
資料5-4-1-1

洪水浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧（水防法による指定河川）

名称 住所 施設種類 河川名
計画規模降雨による

浸水想定区域内

福祉局関係施設  

1 特別養護老人ホームうみのほしルルド 東灘区魚崎西町１丁目７番１４号
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護/短期入所生活介護

住吉川

石屋川

2 介護老人保健施設すばる魚崎の郷 東灘区魚崎西町２丁目３番１９号 介護老人保健施設 住吉川

3 あいランドクラブ 東灘区魚崎西町３丁目６−４ 障害福祉サービス事業所 住吉川

4 うみのほしルルド小規模多機能 東灘区魚崎西町一丁目７番１４号 小規模多機能型居宅介護
住吉川

石屋川

5 空① 東灘区魚崎中町2-9-17べステップ魚崎１階 障害者支援施設 住吉川

6 魚崎高齢者介護支援センター 東灘区魚崎中町4-10-50 短期入所・通所介護 住吉川

7 特別養護老人ホームサンライフ魚崎 東灘区魚崎中町４丁目１０−５０ 介護老人福祉施設 住吉川

8 フレール魚崎中町 東灘区魚崎中町４丁目１０−５０ 認知症対応型共同生活介護 住吉川

9 あいの郷 東灘区魚崎中町４丁目２−４ 地域密着型通所介護 住吉川

10 協同の苑魚崎中町デイサービス 東灘区魚崎中町４丁目３番１８号 通所介護・認知症対応型通所介護 住吉川

11 介護老人保健施設アトレーユうおざき 東灘区魚崎南町３丁目７−１８ 介護老人保健施設 住吉川

12 がんばりっこ魚崎 東灘区魚崎南町３丁目９-21-２Ｆ 障害児支援施設 住吉川

13 放課後等デイサービス ウィズ・ユー魚崎南 東灘区魚崎南町３丁目17−10先山ビル２階 障害児支援施設 住吉川

14 ケアハウスこすもぴあ 東灘区魚崎南町４丁目１３−１１ 特定施設入居者生活介護 住吉川

15 こすもぴあデイサービスセンター 東灘区魚崎南町４丁目１３−１１ 通所介護 住吉川

16 こすもぴあ小規模多機能ホーム 東灘区魚崎南町４丁目１３番２４号 小規模多機能型居宅介護 住吉川

17 はぴね神戸魚崎 東灘区魚崎南町5-5-21
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
住吉川

18 アネシス魚崎 東灘区魚崎南町５丁目１３−６ 認知症対応型共同生活介護 住吉川

19 はぴね神戸魚崎弐番館 東灘区魚崎南町8-10-7
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
住吉川

20 うみのほし魚崎デイサービスセンター 東灘区魚崎南町８丁目１０−１０ 地域密着型通所介護 住吉川

21 グループホームうみのほし魚崎 東灘区魚崎南町８丁目１０−１０ 認知症対応型共同生活介護 住吉川

22 就労支援事業所 ＴＯ ＮＥＸＴ 東灘 東灘区魚崎北町1丁目13番９号１階 障害者支援施設 住吉川

23 グループホーム愛 魚崎北町 東灘区魚崎北町２丁目３番４号 認知症対応型共同生活介護 住吉川

24 ろっこう医療生活協同組合うはら多機能ホーム 東灘区魚崎北町６−９−１８ 小規模多機能型居宅介護 住吉川

25 グループホームサンライフさくら魚崎北町 東灘区魚崎北町７丁目９番２０号 認知症対応型共同生活介護 住吉川

26 リハ・うさぎ御影スタジオ 東灘区御影1丁目11番16号ジュネシス御影 通所介護 石屋川

32 ジャングルくらぶ
東灘区御影中町６−４−１２

ヴィレッジ御影１階
障害福祉サービス事業所 石屋川

33 生活介護にじのかけ橋 東灘区御影中町８−３−１４ 障害福祉サービス事業所 石屋川

34 アルテ石屋川 東灘区御影塚町1-10-13
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護
石屋川

37 協同の苑は～とらんど甲南デイサービス
東灘区甲南町２丁目１−２０

コープリビング甲南３F
通所介護 住吉川

38 アズリック東灘 甲南 東灘区甲南町3丁目7-4 通所介護 住吉川

39 あかり機能訓練デイサービス
東灘区甲南町３−９−５

ワコーレファラオ甲南ＥＡＳＴ１０２
地域密着型通所介護 住吉川

40 すぎちゃんデイサービス
東灘区甲南町四丁目11番10号

LA・KONAN１階
地域密着型通所介護 住吉川

41 樹楽 神戸住吉 東灘区住吉宮町２−１３−１１ 地域密着型通所介護 住吉川

42 特別養護老人ホームセ・ラ・ヴィ 東灘区住吉宮町３−４−１７ 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 住吉川

43 東灘在宅福祉センター 東灘区住吉宮町３−４−１７ 通所介護 住吉川

44 Ｃａｎｖａｓ 住吉 東灘区住吉宮町３丁目６−１９ 通所介護
住吉川

西瀨川水系

45 「ｆ」 東灘区住吉宮町３丁目１６番７号駒田ビル 障害福祉サービス事業所 住吉川

46 サンライフ住吉川 東灘区住吉東町1-3-17-3
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
住吉川

47 シニアスタイル神戸住吉 東灘区住吉東町4丁目2-17 特定施設入居者生活介護 住吉川

48 デイサービス ソラスト住吉川
東灘区住吉南町２−１１−１２

モアライフ住吉川南１０１号
地域密着型通所介護 住吉川

49 オリンピア住吉 東灘区住吉南町３丁目２番１４号 障害福祉サービス事業所 住吉川

51 リハビリデイサービス・さんぼんのき
東灘区住吉南町三丁目４番８号

サニーコート住吉１階
地域密着型通所介護 住吉川

52 ポラリスデイサービスセンター住吉
東灘区住吉本町1丁目10-46

アメニティコート住吉本町
地域密着型通所介護 住吉川

53 住吉デイサービス
東灘区住吉本町３丁目４−１５

インターメディックビル１階
通所介護 住吉川

54 メディカルホームグランダ深江南 東灘区深江南町2-8-25
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
芦屋川

55 グランダ甲南山手 東灘区深江北町1-15-4
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
芦屋川

56 COCOワークカレッジ 東灘 東灘区深江北町4-7-7 朝日プラザ深江北町108 障害者支援施設 高橋川

57 くすのきデイサービスセンター 東灘区深江本町１−７−２７ 通所介護 芦屋川

58 くるみ 東灘区深江本町２丁目12-11 障害児支援施設 高橋川

59 放課後デイサービスここいろ チルル 東灘区深江本町３丁目１−３ 障害児支援施設
住吉川

高橋川

60 ここなくらぶ東灘 東灘区深江本町３丁目８−12 21東灘２Ｆ 障害児支援施設 住吉川



61 ヴェール遊々クラブ
東灘区深江本町３丁目９−１

深江駅前ビル２０４
障害福祉サービス事業所 住吉川

62 特別養護老人ホームロングステージＫＯＢＥ岡本 東灘区西岡本２−２５−４−１０１ 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 住吉川

63 デイサービスセンターＫＯＢＥ岡本 東灘区西岡本２−２５−４−１０１ 通所介護 住吉川

64 イリーゼ神戸青木 東灘区青木2丁目4番26号
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
住吉川

65 やさしい手看護小規模多機能型居宅介護かえりえ東灘 東灘区青木３丁目１−４３
複合型サービス

（看護小規模多機能型居宅介護）
住吉川

66 アズリック東灘
東灘区青木二丁目１４番２１号

ロマンツェ東灘１階
地域密着型通所介護 住吉川

67 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ 東灘区青木6丁目6−16−108−３ 障害児支援施設 住吉川

68 コープは～とらんどすこやかデイ本山 東灘区田中町２丁目９−１０ハイム本山１階 通所介護 住吉川

69 コープは～とらんどふれあいデイ本山 東灘区田中町２丁目９−１０ハイム本山１階 認知症対応型通所介護 住吉川

70 リハビリデイサービス ステップリハ本山 東灘区田中町３丁目４−９ コーポ山口１F 通所介護 住吉川

71 レコードブック神戸住吉
東灘区田中町４丁目６−７

ハイマート東灘１０６号室
地域密着型通所介護 住吉川

72 特別養護老人ホームおおぎの郷 東灘区北青木１丁目１−３ 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 住吉川

73 デイサービスセンターおおぎの郷 東灘区北青木１丁目１番３号 通所介護 住吉川

74 東灘リハビリデイサービス 東灘区北青木３丁目７−２ 地域密着型通所介護 住吉川

75 エレガーノ甲南 東灘区本山南町３丁目３番１号 特定施設入居者生活介護 住吉川

76 リハビリホームグランダ摂津本山 東灘区本山南町5-2-12
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
住吉川

