
東灘区
魚崎中町４ 介護型ケアハウス　サンライフ魚崎 報告済み

魚崎西町２
医療法人康雄会 
介護老人保健施設　すばる魚崎の郷

報告済み

魚崎南町３ アトレーユうおざき 報告済み
魚崎南町８ うみのほし魚崎 報告済み
鴨子ケ原２ 特別養護老人ホーム　友愛苑 報告済み
鴨子ケ原２ ケアハウスゆうあい 報告済み
甲南町５ 医療法人社団五仁会　住吉川病院 報告済み
向洋町中３ 甲南介護老人保健施設 報告済み
向洋町中３ 協同の苑　六甲アイランド　にじの家 報告済み
住吉東町１ 有料老人ホーム　サンライフ住吉川 報告済み
住吉東町２ 医療法人社団  山崎産科婦人科医院 報告済み
住吉本町１ 東神戸病院 報告済み
住吉本町３ 特別養護老人ホーム　光明苑・住吉苑 報告済み
住吉山手２ みかげ倶楽部・グループホーム紫陽花 報告済み
田中町１ 高瀬内科 免除

西岡本２
特別養護老人ホーム
ロングステージ　神戸岡本

報告済み

深江北町１ グランダ甲南山手 報告済み
深江北町５ 市橋クリニック 報告済み
深江南町２ メディカルホーム　グランダ深江南 報告済み
御影３ 信愛学園（南館） 報告済み
御影３ 信愛学園  御影乳児院 報告済み
御影３ 信愛学園（北館） 報告済み
御影本町２ 医療法人社団　坂井瑠実クリニック 報告済み
御影本町４ 登村レディースクリニック 報告済み
本山北町２ もりレディースクリニック 報告済み
本山南町３ エレガーノ甲南 報告済み
森北町６ 高齢者ケアセンター甲南 報告済み
森北町６ ケアハウスこうべ甲南 報告済み
森北町６ グランドビュー甲南 報告済み
灘区
青谷町２ ベル青谷 報告済み
青谷町２ ブルーバレイ　青谷愛児園 報告済み
天城通６ 川島産婦人科 免除
泉通４ 社会福祉法人  愛神愛燐舎 報告済み
泉通６ インターメディック　メゾン 報告済み

大石南町２
社会福祉法人鶯園　特別養護老人ホーム
ロングステージKOBE大石

報告済み

大内通６ 医療法人社団　中井病院 報告済み

平成29年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表
主要用途：病院
　　　　　　　診療所（患者の収容施設があるものに限る）
　　　　　　　児童福祉施設等(要援護者の収容施設のあるものに限る）
　　　　　　　共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅及び
　　　　　　　認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る）
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所在地 建物名称 備考



記田町１ ゆうとぴ庵　神戸・石屋川 報告済み
篠原北町３ 特別養護老人ホーム　うみのほし六甲 報告済み
篠原北町４ 特別養護老人ホーム　うみのほし長峰台 報告済み
篠原北町４ 同朋学園 免除
篠原本町１ 郡山内科 免除
水道筋６ ろっこう医療生活協同組合　灘診療所 報告済み
土山町５ 六甲病院　本館・新館 報告済み

土山町５
国家公務員共済組合連合会 
六甲病院　健康管理センター

報告済み

鶴甲１ 双葉学園 報告済み
鶴甲５ 養護老人ホーム　六甲台ビラ 報告済み
鶴甲５ 六甲台翠光園 報告済み
備後町３ 医療法人康雄会　西病院 報告済み
摩耶海岸通２ ハピータウンKOBE 報告済み
味泥町４ ニチイケアセンター神戸摩耶 報告済み
都通３ グループホーム　ひまわりの家 報告済み
八幡町１ 田中医院 報告済み

