷町字湯屋谷2245-1 万輝オート商会ビル2F 認可外保育施設 

教育委員会事務局関係施設 

178 神戸市立山田幼稚園 北区山田町中字長尾サ 18 幼稚園 

179 神戸市立たるみ幼稚園 垂水区高丸 6-3-1 幼稚園 

180 神戸市立本山第三小学校 東灘区本山中町 1-2-35 小学校 

181 神戸市立渦が森小学校 東灘区渦森台 1-12-1 小学校 

182 神戸市立御影北小学校 東灘区御影山手 1-12-1 小学校 

183 神戸市立鶴甲小学校 灘区鶴甲 2-10-1 小学校 

184 神戸市立摩耶小学校 灘区畑原通 4-1-1 小学校 

185 神戸市立福住小学校 灘区福住通 7-1-1 小学校 

186 神戸市立美野丘小学校 灘区箕岡通 1-3-17 小学校 

187 神戸市立山の手小学校 中央区中山手通 7-31-1 小学校 

188 神戸市立有馬小学校 北区有馬町 1274 小学校 

189 神戸市立谷上小学校 北区山田町下谷上字中上 16 小学校 

190 神戸市立甲緑小学校 北区緑町 7-12-10 小学校 

191 神戸市立小部東小学校 北区鈴蘭台北町 7-11-22 小学校 

192 神戸市立小部小学校 北区鈴蘭台北町 3-8-1 小学校 

193 神戸市立藍那小学校 北区山田町藍那字蛇谷 1-10 小学校 

194 神戸市立大池小学校 北区西大池 2-24-1 小学校 

195 神戸市立君影小学校 北区君影町 1-11-13 小学校 

196 神戸市立ひよどり台小学校 北区ひよどり台 3-3 小学校 

197 神戸市立名倉小学校 長田区房王寺町 4-7-15 小学校 

198 神戸市立丸山ひばり小学校 長田区西丸山町 3-2-1 小学校 



■ 風水害対策編 

［応急対応計画］ 

  名称 住所 施設種類 

199 神戸市立池田小学校 長田区池田上町 19 小学校 

200 神戸市立北須磨小学校 須磨区離宮西町 2-1-1 小学校 

201 神戸市立多井畑小学校 須磨区友が丘 3-106 小学校 

202 神戸市立妙法寺小学校 須磨区妙法寺字桜界地 106-1 小学校 

203 神戸市立横尾小学校 須磨区横尾 5-3 小学校 

204 神戸市立松尾小学校 須磨区北落合 2-13-1 小学校 

205 神戸市立菅の台小学校 須磨区菅の台 4-3-2 小学校 

206 神戸市立塩屋北小学校 垂水区塩屋北町 4-10-1 小学校 

207 神戸市立千代が丘小学校 垂水区上高丸 1-4-2 小学校 

208 神戸市立東舞子小学校 垂水区舞子台 4-10-1 小学校 

209 神戸市立長坂小学校 西区伊川谷町長坂字重塚 910-1 小学校 

210 神戸市立井吹東小学校 西区井吹台東町 5-32 小学校 

211 神戸市立平野小学校 西区平野町宮前 301 小学校 

212 神戸市立鷹匠中学校 灘区高徳町 2-2-19 中学校 

213 神戸市立長峰中学校 灘区長峰台 2-2-1 中学校 

214 神戸市立上野中学校 灘区国玉通 1-1-1 中学校 

215 神戸市立葺合中学校 灘区熊内町 1-4-28 中学校 

216 神戸市立布引中学校 灘区熊内町 6-7-1 中学校 

217 神戸市立有馬中学校 北区有野台 7-18 中学校 

218 神戸市立山田中学校 北区山田町下谷上宮前 15 中学校 

219 神戸市立鈴蘭台中学校 北区北五葉 2-10-32 中学校 

220 神戸市立北神戸中学校 北区鹿の子台北町 2-8-1 中学校 

221 神戸市立大池中学校 北区西大池 2-24-3 中学校 

222 神戸市立雲雀丘中学校 長田区雲雀ヶ丘 1-1-1 中学校 

223 神戸市立丸山中学校 長田区大丸町 2-17-1 中学校 

224 神戸市立西代中学校 長田区上池田 2-4-1 中学校 

225 神戸市立高取台中学校 長田区高取山町 1-1-1 中学校 

226 神戸市立飛松中学校 須磨区大手町 8-4-25 中学校 

227 神戸市立横尾中学校 須磨区横尾 2-1-2 中学校 

228 神戸市立須磨北中学校 須磨区東白川台 5-1-1 中学校 

229 神戸市立塩屋中学校 垂水区塩屋町字大谷 中学校 

230 神戸市立福田中学校 垂水区名谷町猿倉 254 中学校 

231 神戸市立垂水中学校 垂水区上高丸 1-4-1 中学校 

232 神戸市立多聞東中学校 垂水区学が丘 3-1-1 中学校 

233 神戸市立本多聞中学校 垂水区本多聞 2-16-1 中学校 

234 神戸市立舞子中学校 垂水区狩口台 3-1-1 中学校 

235 神戸市立伊川谷中学校 西区伊川谷町上脇字鬼神山 1005-2 中学校 

236 神戸市立桜が丘中学校 西区桜が丘東町 2-11-1 中学校 

237 神戸市立押部谷中学校 西区押部谷町押部字吉谷 722 中学校 

238 兵庫県立神戸高等学校 灘区城の下通 1-5-1 高等学校 

239 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 北区山田町下谷上字中一里山 9-107 高等学校 

240 兵庫県立北須磨高等学校 須磨区友が丘 9-23 高等学校 

241 兵庫県立須磨友が丘高等学校 須磨区友が丘 1-1-5 高等学校 

242 甲南女子中学校 東灘区森北町 5-6-1 中学校 

243 六甲学院中学校 灘区篠原伯母野山町 2-4-1 中学校 

244 松蔭中学校 灘区青谷町 3-4-47 中学校 

245 親和中学校 灘区土山町 6-1 中学校 

246 神戸龍谷中学校 中央区中島通 5-3-1 中学校 

247 神戸山手女子中学校 中央区諏訪山町 6-1 中学校 

248 須磨学園中学校 須磨区板宿町 3-15-14 中学校 

249 甲南女子高等学校 東灘区森北町 5-6-1 高等学校 

250 六甲学院高等学校 灘区篠原伯母野山町 2-4-1 高等学校 

251 松蔭高等学校 灘区青谷町 3-4-47 高等学校 

252 親和女子高等学校 灘区土山町 6-1 高等学校 

253 神戸龍谷高等学校 中央区中島通 5-3-1 高等学校 

254 神戸第一高等学校 中央区葺合町寺ヶ谷 1 高等学校 

255 神戸山手女子高等学校 中央区諏訪山町 6-1 高等学校 

256 神戸常盤女子高等学校 長田区池田上町 92 高等学校 

257 育英高等学校 長田区長尾町 2-1-15 高等学校 

258 須磨学園高等学校 須磨区板宿町 3-15-14 高等学校 

259 神戸弘陵学園高等学校 北区山田町小部妙賀山 10-4 高等学校 

 

  