77 やすらぎデイサービスつどい
東灘区本山南町５丁目１−１０

アビリティ岡本南１０１
地域密着型通所介護 住吉川

78 ベストケア・デイサービスセンター東灘 東灘区本山南町６丁目１−６ 通所介護 高橋川

79 特別養護老人ホーム甲南山手 東灘区本庄町１丁目１０−２
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護/短期入所者生活介護
芦屋川

80 ディサービスつむぎ 東灘区本庄町１丁目２番21号 認知症対応型通所介護 芦屋川

81 ARC甲南山手 東灘区本庄町１丁目８−１３ 通所介護 芦屋川

82 デイサービスセンター The SPA 甲南山手 東灘区本庄町2丁目8番36号 通所介護 芦屋川

83 メディカルケアハウス甲南山手 東灘区本庄町2丁目8番36号 特定施設入居者生活介護 芦屋川

84 リトル・ムーヴ
東灘区本庄町３丁目７-17

ソレイユ甲南ビル１階
障害児支援施設 高橋川

85 しょうせい式放課後等デイサービスぷりん 甲南山手 東灘区本庄町３丁目７-21 障害児支援施設 高橋川

86 ゆうとぴ庵神戸・石屋川 灘区記田町１丁目３−７ 認知症対応型共同生活介護 石屋川

87 メディカルホームグランダ御影西 灘区記田町2-1-11
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
石屋川

88 ARC 灘 灘区記田町３丁目１−２０ 通所介護 石屋川

89 はんしんいきいきデイサービス神戸灘店
灘区記田町３丁目２−１５

ベルエール六甲道101
地域密着型通所介護 石屋川

90 グループホームケアウイング弓の木 灘区弓木町２丁目２番１９号 認知症対応型共同生活介護 石屋川

91 介護老人保健施設神戸日の出苑 灘区大石南町２−１−１ 介護老人保健施設 都賀川

92 ショートステイロングステージＫＯＢＥ大石 灘区大石南町２丁目４−２２ 短期入所生活介護 都賀川

93 ケアハウスロングステージＫＯＢＥ大石 灘区大石南町２丁目４−２２ 特定施設入居者生活介護 都賀川

94 特別養護老人ホームロングステージＫＯＢＥ大石 灘区大石南町２丁目４番２２号
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
都賀川

95 放課後等デイサービス ＫＩＤ ＡＣＡＤＥＭＹ大石校 灘区大石東町５丁目２−５ ４階 障害児支援施設 都賀川

96 介護老人保健施設ケアホームすばる 灘区大和町１丁目２−１ 介護老人保健施設 石屋川

97 グループホームケアウイング六甲 灘区大和町４丁目５−２５ 認知症対応型共同生活介護 石屋川

98 デイサービスケアウイング六甲 灘区大和町４丁目５−２５ 地域密着型通所介護 石屋川

99 グランフォレスト神戸六甲 灘区中郷町３−３−７ 特定施設入居者生活介護 石屋川

100 デイスペースほほえみの里
灘区徳井町４丁目１−２

サンシャイン徳井１階
通所介護 石屋川

101 ろっこう医療生活協同組合小規模多機能とががわ 灘区灘南通1−1−1 小規模多機能型居宅介護 都賀川

102 エレガリオ神戸 中央区海岸通6-2-14
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
新湊川

103 あいアップリハビリデイサービス
中央区相生町５丁目１２番１８号

柳ビル１階
地域密着型通所介護 新湊川

104 プリモ神戸
中央区多聞通１丁目３−２

多聞ビル３F
障害福祉サービス事業所 新湊川

105 小規模多機能型居宅介護「ゆうき」 中央区東川崎町７丁目４−３ 小規模多機能型居宅介護 新湊川

106 介護老人保健施設サニーピア 中央区波止場町３番１２号 介護老人保健施設 新湊川

107 小規模多機能型居宅介護フリーダム兵庫 兵庫区永沢町３丁目２番２３号 小規模多機能型居宅介護 新湊川

108 ここなくらぶ新開地
兵庫区永沢町３丁目７−７ イーデンハイツ永

沢101
障害児支援施設 新湊川

109 兵庫駅前児童デイサービスステップ
兵庫区駅前通１丁目３番14号ブリックシャ

トー兵庫201号
障害児支援施設 新湊川

110 ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ 兵庫区駅前通４丁目１−３２ 通所介護 新湊川

111 ＰＬＵＭの里 兵庫区駅前通４丁目１番３２号 小規模多機能型居宅介護 新湊川

112 ＰＬＵＭの里
兵庫区駅前通４丁目１番32号

スノープラムビル２階
障害者支援施設 新湊川

113 キャナルタウン高齢者介護支援センター 兵庫区駅南通5-1-2 短期入所・通所介護 新湊川

114 特別養護老人ホームモーツァルト兵庫駅前 兵庫区駅南通５−１−２ 介護老人福祉施設 新湊川

115 神戸市立自立センターひょうご 兵庫区駅南通5丁目1番1号 通所介護 新湊川



116 多機能型障がい者デイセンターひょうご
兵庫区駅南通５丁目１番１号

立中部在宅障害者福祉センター３階
通所介護 新湊川

117 パンダキッズ兵庫 兵庫区駅南通５丁目２番１-102-１ 障害児支援施設 新湊川

118 デイサービスセンターハーブ 兵庫区下沢通３丁目４番３号 通所介護 新湊川

119 パワーリハビリ・デイサービスかみさわ
兵庫区下沢通５丁目２−９

大地グランハイム１階
通所介護 新湊川

120 グループホーム愛 兵庫区下沢通８丁目２−２０ 認知症対応型共同生活介護 新湊川

121 就労継続支援Ｂ型事業所 みらいてらす 兵庫区荒田町１丁目12番８号 障害者支援施設 新湊川

122 特別養護老人ホーム 真愛あらたホーム 兵庫区荒田町３丁目４７番１号 介護老人福祉施設 新湊川

123
真愛あらたホーム 空床型短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護
兵庫区荒田町３丁目４７番１号 短期入所生活介護 新湊川

124 まんてん堂デイサービスセンターひょうご湊 兵庫区荒田町３丁目８２番２号 通所介護 新湊川

125 まんてん堂グループホームひょうご湊 兵庫区荒田町３丁目８２番２号 認知症対応型共同生活介護 新湊川

126 デイサービス木の実 兵庫区荒田町４丁目７番１１号 地域密着型通所介護 新湊川

127 デイサービス ファミーユ 兵庫区佐比江町９ 富貴ビル３０１号 地域密着型通所介護 新湊川

128 そんぽの家兵庫柳原 兵庫区三川口町3-5-15
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
新湊川