大和町１
医療法人康雄会 
介護老人保健施設ケアホームすばる

報告済み

大和町４ ケアウィング六甲 報告済み
弓木町２ ケアウイング弓の木 報告済み
中央区
生田町１ 特別養護老人ホーム　オリンピア 報告済み
海岸通６ エレガリオ神戸 報告済み
籠池通２ アクティブライフ神戸 報告済み
籠池通５ 介護老人保健施設　プリエール 報告済み
加納町４ 山田医院 免除
北長狭通４ 医療法人財団 純心会 パルモア病院 報告済み
北長狭通５ 荻原整形外科病院 報告済み
北長狭通５ 原泌尿器科病院 報告済み
楠町６ 神戸大学（楠）研究棟Ｄ棟 報告済み
楠町６ 神戸大学(楠）研究棟Ｂ・Ｃ棟 報告済み
楠町７ 神戸大学（楠）福利課外施設 報告済み
楠町７ 神戸大学（楠）研究棟Ａ棟 報告済み
楠町７ 神戸大学（楠）管理棟 報告済み
楠町７ 神戸大学（楠）医学部附属病院 報告済み
楠町７ 神戸大学（楠）外来診療棟臨床研究棟 報告済み
楠町７ 神戸大学（楠）第二病棟 報告済み
楠町７ 神戸大学（楠） 病棟 報告済み

楠町７
神戸大学（楠）医学部附属病院 
高エネルギー診療施設

報告済み

楠町７ 神戸大学（楠）低侵襲総合診療棟 報告済み
国香通１ 医療法人社団直太会　母と子の上田病院 報告済み
熊内町５ 真愛くもちホーム 報告済み
琴ノ緒町３ サンケアホーム神戸三宮 報告済み
琴ノ緒町４ 三聖病院 報告済み
下山手通７ 特別養護老人ホーム　山手さくら苑 報告済み
下山手通７ いつでも夢を 報告済み
下山手通８ 医療法人 神甲会 隈病院 報告済み
神仙寺通３ ロングライフ神戸青谷 報告済み
神仙寺通４ レジデンス神仙寺 報告済み
中山手通４ 兵庫県学校厚生会福祉センター 報告済み
中山手通７ 神戸真生塾　乳児棟 報告済み
中山手通７ 神戸真生塾  児童棟 報告済み



中山手通７
神戸真生塾付属小児科診療所
愛こどもクリニック

報告済み

中山手通７ 一般財団法人　神戸マリナーズ厚生会病院 報告済み
中山手通７ ふれんど神戸中山手苑 報告済み
旗塚通５ ケアホーム布引 報告済み
東川崎町６ ハーバー大慈 報告済み
港島中町５ 明倫福祉会　特別養護老人ホーム ぽー愛 報告済み
港島中町８ 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院 報告済み
港島中町８ 神戸低侵襲がん医療センター 報告済み
港島中町８ チャイルド・ケモ・ハウス 報告済み
港島南町１ あんしん病院 報告済み
港島南町２ 先端医療センター 報告済み
港島南町２ 神戸市立医療センター中央市民病院 報告済み
元町通７ 神戸博愛病院 報告済み
脇浜海岸通１ 神戸赤十字病院 報告済み
脇浜町１ 神鋼記念病院 報告済み
兵庫区

荒田町１
医療法人仁風会 
小原病院　第１病棟

報告済み

荒田町１
医療法人仁風会 
小原病院  第２病棟

報告済み

荒田町２ 神戸大学(荒田）地域医療活性化センター 報告済み
荒田町３ まんてん堂グループホームひょうご湊 報告済み
上沢通３ 医療法人社団　大有会 井上病院 報告済み
上沢通８ そんぽの家Ｓ　神戸上沢 報告済み
菊水町５ 医療法人社団　元気会　由井病院 報告済み

菊水町１０
特別養護老人ホーム 
海光園　ミラホーム

報告済み

菊水町１０ 養護老人ホーム海光園 報告済み
菊水町１０ エクセレント神戸　 報告済み
熊野町５ 夢野母子ホーム 報告済み
里山町１ 高齢者ケアセンターひょうご 報告済み
滝山町７ 介護老人保健施設　ドリームヒルズ滝山 報告済み
大開通２ 介護老人保健施設　兵庫みどり苑 報告済み
大開通９ 医療法人栄昌会　吉田病院 報告済み
塚本通３ 老人保健施設  静耕 報告済み
馬場町７ 社会福祉法人共生会　愛信学園 報告済み
東山町３ 医療法人　川崎病院　東館 報告済み
東山町３ 医療法人　川﨑病院　西館 報告済み
平野町 神戸実業学院 報告済み
三川口町３ そんぽの家　兵庫柳原 報告済み

御崎町１
医療法人社団顕鐘会 
神戸百年記念病院  本館棟

報告済み

御崎町１
医療法人社団顕鐘会 
神戸百年記念病院  西病棟

報告済み

御崎町１
医療法人社団顕鐘会 
神戸百年記念病院　管理棟

報告済み

湊川町３ 湊川病院  本館 報告済み
湊川町３ 湊川病院  南病棟 報告済み
湊川町３ 湊川病院  北病棟 報告済み
湊川町３ 湊川病院  西病棟 報告済み
湊山町１２ 憩いの家オレンジ 報告済み
明和通２ まんてん堂グループホームひょうご須佐野 報告済み
夢野町４ 夢野こどもホーム 報告済み



夢野町４ 夢野老人ホーム・アメニティホーム夢野 報告済み
北区
有野台７ きずなホームふなせ 報告済み
有野台８ 神戸アドベンチスト病院　本館 報告済み
有野町有野 医療法人社団　向陽会　向陽病院  ＡK棟 報告済み
有野町有野 医療法人社団　向陽会　向陽病院　B棟 報告済み

有野町有野
社会福祉法人　向陽福祉会 
介護老人保健施設  向陽りんどう苑

報告済み

有野町有野
社会福祉法人　向陽福祉会
救護施設ひまわり苑

報告済み

有野町唐櫃 マムクリニック 報告済み
有野中町１ 医療法人社団　甲北会　甲北病院 報告済み
有野中町２ おかば学園  若竹寮 報告済み
有野中町２ おかば学園  陽気寮 報告済み
有野中町２ おかば学園  陽気寮（２） 報告済み
有野中町２ おかば学園　よろこび荘 報告済み
有野中町３ ももの花 報告済み
有野中町４ 桃源の郷 報告済み
有野町二郎 介護型ケアハウス　ストロベリー 報告済み
有馬町中ノ畑 有馬温泉郷グループホーム　くらく園 報告済み
淡河町淡河 介護老人保健施設うらら 報告済み
淡河町木津 神戸光の村授産学園 報告済み
淡河町神田 社会福祉法人ヨハネ会　ヨゼフ寮 報告済み
淡河町神田 ヨゼフ寮　別棟マリエンハイム 報告済み
大原３ オカ・レディースクリニック 報告済み
大脇台１２ しらゆりこども館 報告済み
唐櫃台４ 介護老人保健施設　カトレア六甲 報告済み
君影町６ グループホームめぐみの丘Ⅲ 報告済み
菖蒲が丘１ 福山診療所 報告済み
鈴蘭台西町１ グループホームありがとう 報告済み
鈴蘭台西町２ すずらん病院 報告済み
鈴蘭台西町２ 顕修会クリニック 報告済み
鈴蘭台西町３ カトレアロイヤル神戸 報告済み
道場町日下部 恒生病院 報告済み
道場町日下部 グループホームこころ 報告済み
道場町日下部 恒生病院　回復期リハビリテーション病棟 報告済み
道場町塩田 やすらぎの里道場 報告済み
長尾町上津 医療法人寿栄会　有馬高原病院（１）　Ａ・Ｂ棟 報告済み
長尾町上津 医療法人寿栄会　有馬高原病院（２）　C棟 報告済み
長尾町上津 特別養護老人ホーム  愛寿園 報告済み
長尾町上津 介護老人保健施設  青い空の郷 報告済み
鳴子３ 神戸ゆうゆうの里 報告済み