129 グループホーム モーツァルトいのり 兵庫区松原通２丁目１番１７−１ 認知症対応型共同生活介護 新湊川

130 デイサービス モーツァルトいのり 兵庫区松原通２丁目１番１７−１号 地域密着型通所介護 新湊川

131 小規模多機能型居宅介護事業所スリール兵庫上沢 兵庫区上沢通8丁目9番1号 小規模多機能型居宅介護 新湊川

132 デイサービスセンターあいらんど
兵庫区西上橘通１丁目１-８

ルミナスコート１階
地域密着型通所介護 新湊川

133 デイサービス 箒星
兵庫区西多聞通２丁目１−１９

ジョイフル兵庫１０１号室
地域密着型通所介護 新湊川

136 介護老人保健施設兵庫みどり苑 兵庫区大開通２丁目２−１ 介護老人保健施設 新湊川

137 デイサービス花うさぎ
兵庫区大開通２丁目３−２１

フキ神戸ビル２F
通所介護 新湊川

138 デイサービスまめ福 兵庫区大開通５丁目１−１５ 通所介護 新湊川

139 アーチ・デイサービス 大開
兵庫区大開通５丁目２−２２

シーナ神戸大開ビル
通所介護 新湊川

140 アースサポート兵庫 兵庫区中道通５丁目１−８ 通所介護 新湊川

141 中道高齢者介護支援センター 兵庫区中道通6-1-33 短期入所・通所介護 新湊川

142 特別養護老人ホームパーマリィ・イン中道 兵庫区中道通6丁目１−３３ 介護老人福祉施設 新湊川

143 デイサービスあさんて
兵庫区中道通７丁目１-３

オアシスコート大開
地域密着型通所介護 新湊川

144 パワーデイサービス
兵庫区塚本通１丁目２番２号

ニッシン第２ビル
通所介護 新湊川

145 柔らかリハビリデイサービス
兵庫区塚本通２丁目２−２５

柔道整復師会館４階
地域密着型通所介護 新湊川

146 介護老人保健施設フローラルヴィラ兵庫 兵庫区塚本通３丁目１番７号 介護老人保健施設 新湊川

147 さくらハート
兵庫区塚本通７丁目２-17

セントアベニュー兵庫201
障害者支援施設 新湊川

148 リハビリテーションデイGREEN APPLE 兵庫区東山町４丁目１９−１ 通所介護 新湊川

149 レコードブック兵庫駅前 兵庫区入江通3-1-27 地域密着型通所介護 新湊川

150 サエラ湊川公園 兵庫区福原町15-18 有料老人ホーム 新湊川

151 みどり通所介護センター 兵庫区兵庫町１丁目４番６号 通所介護 新湊川

152 にこにこデイサービス兵庫 兵庫区兵庫町２丁目１−３５ 地域密着型通所介護 新湊川

153 リハメイトＫＯＢＥ esteem 兵庫区兵庫町２丁目１番１９号 地域密着型通所介護 新湊川

154 グループホームきらら神戸兵庫町 兵庫区兵庫町２丁目２番１８号 地域密着型通所介護 新湊川

155 デイサービス リヴィラ 兵庫区本町一丁目１番１８号 地域密着型通所介護 新湊川

156 リハメイトKOBE regain 兵庫区湊川町４丁目６−８ 通所介護 新湊川

157 リハビリ特化型機能訓練デイサービスＥ−デイ熊野橋
兵庫区湊川町５丁目２−１

ホワイトビル１Ｆ
地域密着型通所介護 新湊川

158 フィジカルサポートデイサービス 兵庫区湊町４丁目２−１２−１０３号 地域密着型通所介護 新湊川

159 まんてん堂グループホームひょうご須佐野 兵庫区明和通２丁目１番２７号 小規模多機能型居宅介護 新湊川

160 まんてん堂小規模多機能型ホームひょうご須佐野 兵庫区明和通２丁目１番２７号 認知症対応型共同生活介護 新湊川

161 有料老人ホーム神戸大山 兵庫区水木通10丁目１−12 有料老人ホーム 新湊川

162 ＫＯＢＥ ３８ ｗｏｒｋｓｈｏｐ
兵庫区三川口町１丁目４番16号

アクリビル２・３階
障害者支援施設 新湊川

165 デイサービスあおぞら ⾧田区久保町１丁目２−１６ 通所介護
新湊川

妙法寺川

166 デイサービス ケルン
⾧田区久保町２丁目１−１８

芝山ビル１階
地域密着型通所介護

新湊川

妙法寺川

167 医療法人社団十善会 野瀬通所介護施設りあん ⾧田区久保町３丁目９番１号 通所介護 新湊川

168 小規模多機能型居宅介護フリーダム⾧田 ⾧田区宮川町１‐26‐５ 小規模多機能型居宅介護 新湊川

169 デイサービス和み
⾧田区駒ケ林町五丁目１７番１０号

シティライフ21⾧田1F
地域密着型通所介護

新湊川

妙法寺川

170 デイサービスりんく戸崎
⾧田区戸崎通２丁目1-2-101

トラストコート戸崎
地域密着型通所介護 妙法寺川

171 デイサービスハート＆ラブ ⾧田区戸崎通３丁目９番１２号 地域密着型通所介護 妙法寺川

172 ＩＰＰＯプログラミング ⾧田校 ⾧田区御屋敷通４−３−９幸永ビル202 障害児支援施設 妙法寺川

173 グループホームいろり ⾧田区御屋敷通６丁目２−２６ 認知症対応型共同生活介護 妙法寺川

174 ワークみくら ⾧田区御蔵通４丁目２０５-２ 通所介護 新湊川

175 ＡＲＣ御蔵通 ⾧田区御蔵通５丁目１４−２ 通所介護 新湊川



176 ⾧田すみれデイサービスセンター ⾧田区御蔵通５丁目205-3 通所介護 新湊川

177 ⾧田さくらホーム ⾧田区御蔵通５丁目205-3 認知症対応型共同生活介護 新湊川

178 総合福祉サービス愛ランド⾧田
⾧田区御蔵通二丁目１３番１号

ウイング神戸１F
通所介護 新湊川

179 smiling
⾧田区細田町２丁目１-25 サンナイトビル１

Ｆ
障害者支援施設 新湊川

180 まんてん堂デイサービスセンター新⾧田 ⾧田区細田町６丁目１番２４号 通所介護
新湊川

妙法寺川

181 ふれあいホーム ⾧田区三番町１丁目４−１ 通所介護/短期入所生活介護 新湊川

182 指定介護老人福祉施設ふれあいホーム ⾧田区三番町１丁目４−１ 介護老人福祉施設 新湊川

183 きれいきれいラボ ラムネの湯 ⾧田区若松町11-1-12 地域密着型通所介護
新湊川

妙法寺川

184 アシストケアクラブ鷹取
⾧田区若松町１１丁目５−１７

グレース若松１０７
地域密着型通所介護 妙法寺川

185 あんしんリハケア若松
⾧田区若松町２丁目１−９

若松ピアザビルT-4，T-5
地域密着型通所介護

新湊川

妙法寺川

186 デイサービスセンターハナの会
⾧田区若松町４丁目２−５アスタピア新⾧田エ

スタガーデン２０３
地域密着型通所介護 妙法寺川

187 いたやどクリニック ⾧田区庄山町１丁目９−１２ 短期入所生活介護 妙法寺川

188 ちゅうりっぷデイサービス
⾧田区松野通三丁目２番１３号 アヴニール松

野１０１号
地域密着型通所介護 妙法寺川

189 デイサービス ソラスト新⾧田
⾧田区松野通三丁目３番３号 キャッツビル１

０１号室
通所介護 妙法寺川

190 ルーチェ
兵庫県神戸市⾧田区神楽町１丁目２-３ 宇野

ビル201
障害者支援施設

新湊川

妙法寺川

191 リハビリパートナー オーカ ⾧田区神楽町２丁目３−１−１０１ 通所介護 新湊川

192 まいぺーす ⾧田区神楽町５丁目３番14-１ 障害者支援施設
新湊川

妙法寺川

193 ふくろうっこ ⾧田区神楽町５丁目３番14−１号 障害児支援施設
新湊川

妙法寺川

194 ふくろうの杜デイサービス ⾧田区神楽町５丁目３番14−１号 通所介護
新湊川

妙法寺川

195 有限会社デイサービスセンターサクラ ⾧田区菅原通１丁目９−６金城ビル４Ｆ 通所介護 新湊川

196 小規模多機能型居宅介護 ハナ ⾧田区西尻池町２丁目４番２８号 小規模多機能型居宅介護
新湊川

妙法寺川

197 グループホーム ハナ ⾧田区西尻池町二丁目４番２８号 認知症対応型共同生活介護
新湊川

妙法寺川

198 ⾧田むつみ会 ⾧田区西代通１−１−５ 障害福祉サービス事業所 妙法寺川

199 西代さくら庵 ⾧田区西代通３−２−９ 地域密着型通所介護 妙法寺川

200 笑うデイサービス ⾧田区西代通４丁目３−７ 地域密着型通所介護 妙法寺川

201 ニチイケアセンター神戸西代 ⾧田区西代通４丁目７番１号 認知症対応型共同生活介護 妙法寺川

202 放課後クラブ ｅｍｍａ
⾧田区大橋町５丁目３番１号アスタプラザイー

スト地下1階010区画
障害児支援施設 妙法寺川

203 生活介護 うみがめ ⾧田区大橋町８丁目５−２ 障害者支援施設 妙法寺川

204 小規模多機能 かけはし ⾧田区大橋町9-4-6 小規模多機能型居宅介護 妙法寺川

205 リハビリ・デイサービスセンター神戸 ⾧田区大塚町1-8-11-303 地域密着型通所介護 新湊川

206 ポラリスデイサービスセンター⾧田 ⾧田区大道通1-14フレール⾧田 通所介護 新湊川

207 えびす家デイサービス
⾧田区⾧田町１丁目３−１

サンドール⾧田南館221
地域密着型通所介護 新湊川

208 グループホームＥＬＭＯ ⾧田区東尻池町１丁目10番16号 障害者支援施設 新湊川

209 介護医療院 よしだ ⾧田区東尻池町１丁目１０番２３号 介護医療院 新湊川

210 かがやきデイサービス神戸 ⾧田区東尻池町6-3-29 通所介護 新湊川

211 真野デイサービスセンター ⾧田区東尻池町６丁目３−１９ 地域密着型通所介護 新湊川

213 ショートステイ故郷の家・神戸 ⾧田区東尻池町７丁目４−２１ 短期入所生活介護 新湊川

214 デイサービス故郷の家・神戸 ⾧田区東尻池町７丁目４−２１ 通所介護 新湊川

215 デイサービスふたば ⾧田区二葉町５丁目１−１−１０１ 通所介護 妙法寺川

216 特別養護老人ホームふたば ⾧田区二葉町５丁目１−１−１０１ 介護老人福祉施設/短期入所生活介護
新湊川

妙法寺川

217 キッチンちゃとら
⾧田区二葉町五丁目１番１号

アスタくにづか５番館南棟１階135
障害者支援施設

新湊川

妙法寺川

218 リハビリモンスター ⾧田区二葉町６丁目７−１−１０３ 通所型サービス（独自）
新湊川

妙法寺川

219 あんしんリハケアEデイ新⾧田
⾧田区日吉町2丁目1-2

アスタピア新⾧田公園通り107-1
地域密着型通所介護 妙法寺川

220 デイサービスセンター イオ神戸 ⾧田区浜添通1丁目2-6 地域密着型通所介護 新湊川

223 特別養護老人ホーム⾧田ケアホーム ⾧田区北町３−３ 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 新湊川

224
西部高齢者介護支援センター

（高齢者ケアセンターながたショートステイ）
⾧田区北町３−３ 短期入所生活介護 新湊川

225
西部高齢者介護支援センター

（高齢者ケアセンターながたデイサービス）
⾧田区北町３丁目３ 通所介護 新湊川

226 西部高齢者介護支援センター ⾧田区北町３丁目−３
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
新湊川

227 グループホーム更紗 ⾧田区野田町9丁目4番13号 認知症対応型共同生活介護
新湊川

妙法寺川



228 小規模多機能施設 更紗 ⾧田区野田町９丁目４番１３号 小規模多機能型居宅介護
新湊川

妙法寺川

229 神戸⾧田ケアパークそよ風 ⾧田区六番町五丁目2-1 特定施設入居者生活介護 新湊川

230 ＳＳシャローム ⾧田区六番町７丁目２-９ 障害者支援施設 新湊川

231 グループホーム・シャローム ⾧田区六番町７丁目２-９ 障害者支援施設 新湊川

232 グループホーム スリール⾧田 ⾧田区腕塚町１丁目１番２号 認知症対応型共同生活介護
新湊川

妙法寺川

233 ⾧田在宅福祉センター ⾧田区腕塚町２丁目１−２８ 通所介護
新湊川

妙法寺川

234 ～キセキの杜～ジョブステーション神戸⾧田
⾧田区腕塚町５丁目５番１号アスタくにづか１

番館北棟 地下１階001-1
障害者支援施設 妙法寺川

235 ケアプラザそよ風ながた
⾧田区腕塚町６丁目１−３１

アスタくにづか２番館南棟
通所介護 妙法寺川

236 デイサービスセンター福 ⾧田区腕塚町７丁目６−１０ 通所介護 妙法寺川

237 プラスト新⾧田
⾧田区腕塚町四丁目２番１号

フェニーチェ神戸
地域密着型通所介護

新湊川

妙法寺川

238 Ｏｈａｎａ ⾧田区海運町3丁目6-6 障害児支援施設 妙法寺川

239 エリーネス須磨介護の家 須磨区磯馴町3-1-27
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
妙法寺川

243 レコードブック神戸常盤 須磨区常盤町２丁目３-７ 地域密着型通所介護 妙法寺川

244 機能訓練型デイ リハビット 須磨区青葉町2丁目1-25 1F 地域密着型通所介護 妙法寺川

246 グループホーム花ちとせ 須磨区千歳町４−３−３０ 認知症対応型共同生活介護 妙法寺川

247 Ｔラボスタジオ リハ・リハ 須磨区前池町3丁目4番1号 VIVA TOWN 通所介護 妙法寺川

248 有限会社デイサービスセンターサクラ・イタヤド 須磨区前池町四丁目４番１号 地域密着型通所介護 妙法寺川

249 グループホーム だいこく 須磨区大黒町１丁目１−１ 認知症対応型共同生活介護 妙法寺川

250 デイサービスそよ風 須磨区大池町５丁目１６−４ 通所介護 妙法寺川

251 あんしんリハケア鷹取 須磨区大池町５丁目１６−８幸学ビル４０１ 地域密着型通所介護 妙法寺川

252 ヒューマンライフケア板宿の湯 須磨区大田町５丁目３番２４号 通所介護 妙法寺川

253 ウッドランド神戸須磨 須磨区大田町７丁目６−２ 認知症対応型共同生活介護 妙法寺川

254 まんてん堂 グループホームすま飛松 須磨区板宿町2丁目5番23号 認知症対応型共同生活介護 妙法寺川

255 リハデイ板宿 須磨区飛松町２丁目５番１１号 地域密着型通所介護 妙法寺川

256 生活機能強化型デイサービス DEKIRUスタジオ リハ・リハ須磨区飛松町２丁目５−１７ 通所介護/障害者支援施設 妙法寺川

257 スマイラルホーム リハ・リハ 須磨区飛松町２丁目５−17 障害者支援施設 妙法寺川

258 リハ・リハキッズ Ｐｏｗｅｒｓ板宿 須磨区飛松町２丁目５−17 障害児支援施設 妙法寺川

259 有限会社ディサービスセンターサクラ・スマ
須磨区飛松町４丁目43

ヌォーヴァヴィータ１Ｆ
通所介護 妙法寺川

262 サンゴジェ 須磨区戎町一丁目１番３号須磨戎ビル２F 障害者支援施設 妙法寺川

263 ほたるの里 神戸須磨 須磨区行幸町１−１−35−202･302 障害者支援施設 妙法寺川

264 垂水在宅福祉センター 垂水区平磯１丁目２番５号 通所介護・認知症対応型通所介護 福田川

265 グラディーナ西舞子 垂水区西舞子1-9-8 有料老人ホーム 山田川

266 西舞子音楽堂児童デイサービス 垂水区西舞子２丁目４番１号２階 障害児支援施設 山田川

268 たるみ・ともの家 垂水区川原１丁目１番１５号 地域密着型通所介護 福田川

269 ツクイ神戸多聞台 垂水区多聞台２−２−７ 通所介護 山田川

270 ドレミリハビリテーションセンター垂水 垂水区大町１丁目１番１１号 通所介護 福田川

271 まんてん堂グループホームたるみ中道 垂水区中道６丁目１番８号 認知症対応型共同生活介護 福田川

272 かがやきデイサービス垂水 垂水区福田1-2-2 通所介護 福田川

273 児童デイサービス ひなたぼっこ 垂水 垂水区福田２丁目１−18 福田ビル２F 障害児支援施設 福田川

274 ソルケア神戸名谷 垂水区福田5-2-30
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
福田川

275 老人短期入所事業向陽荘 垂水区福田５丁目２番２１号 短期入所生活介護 福田川

276 小規模多機能ホーム向陽荘 垂水区福田５丁目２番２１号 小規模多機能型居宅介護 福田川

277 特別養護老人ホーム向陽荘 垂水区福田５丁目２番２１号
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
福田川

278 アースサポート垂水 垂水区福田四丁目６番２４号 地域密着型通所介護 福田川

279 くつろぎの家 エルフ・本多聞 垂水区本多聞1-13-4
小規模多機能型居宅介護/認知症対応型

共同生活介護
山田川

281 すこやかトレーニングスタジオ
垂水区本多聞２丁目３４−１４

ザ・ライフ本多聞
通所介護 山田川

282 グループホームリーベストラウム 垂水区本多聞２丁目３４−４ 認知症対応型共同生活介護 山田川

283 Mボヌール 垂水区名谷町852-1
有料老人ホーム/特定施設入居者生活介

護
福田川

284 グループホームＭボヌール 垂水区名谷町８７１番地の１ 認知症対応型共同生活介護 福田川

285 リハビリテーションラボ スリーツリーmaiko 垂水区舞子台５丁目１−２０ 通所介護 山田川

286 療育支援 あおぞらプラス 垂水区舞子坂４-１-７-202、204 障害児支援施設 山田川

287 就労支援事業所よつば 西区王塚台１丁目123 ハイツ播磨１Ｆ 障害者支援施設 明石川

295 友遊ホーム 西区宮下１−４−２１ 障害福祉サービス事業所 明石川

303 ガーデンライフファミリー神戸西 西区玉津町出合２２０−１
複合型サービス（看護小規模多機能型居

宅介護）
明石川

305 歩一歩 西区玉津町上池１５８−１ 障害福祉サービス事業所
明石川

伊川

306 短期入所生活介護オリンピア神戸西 西区玉津町上池３１５−１０ 短期入所生活介護 明石川

307 小規模多機能ホーム オリンピア神戸西 西区玉津町上池315-10 小規模多機能型居宅介護
伊川

明石川



308 特別養護老人ホーム オリンピア神戸西 西区玉津町上池315-10
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