鳴子３
神戸ゆうゆうの里
有料老人ホーム　ケアセンター

報告済み

西大池２ いろどりの家・大池 報告済み
西山１ ツクイ神戸西山デイサービスセンター 免除
八多町中 特別養護老人ホーム 八多の里 報告済み
八多町中 メゾン悠遊 報告済み
八多町中 特別養護老人ホーム　ほわいえ 報告済み
藤原台北町７ 産科・婦人科　みずとりクリニック 報告済み
藤原台中町５ 済生会兵庫県病院 報告済み
藤原台中町５ 特別養護老人ホーム　ふじの里 報告済み

藤原台南町３
小規模特別養護老人ホーム 
なでしこ　神戸

報告済み



松宮台１ ケアハウス　カトレア神戸 報告済み
緑町１ 松岡産婦人科クリニック 報告済み
緑町８ シルバーステイ あじさい 報告済み
山田町藍那 ひふみ園 報告済み
山田町小部 グインホーム 報告済み
山田町小部 特別養護老人ホーム  六甲の館 報告済み
山田町小部 アリス・エリザベスホーム　エドモンド棟 報告済み
山田町小部 アリス・エリザベス・ホーム 報告済み
山田町小部 リバティーベル六甲 報告済み
山田町小部 特別養護老人ホーム梅香園 報告済み
山田町上谷上 大池病院  ３病棟 報告済み
山田町上谷上 大池病院  ６号棟 報告済み
山田町上谷上 大池病院　精神療養病棟 報告済み

山田町上谷上
大池サンホーム　 
本館・ケアセンター

報告済み

山田町上谷上 グループホーム大池東棟・ディケアセンター 報告済み
山田町上谷上 真星病院 報告済み
谷上南町１５ ハーモニアス谷上 報告済み

しあわせの村１
社会福祉法人　神戸明輪会 
ワークホーム明友

報告済み

しあわせの村１ 神港園しあわせの家 報告済み
しあわせの村１ 神港園しあわせの家　新館 報告済み
しあわせの村１ リハ・神戸 報告済み
山田町下谷上 アネックス湊川ホスピタル 報告済み
山田町下谷上 カルム箕谷・なごみ介護センター 報告済み

山田町下谷上
社会福祉法人神戸の風 
ケアハウス南風

報告済み

山田町下谷上 神戸明生園 報告済み
山田町下谷上 ケアホームほくと　 報告済み
山田町下谷上 シニアホーム　ほくと 報告済み
山田町東下 介護老人福祉施設　つくし園 報告済み
若葉台１ 知的障害者更生施設 清心ホーム 報告済み
長田区

一番町２
地方独立行政法人神戸市民病院機構 
神戸市立医療センター西市民病院

報告済み

腕塚町４ 新長田眼科病院 報告済み
大橋町４ そんぽの家Ｓ　神戸新長田 報告済み
海運町 鷹取サンクチュアリ　別棟 免除
久保町２ 神戸協同病院 報告済み
三番町１ ふれあいホーム 報告済み
庄山町１ いたやどクリニック 報告済み
長者町 神戸長者町白寿苑 報告済み
長尾町２ ゆうとぴ庵　西神戸 報告済み
長田天神町５ シャルマンコート長田天神 報告済み
西尻池町２ グループホーム　ハナ 報告済み
西代通４ ニチイケアセンター神戸西代 報告済み
東尻池町６ なごやかレジデンス神戸苅藻　 報告済み
東尻池町７ 故郷の家 神戸 報告済み
雲雀ヶ丘１ ケアハウス丸山の郷 報告済み
二葉町５ 医療法人社団　十善会　野瀬病院 報告済み
平和台町１ アキヨシ整形外科病院 報告済み
平和台町２ グリーンコート新生 報告済み
房王寺町３ 神戸朝日病院 報告済み
前原町１ 社会福祉法人　明星寮　Ａ・Ｂ棟 報告済み