伊川

明石川

309 さわやかこうべにし館 西区玉津町新方５４９ 特定施設入居者生活介護 明石川

310 芦屋グループホーム華 西区玉津町新方５５１ 認知症対応型共同生活介護
伊川

明石川

313 げんきトレーニングセンター枝吉 西区枝吉２丁目６２番２号 通所介護 明石川

314 デイサービス ぱれっと 西区枝吉４丁目８６−１ 地域密着型通所介護 明石川

325 アスナビスタジオ リハ・リハ 西区前開南町２丁目１３−１４ 地域密着型通所介護 伊川

326
西神戸リハビリ・コンディショニング

ユニットデイサービスセンターリハ・リハ
西区前開南町２丁目１３−５ 通所介護 伊川

327 グループホームさくら 西区前開南町２丁目１３−６ 認知症対応型共同生活介護 伊川

333 作業所巣立ち 西区池上４丁目９番地の７号ネスト池上 障害福祉サービス事業所 伊川

341 リハ・リハキッズPowersⅡ
西区北別府１丁目２−１

アーバンメゾン１０３号
障害福祉サービス事業所 伊川

342 リーバルスタジオ リハ・リハ 西区北別府１丁目３−２ 通所介護 伊川

344 児童デイサービスみゅーず 西神戸事業所 西区小山二丁目２番12号 障害児支援施設 明石川

345 放課後等デイサービス すまいる 兵庫県神戸市西区小山二丁目７番地の２ 障害児支援施設 明石川

健康局関係施設  

346 市橋眼科 東灘区深江北町4丁目12-9 診療所（有床） 高橋川

347 市橋クリニック 東灘区深江北町5丁目7-15 診療所（有床） 高橋川

348 田所病院 灘区船寺通1丁目2-1 病院 都賀川

349 神戸博愛病院 中央区元町通7丁目1-17 病院 新湊川

350 医療法人 仁風会 小原病院 兵庫区荒田町1丁目9-19 病院 新湊川

351 井上病院 兵庫区上沢通3丁目1-4 病院 新湊川

352 社会医療法人社団 正峰会 神戸大山病院 兵庫区水木通10丁目1-12 病院 新湊川

353 彦坂病院 兵庫区西多聞通1丁目1-21 病院 新湊川

354 医療法人 一輝会 荻原みさき病院 兵庫区切戸町6丁目26 病院 新湊川

355 社会医療法人 榮昌会 吉田病院 兵庫区大開通9丁目2-6 病院 新湊川

356 川崎病院 兵庫区東山町3丁目3-1 病院 新湊川

357 神戸市立医療センター 西市民病院 ⾧田区一番町2丁目4 病院 新湊川

358 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 ⾧田区久保町2丁目4-7 病院
新湊川

妙法寺川

359 医療法人社団 十善会 野瀬病院 ⾧田区二葉町5丁目1-21 病院
新湊川

妙法寺川

360 公文病院 ⾧田区梅ヶ香町1丁目12-7 病院 新湊川

361 新⾧田眼科病院 ⾧田区腕塚町4丁目1-13 病院
妙法寺川

新湊川

363 益子産婦人科医院 須磨区戎町3丁目5-15 診療所（有床） 妙法寺川

364 高橋病院 須磨区大池町5丁目18-1 病院 妙法寺川

365 明芳外科リハビリテーション病院 須磨区大田町6丁目1-3 病院 妙法寺川

366 みどり病院 西区枝吉1丁目16 病院 明石川

369 兵庫県立リハビリテーション中央病院 西区曙町1070 病院 明石川

こども家庭局関係施設  

371 幼保連携型認定こども園 おかもと虹こども園 東灘区岡本3-2-6 児童福祉施設 住吉川

372 認定こども園 魚崎COCORO 東灘区魚崎西町2-4-1 児童福祉施設 住吉川

373 学童保育所魚崎ピノキオクラブ 東灘区魚崎西町３丁目５−２３ ２階 学童保育施設 住吉川

374 魚崎児童館 東灘区魚崎中町4-3-16 児童厚生施設 住吉川

375 魚崎保育所 東灘区魚崎南町2-11-11 児童福祉施設 住吉川

376 すばる保育園 東灘区魚崎南町4-13-23 認可外保育施設 住吉川

377 ひよっこ保育園 東灘区魚崎南町4-2-33 認可外保育施設 住吉川

378 瀬戸保育所 東灘区魚崎南町6-5-26 児童福祉施設 住吉川

379 都市型保育園ポポラー神戸魚崎園
東灘区魚崎北町1-5-17

Joyful神戸摂津本山1階
認可外保育施設 住吉川

380 幼保連携型認定こども園 甲南すこやかこども園 東灘区魚崎北町2-10-10 児童福祉施設 住吉川

382 澤田 赤ちゃんホーム 東灘区御影石町2 家庭的保育事業 石屋川

383 浜御影コーナー 東灘区御影石町2丁目23-16 学童保育施設 石屋川

384 石屋川COCORO保育園 東灘区御影石町3-7-24 ※石屋川公園内 児童福祉施設 石屋川

385 御影エルフィンクラブ 東灘区御影中町８丁目４−１４ 学童保育施設 石屋川

389 ベネッセ本山保育園 東灘区甲南町1-1-35 児童福祉施設 住吉川

390 チャイルドハート保育サロン甲南園 東灘区甲南町3-2-2 ラ・ギャレットビル1F 小規模保育事業 住吉川

391 あおい宙 こうなん 東灘区甲南町3-3-27 ロイヤル甲南1F 小規模保育事業 住吉川

392 甲南敬愛保育園 東灘区甲南町3-6-18 ドゥベル甲南2Ｆ 小規模保育事業 住吉川

393 あおとみどりの保育園 東灘区甲南町4-11-10ラ・コーナン２F 認可外保育施設 住吉川

394 住之江児童館 東灘区住吉宮町1-2-15 児童厚生施設 住吉川

395 幼保連携型認定こども園 神戸夢 東灘区住吉宮町1-2-27 児童福祉施設 住吉川

396 幼保連携型認定こども園 神戸夢 遊喜分園 東灘区住吉宮町1-8-8 児童福祉施設 住吉川

397 星の園幼稚園 東灘区住吉宮町2-18-23 幼稚園 住吉川

398 保育ルームぱんぷきんハウス 東灘区住吉宮町3-11-17 認可外保育施設 住吉川

399 住吉公園保育所 東灘区住吉宮町3-4-23 児童福祉施設 住吉川

400 住吉ピノキオクラブ 東灘区住吉宮町３丁目６−１５−１０１ 学童保育施設 住吉川

401 神戸住吉保育園 東灘区住吉宮町6-1-23 児童福祉施設 住吉川

402 保育ルームあいあい 東灘区田中町5-3-18 3F 認可外保育施設 住吉川

403 エイコーンイングリッシュアカデミー 東灘区住吉本町1-11-9 認可外保育施設 住吉川

404 甲南幼稚園 東灘区住吉本町1-12-1 幼稚園 住吉川



405 住吉むつみ保育園 分園 東灘区住吉本町2-3-9 2階 児童福祉施設 住吉川

406 住吉学園幼稚園 東灘区住吉本町3-3-4 幼稚園 住吉川

407 アイテラス保育園 甲南山手園 東灘区森南町1-6-16 児童福祉施設 芦屋川

408 本山東児童館 東灘区森南町2-8-25 児童厚生施設 高橋川

409 幼保連携型認定こども園 甲南こども園 東灘区森南町3-1-4 児童福祉施設 高橋川

410 京進のほいくえんHOPPA甲南山手園 東灘区森南町3-1-7ダンディライオン東灘1F 小規模保育事業 高橋川

411 ザ・ラーニングトゥリー 東灘区深江北町2−8−18 認可外保育施設 芦屋川

412 青い鳥学園第１幼稚園 東灘区深江北町2-9-22 幼稚園 芦屋川

413 ♪ドレミ保育園 深江北町
東灘区深江北町3-10-5

メゾンシャンテーニュ101
認可外保育施設 高橋川

414 甲南山手保育園ひだまり分園 東灘区深江北町3-11-17 児童福祉施設 高橋川

415 みのり保育園深江 東灘区深江北町4-11-24-102 認可外保育施設 高橋川

416 深江けやきの木小規模保育園
東灘区深江北町4-11-6

ワコーレ深江駅前ハーモニーガーデン1F
小規模保育事業 高橋川

417 幼保連携型認定こども園 第２きらり保育園 東灘区深江本町1-13-25 児童福祉施設 芦屋川

418 学童保育所どろんこクラブ 東灘区深江本町２丁目３−２７ 学童保育施設 高橋川

419 Ｓweet  Ｈeart  Ｉnternational  Ｓchool 東灘区深江本町3-4-27サンモールKOH 3F 認可外保育施設 住吉川

420 本庄児童館分室 東灘区深江本町3-5-7 学童保育施設 住吉川

421 キッズスペースひまわり 東灘区深江本町3-9-1 深江駅前ビル103 事業所内保育事業 住吉川

422 幼保連携型認定こども園 ふかえ虹こども園 東灘区深江本町4-1-12 児童福祉施設
高橋川

住吉川

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

424 岡本ハーベスト保育園サテライト
東灘区西岡本2丁目26-1

パークスクエア岡本
小規模保育事業 住吉川

425 本山第二学童保育所たんぽぽクラブ
東灘区西岡本４丁目１５−２

ハローマンション本山B1-b
学童保育施設 住吉川

426 東灘本庄保育所 東灘区青木4-1-32 児童福祉施設 住吉川

427 本庄コーナー 東灘区青木4-4-1本庄小学校内 学童保育施設 住吉川

428 あおい宙 もとやま 東灘区田中町2-1-1 本山合同宿舎1Ｆ 小規模保育事業 住吉川

429 コープこうべの保育園 どんぐりっこもとやま

東灘区田中町2-9-10

サービス付き高齢者向け住宅

コープは～とらんどハイム本山1F

事業所内保育事業 住吉川

430 甲南同胞幼稚園 東灘区田中町3-9-14 幼稚園 住吉川

431 あおい宙東灘保育園 東灘区田中町3丁目2-3 児童福祉施設 住吉川

432 田中保育所 東灘区田中町4-11-22 児童福祉施設 住吉川

433 田中児童館 東灘区田中町4-11-24 児童厚生施設 住吉川

434 京進のほいくえんHOPPA東灘園
東灘区田中町5-1-12

東灘スカイマンション1F
小規模保育事業 住吉川

435 幼保連携型認定こども園 きたおおぎこども園 東灘区北青木1-1-2 児童福祉施設 住吉川

436 幼保連携型認定こども園ブルーノの森保育園 東灘区北青木2-9-24 児童福祉施設 住吉川

437 幼保連携型認定こども園 聖ニコラス天使園 東灘区北青木4-1-37 児童福祉施設 住吉川

438 近畿中央ヤクルト青木保育ルーム 東灘区北青木4-17-2-207 認可外保育施設 住吉川

439 北青木児童館 東灘区北青木4-6-31 児童厚生施設 住吉川

440 本山南コーナー 東灘区本山南町1-1-1 学童保育施設 高橋川

441 中野保育所 東灘区本山南町1-3-3 児童福祉施設 高橋川

442 青い鳥学園第２幼稚園 東灘区本山南町4-3-1 幼稚園 住吉川

443 福池コーナー 東灘区本山南町4-4-28福池小学校内 学童保育施設 住吉川

444 幼保連携型認定こども園 モーツァルトこども園 東灘区本山南町8-3-3 児童福祉施設 住吉川

445 神戸市立ひまわり学園 東灘区本山南町8丁目3番4号 障害児通所支援施設 住吉川

446 東部療育センター診療所 東灘区本山南町8丁目3番4号 診療所 住吉川

447 甲南山手保育園 東灘区本庄町1-10-2 児童福祉施設 芦屋川

448 幼保連携型認定こども園 きらり保育園 東灘区本庄町1-3-1 児童福祉施設 芦屋川

449 茶屋本庄園 東灘区本庄町1-8-13 オルテンシアKOBE1F 小規模保育事業 芦屋川

450 茶屋本庄保育園 東灘区本庄町1-8-13オルテンシアKOBE1階 認可外保育施設 芦屋川

451 本庄児童館 東灘区本庄町2-5-1 児童厚生施設 高橋川

452 コープこうべの保育園 どんぐりっこすみよし 東灘区住吉東町4-6-5 児童福祉施設 住吉川

453 河原児童館 灘区上河原通4-1-1 児童厚生施設 都賀川

454 関西国際学園 神戸校 灘区新在家南町4-1-31 認可外保育施設
石屋川

都賀川

455 灘児童館 灘区新在家南町5-13-15 児童厚生施設 都賀川

456 灘保育所 灘区新在家南町5-13-15 児童福祉施設 都賀川

457 西灘コーナー 灘区船寺通3-4-1西灘小学校内 学童保育施設 都賀川

458 西郷コーナー 灘区大石南町1丁目1 にしごう会館内 学童保育施設 都賀川

459 幼保連携型認定こども園 おおいしこども園 灘区大石北町3-12 児童福祉施設 都賀川

460 石屋川保育所 灘区大和町4-4-18 児童福祉施設 石屋川

461 成徳コーナー 灘区中郷町3-1-12 学童保育施設 石屋川

462 八幡ポッポ保育園 灘区中郷町4-2-12 児童福祉施設 石屋川

463 幼保連携型認定こども園 神戸ゆたか園 中央区栄町通6-1-10 児童福祉施設 新湊川

464 YPC保育園 ハーバーランド前 中央区海岸通5-2-2 認可外保育施設 新湊川

465 大慈ほまれ幼保連携型認定こども園 中央区古湊通1-1-16 児童福祉施設 新湊川

466 古湊保育所 中央区古湊通2-3-23 児童福祉施設 新湊川

467 京進のほいくえんHOPPA神戸駅前園 中央区相生町5-10-1 相生ビル1F 小規模保育事業 新湊川

468 大慈あい小規模保育園 中央区多聞通2-1-12 法友会館1F 小規模保育事業 新湊川

469 湊コーナー 中央区東川崎町1丁目4-1 湊小学校内 学童保育施設 新湊川



470 大慈幼保連携型認定こども園 中央区東川崎町6-2-6 児童福祉施設 新湊川

471 ハーバー大慈 中央区東川崎町6丁目4-10 児童福祉施設 新湊川

472 大慈学童クラブ
中央区東川崎町６丁目４−１０

（ハーバー大慈内）
学童保育施設 新湊川

473 東川崎児童館 中央区東川崎町7-4-11 児童厚生施設 新湊川

474 みなと保育所 中央区波止場町6-2 児童福祉施設 新湊川

475 神戸元町ちどり保育園 中央区北⾧狭通8-5-5 児童福祉施設 新湊川

476 ポピンズ小規模保育園神戸旧居留地 中央区明石町30 常盤ビル3Ｆ 小規模保育事業 新湊川

477 バンビＨＵＧ神戸駅前保育園 中央区中町通2-1-18  JR神戸駅NKビル2F 小規模保育事業 新湊川

478 小規模保育事業 わろは保育園 兵庫区羽坂通3-7-25 1F・2F 小規模保育事業 新湊川

479 羽坂保育所 兵庫区羽坂通4-1-1 児童福祉施設 新湊川

480 兵庫大開羽坂コーナー
兵庫区羽坂通4丁目1-1

兵庫勤労市民センター2階
学童保育施設 新湊川

481 兵庫大開コーナー 兵庫区永沢町4-3-18兵庫中学校北分校内 学童保育施設 新湊川

482 兵庫児童館 兵庫区駅前通4-3-6 児童厚生施設 新湊川

483 ひまわり保育園 兵庫区駅前通5-3-6 認可外保育施設 新湊川

484 モーツァルトパーク&ライド保育園 兵庫区駅南通5-2-15 児童福祉施設 新湊川

485 モーツァルト兵庫駅ナカ小規模保育園 兵庫区駅南通5-3-7 小規模保育事業 新湊川

486 下沢コーナー 兵庫区下沢通1-4-18シンユー会館2階 学童保育施設 新湊川

487 平野保育所 兵庫区下園町6-24 児童福祉施設 新湊川

488 宝地院保育園ふたば
兵庫区荒田町1-4-1

グランパレ大倉山ウエストタワー1Ｆ
小規模保育事業 新湊川

489 小原病院保育所 兵庫区荒田町1-9-19 認可外保育施設 新湊川

490 認定こども園 みなと幼稚園 兵庫区荒田町3-20-4 児童福祉施設 新湊川

491 小規模保育園こぐまのおうち 兵庫区荒田町4-28-9織部文化301 認可外保育施設 新湊川

492 平岡 赤ちゃんホーム 兵庫区三川口町3 家庭的保育事業 新湊川

493 小河保育所 兵庫区小河通3-2-14 児童福祉施設 新湊川