前原町１ 社会福祉法人　明星寮　Ｃ・Ｄ棟 報告済み
丸山町４ まんてん堂ハイム　こうべ丸山 報告済み
御蔵通４ 育成会会館 報告済み
須磨区
磯馴町３ エリーネス須磨「介護の家」 報告済み
板宿町２ まんてん堂グループホーム　すま飛松 報告済み
一ノ谷町３ 須磨浦病院  本館 報告済み
一ノ谷町３ 須磨浦病院  新館 報告済み
一ノ谷町３ 特別養護老人ホーム　須磨浦の里 報告済み
一ノ谷町３ ケアハウス　須磨浦の里 報告済み
一ノ谷町３ ケアハウス　須磨浦の里　みち 報告済み
大池町５ 高橋病院 報告済み
大田町６ 明芳外科リハビリテーション病院 報告済み
奥山畑町 緊急救護施設ヨハネ寮 報告済み
神の谷５ 特別養護老人ホーム　宙カミーノ 報告済み
神の谷７ 医療法人社団愛寿会  水守外科 免除
神の谷７ 永原心療内科 報告済み
白川台１ 神港園サニーライフ白川 報告済み
外浜町３ 須磨シニアコミュニティ 報告済み

多井畑
介護付有料老人ホーム 
コンフォート須磨ノ森

報告済み

千歳町４ 花ちとせ 報告済み
飛松町５ 八十嶋病院 報告済み
友が丘１ 神戸愛生園 報告済み
友が丘７ いきいきの郷 報告済み
友が丘７ エリーネス須磨　 報告済み
友が丘７ 新須磨リハビリテーション病院 報告済み
東町４ 森産婦人科医院 報告済み
松風町４ あいハート須磨 報告済み
行幸町４ 医療法人社団　林産婦人科 報告済み
行幸町４ グループホーム　ひまわり 報告済み
妙法寺 尾原病院 報告済み
妙法寺 老人保健施設　コスモス苑 報告済み
妙法寺 介護老人保健施設　すま松の郷 報告済み
離宮西町２ 離宮しあわせ荘 報告済み
離宮前町２ あいハート離宮前 報告済み
垂水区
旭が丘１ フォレスト垂水 報告済み
旭が丘２ フォレスト垂水　弐番館 報告済み

泉が丘５
特別養護老人ホーム 
ファボール泉が丘

報告済み

歌敷山４ 母子生活支援施設　コーポ歌敷山 報告済み
大町２ 高取産婦人科医院 報告済み
海岸通５ レイシェスタ　しらゆり 報告済み

霞ヶ丘１
街かどケアホーム　ＣＨＩＡＫＩ
ほおずき神戸垂水

報告済み

狩口台６ ユトリーム朝霧 報告済み
小束台 介護老人保健施設みどりの丘 報告済み
塩屋北町２ まつざきクリニック 報告済み

塩屋北町２
介護老人保健施設 
フェニックス垂水キュアセンター

報告済み

塩屋町梅木谷 社会福祉法人 神戸少年の町 本館 報告済み
塩屋町梅木谷 社会福祉法人 神戸少年の町　青雲寮 報告済み



塩屋町梅木谷
社会福祉法人 
神戸少年の町　地域交流棟・乳児院

報告済み

塩屋町 アリビオ塩屋 報告済み
塩屋町６ 特別養護老人ホーム　ふるさと 報告済み
塩屋町６ ケアハウス　ふるさと 報告済み
塩屋町６ 美波ホール 報告済み
塩屋町６ グループホーム　ふるさと桜 報告済み
桃山台５ サテライト特養　ももやまだい 報告済み
下畑町 コ・クール垂水 報告済み
星陵台４ 特別養護老人ホーム　ファボール星陵 報告済み
仲田２ そんぽの家　神戸垂水 報告済み
中道６ まんてん堂グループホームたるみ中道 報告済み
西舞子２ ニチイケアセンター神戸西舞子　 報告済み
馬場通８ パールビュー馬場通 報告済み
東垂水１ サニーサイドホームすず 報告済み
平磯４ たるみグループホーム 報告済み
福田１ なごやかレジデンス垂水 報告済み
福田５ そんぽの家神戸名谷 報告済み
本多聞３ ドマーニ神戸 報告済み
舞子坂３ グループホーム舞子 報告済み
舞子台２ ナチュラル舞子 報告済み
学が丘１ 神戸掖済会病院 報告済み
学が丘５ ディアージュ神戸 報告済み
南多聞台２ 介護老人保健施設　四季の郷 報告済み
南多聞台３ まんてん堂グループホームたるみ神陵台 報告済み
南多聞台４ そんぽの家　南多聞台 報告済み
名谷町 グッドタイムリビング神戸垂水 報告済み
名谷町 メープルホーム 報告済み
名谷町 介護付有料老人ホーム　Ｍボヌール 報告済み
名谷町 Ｍボヌールグループホーム 報告済み
名谷町 ケアハウスまんてん垂水 報告済み
桃山台５ 桃山台ホーム 報告済み
桃山台５ すすむ会クリニック 報告済み
桃山台７ グループホームハッピージョイ 報告済み
山手１ そんぽの家Ｓ　神戸東垂水 報告済み
山手５ パールビュー山手 報告済み
西区
曙町 万寿の家 報告済み
曙町 自立生活訓練センター 報告済み
伊川谷町有瀬 ハーベスピア 報告済み
伊川谷町有瀬 老人保健施設　風と緑 報告済み

伊川谷町有瀬
街かどケアホームＣＨＩＡＫＩ
ほおずき神戸伊川谷

報告済み

伊川谷町有瀬 ケアハウス　シェ・モア 報告済み
伊川谷町有瀬 ハッピー雅 報告済み
伊川谷町有瀬 なごやかレジデンス明石朝霧 報告済み
伊川谷町潤和 スタークリニック 報告済み
伊川谷町潤和 障害者支援施設　リバティ神戸 報告済み

伊川谷町潤和
医療法人 実風会 
新生病院　本館

報告済み

伊川谷町潤和
医療法人 実風会 
新生病院　福祉ホーム棟

報告済み

伊川谷町別府 ほっと倶楽部 報告済み
池上１ 医療法人社団　しらさぎ会　さぎの病院 報告済み



岩岡町岩岡 フェニックス岩岡クリニック 報告済み

岩岡町岩岡
介護老人保健施設 
フェニックス西神戸キュアセンター

報告済み

岩岡町岩岡 フェニックス診療所 免除
岩岡町岩岡 グループホームつつじの丘 報告済み
岩岡町西脇 神戸婦人寮 報告済み
枝吉１ みどり病院 報告済み
押部谷町栄 協和病院　本館 報告済み
押部谷町福住 グループホームめぐみの丘 報告済み
神出町小束野 特別養護老人ホーム 萬寿園 報告済み
神出町小束野 神戸白鷺病院　１・２・３病棟 報告済み
神出町小束野 神戸白鷺病院　診療棟 報告済み
神出町小束野 神戸白鷺病院　東病棟 報告済み
神出町小束野 神戸白鷺病院　５・６病棟 報告済み
神出町小束野 雄岡病院 報告済み
神出町小束野 ケアハウスかんで 報告済み
神出町小束野 しらさぎ苑・しょうぶ荘 報告済み
神出町東 神港園シルビアホーム 報告済み
神出町東 養護老人ホーム　神港園 報告済み
神出町宝勢 特別養護老人ホーム　サンビラこうべ 報告済み
神出町南 障害児支援入所施設　さわらび学園　本館 報告済み
神出町南 障害者支援入所施設　ゼノの村　管理棟 報告済み
神出町南 障害者支援入所施設 　あさぎりの里 報告済み
神出町南 グループホーム風の丘 報告済み
神出町勝成 ライフセンター神戸 報告済み
神出町勝成 ライフセンター神戸　交流センター 報告済み
学園西町１ 神戸学園都市ビル 報告済み
北別府５ レラティブ別府 報告済み
北山台３ 広野高原病院　旧本館病棟 報告済み
北山台３ 広野高原病院　本部病棟 報告済み
北山台３ 広野高原病院　新本館 報告済み
北山台３ 広野高原病院　老人保健施設　緑風苑(西館） 報告済み