494 松原児童館 兵庫区松原通4-2-27 児童厚生施設 新湊川

495 松原保育所 兵庫区松原通4-2-27 児童福祉施設 新湊川

496 ちびくろ保育園 兵庫区松原通4-4-7 児童福祉施設 新湊川

497 つばさインターナショナルプリスクール 兵庫区上沢通1-1-8グランデール丸文３Ｆ 認可外保育施設 新湊川

498 エンジェルキッズ神戸園
兵庫区新開地3‐1-14

ウィステリア神戸駅前1F
小規模保育事業 新湊川

499 大慈さち小規模保育園 兵庫区新開地6丁目1-5-101 小規模保育事業 新湊川

500 明親コーナー 兵庫区須佐野通4-1-19明親小学校内 学童保育施設 新湊川

501 藪本 赤ちゃんホーム 兵庫区水木通5 家庭的保育事業 新湊川

502 青い鳥保育園 兵庫区西出町8-5 認可外保育施設 新湊川

503 幼保連携型認定こども園 モーツァルト兵庫こども園 兵庫区大開通10-1-4 児童福祉施設 新湊川

504 木下の保育園 大開通 兵庫区大開通5-2-26 SS大開ビル2F 小規模保育事業 新湊川

505 小規模保育園めいせい 兵庫区大開通7-4-3 ＴＭコート大開2F 小規模保育事業 新湊川

507 小規模保育園クーナ
兵庫区中道通1-4-26

エムズレジデンス神戸1Ｆ
小規模保育事業 新湊川

508 小規模保育おはな保育園 兵庫区中道通3-3-13 2F 小規模保育事業 新湊川

509 モーツァルトりた保育園 兵庫区中道通3-4-18 児童福祉施設 新湊川

510 中道児童館 兵庫区中道通4-2-9 児童厚生施設 新湊川

511 神戸ヤクルト中道センターミルミル保育所 兵庫区中道通6-1-7 認可外保育施設 新湊川

512 ルンビニー愛児園 兵庫区中道通9-1-8 児童福祉施設 新湊川

513 石井幼稚園 兵庫区都由乃町1-1-11 幼稚園 新湊川

514 かわさキッズクラブ 兵庫区東山町3-3-1 認可外保育施設 新湊川

515 幼保連携型認定こども園 神戸夢野幼稚園 兵庫区東山町4-20 児童福祉施設 新湊川

516 湊川児童館 兵庫区東山町4-20-1 児童厚生施設 新湊川

517 わんぱくキッズ 兵庫区福原町7-10-201 認可外保育施設 新湊川

518 りはめいとKIDS保育園 兵庫区湊川町4-6-8 認可外保育施設 新湊川

519 御蔵コーナー ⾧田区一番町4-1御蔵小学校内 学童保育施設 新湊川

520 リトルリーフチャイルドルーム
⾧田区海運町3-3-8

たかとりコミュニティセンター内
認可外保育施設 妙法寺川

521 ⾧楽児童館 ⾧田区海運町7-1-23 児童厚生施設 妙法寺川

522 志里池児童館 ⾧田区苅藻通1-4-7 児童厚生施設 新湊川

523 神戸協同病院ひよこ保育園 ⾧田区久保町2-2-13 認可外保育施設
妙法寺川

新湊川

524 ジャングル・ラボ ⾧田区久保町6-1-1-115-2 認可外保育施設 妙法寺川

525 駒栄児童館 ⾧田区駒栄町3-1-17 児童厚生施設
新湊川

妙法寺川

526 駒栄保育所 ⾧田区駒栄町3-1-17 児童福祉施設
妙法寺川

新湊川

527 幼保連携型認定こども園 近田幼稚園 ⾧田区駒栄町4-1-11 児童福祉施設
妙法寺川

新湊川

528 幼保連携型認定こども園 ほそだ ⾧田区細田町5-2-4 児童福祉施設
妙法寺川

新湊川

529 細田児童館 ⾧田区細田町7-1-30 児童厚生施設
新湊川

妙法寺川

531 ⾧田東保育所 ⾧田区四番町3-4-49 児童福祉施設 新湊川

532 ⾧田児童館 ⾧田区四番町4-54 児童厚生施設 新湊川



533 こぐまプリスクール新⾧田園 ⾧田区若松町3-1-2 アスタピア駅前通り2Ｆ 小規模保育事業
妙法寺川

新湊川

534
幼保連携型認定こども園

近田幼稚園 分園ちかたキッズハウス
⾧田区庄田町3-5-25 児童福祉施設

妙法寺川

新湊川

535 認定こども園 神楽こども園 ⾧田区神楽町2-2-29 児童福祉施設
妙法寺川

新湊川

536 認定こども園 神戸保育園 ⾧田区水笠通3-4-14 児童福祉施設 妙法寺川

537 菅原保育所 ⾧田区菅原通1-72-1 児童福祉施設 新湊川

538 ほそだの実 ⾧田区大橋町5-3-1アスタプラザイースト215 小規模保育事業 妙法寺川

539 蓮池コーナー ⾧田区大谷町1-1-10蓮池小学校内 学童保育施設 妙法寺川

540 ⾧田保育所 ⾧田区大塚町1-1-31 児童福祉施設 新湊川

541 みすまる保育園 ⾧田区池田広町3 児童福祉施設 新湊川

542 神戸エンゼル認定こども園 ⾧田区⾧楽町4-4-3 児童福祉施設 妙法寺川

543 幼保連携型認定こども園 たから保育園 ⾧田区東尻池町4-13-11 児童福祉施設 新湊川

544 真野児童館 ⾧田区東尻池町6-3-19 児童厚生施設 新湊川

545 しりいけ保育所 ⾧田区東尻池町6-3-37 児童福祉施設 新湊川

547 医療社団法人十善会 野瀬病院 はじめのいっぽ
⾧田区二葉町5-1-1-133

アスタくにづか5番館南棟1F104区
認可外保育施設

妙法寺川

新湊川

548 ふたば保育所 ⾧田区二葉町7-1-30 児童福祉施設 妙法寺川

549 本庄保育所 ⾧田区本庄町6-6-3 児童福祉施設 妙法寺川

551 新須磨病院カンガルー保育所 須磨区磯馴町3-1-21 認可外保育施設 妙法寺川

552 幼保連携型認定こども園 村雨こども園 なぎさ分園 須磨区行幸町1-2-19 児童福祉施設 妙法寺川

553 松風児童館 須磨区行幸町1-2-26 児童厚生施設 妙法寺川

554 幼保連携型認定こども園 村雨こども園 須磨区行幸町1-2-26 児童福祉施設 妙法寺川

555 幼保連携型認定こども園 村雨こども園 愛分園 須磨区行幸町1-2-5 メゾン須磨2000 1F 児童福祉施設 妙法寺川

556 たかとり児童館 須磨区行平町2-2-17 児童厚生施設 妙法寺川

557 たかとり保育所 須磨区行平町2-2-17 児童福祉施設 妙法寺川

559 大池 赤ちゃんホーム 須磨区戎町5 家庭的保育事業 妙法寺川

561 大黒児童館 須磨区大黒町2-2-12 児童厚生施設 妙法寺川

562 いたやど小規模保育園ことり 須磨区大黒町4-1-1（須磨区役所2階） 小規模保育事業 妙法寺川

563 須磨保育所 須磨区大黒町4-1-2 児童福祉施設 妙法寺川

564 太田共同保育園 須磨区大黒町5-2ー13 児童福祉施設 妙法寺川

565 たかとりちどり保育園 須磨区大池町5-10-15 児童福祉施設 妙法寺川

566 たかとりちどりキッズ
須磨区大池町5-17-1

シティタワーグラン須磨鷹取1F
小規模保育事業 妙法寺川

567 だいちコーナー
須磨区大池町5-17-1

ｼﾃｨﾀﾜｰｸﾞﾗﾝ須磨鷹取1階
学童保育施設 妙法寺川

568 幼保連携型認定こども園 いたやど保育園 須磨区大田町1-3-24 児童福祉施設 妙法寺川

569 須磨みどり幼稚園 須磨区中島町2-5-15 幼稚園 妙法寺川

571 育英幼稚園 須磨区板宿町2-2-1 幼稚園 妙法寺川

572 保育ルームキッズ・ナチュレ板宿 須磨区飛松町3-1-9北浜第２ビル3F 認可外保育施設 妙法寺川

573 小原 赤ちゃんホーム 須磨区飛松町4 家庭的保育事業 妙法寺川

574 新生キッズホーム 須磨区平田町2-3-9 新板宿ビル302号 小規模保育事業 妙法寺川

575 平田幼稚園 須磨区平田町3-2-4 幼稚園 妙法寺川

576 キティ保育園 須磨区妙法寺字界地88-7 認可外保育施設 妙法寺川

577 東垂水保育園 垂水区山手7-4-7 児童福祉施設 福田川

578 幼保連携型認定こども園 心の森 垂水区清水が丘3-1-16 児童福祉施設 山田川

579 川原保育所 垂水区川原2-1-13 児童福祉施設 福田川

580 ドレミキッズ保育園 垂水区舞子台2-9-5 児童福祉施設 妙法寺川

581 ハープキッズ 垂水区舞子台2-9-5 小規模保育事業 山田川

582 幼保連携型認定こども園 ことぶきこども園 垂水区福田4-6-18 児童福祉施設 福田川

583 平磯児童館 垂水区平磯1丁目2-5 児童厚生施設 福田川

585 西脇学童保育コーナー 垂水区本多聞1-5-1 児童厚生施設 山田川

586 本多聞小規模保育園 垂水区本多聞3-5-23-102 小規模保育事業 山田川

591 なかよし保育園 ふれんど分園 西区玉津町高津橋214-3 児童福祉施設 明石川

594 玉津児童館 西区玉津町上池315-1 児童厚生施設
明石川

伊川

595 玉津保育所 西区玉津町新方字東方211-3 児童福祉施設
明石川

伊川

597 事業所内保育事業 みどり保育園 西区枝吉4-172-3 事業所内保育事業 明石川

599 偕生病院保育室 西区持子3-2-2 認可外保育施設 明石川

601 総合リハビリテーションセンター保育室 西区曙町1070 認可外保育施設 明石川

602 伊川谷すみれ保育園 西区池上2-4-4 認可外保育施設 伊川

607 伊川谷コーナー 西区北別府3-3-1 伊川谷小学校内 学童保育施設 伊川

608 伊川谷児童館 西区北別府3-6-9 児童厚生施設 伊川

教育委員会事務局関係施設  

609 神戸市立本山中学校 東灘区岡本3-3-1 中学校 住吉川

610 神戸市立魚崎幼稚園 東灘区魚崎中町4-10-39 幼稚園 住吉川

611 神戸市立魚崎小学校 東灘区魚崎中町4-10-8 小学校 住吉川

612 神戸市立魚崎中学校 東灘区魚崎南町1-2-1 中学校 住吉川

613 神戸市立御影小学校 東灘区御影石町3-1-1 小学校 石屋川

614 神戸市立御影幼稚園 東灘区御影石町3-13-1 幼稚園 石屋川

615 神戸市立御影中学校 東灘区御影中町5-1-1 中学校 石屋川

616 神戸市立住吉小学校 東灘区住吉東町4-1-31 小学校 住吉川



617 神戸市立東灘小学校 東灘区深江北町2-4-1 小学校 高橋川

618 神戸市立東灘のぞみ幼稚園 東灘区深江北町3-11-3 幼稚園 高橋川

619 神戸市立本山第二小学校 東灘区西岡本1-3-1 小学校 住吉川

620 神戸市立本庄小学校 東灘区青木4-4-1 小学校 住吉川

621 神戸市立本庄中学校 東灘区青木4-4-2 中学校 住吉川

622 神戸市立本山南中学校 東灘区田中町4-12-1 中学校 住吉川

623 神戸市立福池小学校 東灘区本山南町4-4-28 小学校 住吉川

624 神戸市立本山南小学校 東灘区本山南町8-2-1 小学校 住吉川

625 神戸市立鷹匠中学校 灘区高徳町2-2-19 中学校 石屋川

626 神戸市立原田中学校 灘区船寺通2-4-1 中学校 都賀川

627 神戸市立西灘小学校 灘区船寺通3-4-1 小学校 都賀川

628 神戸市立西郷小学校 灘区大石東町6-2-1 小学校 都賀川

629 神戸市立灘すずかけ幼稚園 灘区大石東町6-2-2 幼稚園 都賀川

630 神戸市立成徳小学校 灘区備後町1-3-1 小学校 石屋川

631 神戸市立摩耶兵庫高等学校 中央区東川崎町1-3-8 高等学校 新湊川

632 神戸市立湊小学校 中央区東川崎町1-4-1 小学校 新湊川

633 神戸市立盲学校 中央区東川崎町1-4-2 特別支援学校 新湊川

634 神戸市立兵庫くすのき幼稚園 兵庫区永沢町3-7-12 幼稚園 新湊川

635 神戸市立兵庫中学校北分校 兵庫区永沢町4-3-18 中学校 新湊川

636 神戸市立兵庫中学校 兵庫区永沢町4-3-36 中学校 新湊川

637 神戸市立神戸祇園小学校 兵庫区下三条町11-1 小学校 新湊川

638 神戸市立須佐野中学校 兵庫区松原通1-1-44 中学校 新湊川

639 神戸市立湊川中学校 兵庫区松本通1-1-1 中学校 新湊川

640 神戸市立楠 高等学校 兵庫区松本通1-1-1 高等学校 新湊川

641 神戸市立会下山小学校 兵庫区上沢通1-3-26 小学校 新湊川

642 神戸市立明親小学校 兵庫区須佐野通4-1-19 小学校 新湊川

643 神戸市立水木小学校 兵庫区水木通9-1-8 小学校 新湊川

644 神戸市立兵庫大開小学校 兵庫区大開通4-1-39 小学校 新湊川

645 神戸市立夢野の丘小学校 兵庫区東山町4-20 小学校 新湊川

646 神戸市立友生支援 兵庫区夢野町1-1 特別支援学校 新湊川

647 神戸市立大沢小学校 北区大沢町中大沢976 小学校 美嚢川

648 神戸市立大沢中学校 北区大沢町中大沢976 中学校 美嚢川

651 神戸市立御蔵小学校 ⾧田区一番町4-1 小学校 新湊川

652 神戸市立真野小学校 ⾧田区苅藻通3-4-32 小学校 新湊川

653 神戸市立駒ヶ林中学校 ⾧田区若松町7-1-23 中学校 妙法寺川

654 神戸市立⾧田中学校 ⾧田区真野町8-1 中学校 新湊川

655 神戸市立⾧田南小学校 ⾧田区神楽町1-3-1 小学校 新湊川

656 神戸市立室内小学校 ⾧田区前原町1-17-1 小学校 新湊川

657 神戸市立蓮池小学校 ⾧田区大谷町1-1-10 小学校 妙法寺川

658 神戸市立真陽小学校 ⾧田区二葉町1-5-5 小学校
新湊川

妙法寺川

659 神戸市立駒ケ林小学校 ⾧田区野田町6-1-16 小学校 妙法寺川

660 神戸市立板宿小学校 須磨区菊池町1-1-1 小学校 妙法寺川

663 神戸市立太田中学校 須磨区大黒町5-1-1 中学校 妙法寺川

664 神戸市立丸山中学校西野分校 須磨区大黒町5-1-1（太田中学校内） 中学校 妙法寺川

665 神戸市立だいち小学校 須磨区大池町5-15-1 小学校 妙法寺川

666 神戸市立福田小学校 垂水区乙木3-3-1 小学校 福田川

669 神戸市立玉津第二幼稚園 西区玉津町新方字南方452-3 幼稚園
明石川

伊川

671 神戸市立伊川谷小学校 西区北別府3-3-1 小学校 伊川

672 兵庫県立御影高等学校 神戸市東灘区御影石町4-1-1 高等学校 石屋川

673 兵庫県立兵庫高等学校 神戸市⾧田区寺池町1-4-1 高等学校 新湊川

674 兵庫県立湊川高等学校 神戸市⾧田区寺池町1-4-1 定時制高校 新湊川

675 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 神戸市垂水区福田1-3-1 特別支援学校 福田川

676 灘高等学校 神戸市東灘区魚崎北町8-5-1 高等学校 住吉川

678 神戸野田高等学校 神戸市⾧田区海運町6-1-7 高等学校 妙法寺川

679 滝川高等学校 神戸市須磨区宝田町2-1-1 高等学校 妙法寺川

680 灘中学校 神戸市東灘区魚崎北町8-5-1 中学校 住吉川

681 滝川中学校 神戸市須磨区宝田町2-1-1 中学校 妙法寺川

682 甲南小学校 神戸市東灘区住吉本町1-12-1 小学校 住吉川

683 BEAUTY ARTS KOBE 日本高等美容専門学校 神戸市東灘区御影中町8-4-14 専修学校 石屋川

684 神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修学校 神戸市中央区伊藤町107-1 専修学校 新湊川

685 神戸理容美容専門学校 神戸市兵庫区駅前通1-3-28 専修学校 新湊川

686 神戸女子洋裁専門学校 神戸市⾧田区東尻池町2-5-19 専修学校 新湊川