北山台３
広野高原病院　介護老人保健施設
緑風苑(東館）

報告済み

北山台３ 住宅型有料老人ホーム　やさしい手広野 報告済み
糀台４ 有料老人ホーム　サニーライフ神戸 報告済み
糀台５ 神戸市立西神戸医療センター 報告済み
白水２ コミュニティホーム　ハートピア神戸白水 報告済み
前開南町１ ひなた助産院 報告済み
前開南町２ グループホームさくら 報告済み
竹の台６ 西神中央グループホーム 報告済み
玉津町水谷 知的障害者福祉ホーム　あじさいの丘 報告済み
月が丘５ デイサービスセンターりんご 免除
櫨谷町長谷 大慈園 報告済み
櫨谷町長谷 ケアハウス大慈 報告済み
平野町印路 西神戸エルダーハウス 報告済み
平野町大畑 老人保健施設ひらの 報告済み

平野町慶明
社会福祉法人慶明会 
花園ホーム

報告済み

平野町常本 特別養護老人ホーム 透鹿園 報告済み
二ツ屋２ ＣＨＩＡＫＩ　ほおずき神戸玉津 報告済み
二ツ屋２ コミュニティホームハートケア神戸二ツ屋 報告済み

美賀多台３
久保みずきレディースクリニック 
菅原記念診療所

報告済み



美賀多台３
久保みずきレディースクリニック
菅原記念診療所　アネックス館

報告済み

水谷１ ハートケア神戸西 免除
水谷１ グループホームありあけ 報告済み
南別府４ パートナー伊川谷 報告済み

東灘区
　魚崎南町５ アネシス魚崎 報告済み
　魚崎南町８ はぴね神戸魚崎弐番館 報告済み
　鴨子ケ原１ 甲南病院  本館棟 報告済み
　鴨子ケ原１ 甲南病院  東館 報告済み
　鴨子ケ原１ 甲南病院  南館 報告済み
　鴨子ケ原１ 甲南病院　新館 報告済み
　向洋町中２ 六甲アイランド甲南病院 報告済み
　御影石町１ アネシス御影　介護老人保健施設 報告済み
　御影塚町１ アルテ石屋川 報告済み
　御影山手１ グランダ御影山手 報告済み
　御影山手１ グランダ御影山手弐番館 報告済み
　本山南町６ アネシスもとやま 報告済み
灘区

　大石南町２
介護老人保健施設 
神戸日の出苑

報告済み

　神ノ木通４ 医療法人　愛和会　金沢病院 報告済み
　記田町２ メディカルホームグランダ御影西 報告済み
　篠原北町３ 神戸海星病院・コンフォートヒルズ六甲 報告済み
　鶴甲１ サービス付き高齢者向け住宅　オリンピア鶴甲 報告済み
　鶴甲５ ケアハウスきしろ長寿の里 報告済み
　長峰台２ カネディアンヒル介護老人保健施設 報告済み
　灘北通３ グループホーム　オリンピア灘 報告済み
　森後町３ ナタール六甲 報告済み
中央区
　旭通２ グループホーム　あかね雲 報告済み
　上筒井通６ 神戸平成病院　 報告済み
　北野町４ 北野坂病院 免除
　雲井通４ 神戸アーバンクリニック 報告済み
　港島中町４ 社会福祉法人成晃会神戸メディケアセンタービル 報告済み
　港島中町５ 介護老人保健施設　神戸ポートピアステイ 報告済み
兵庫区
　上沢通８ スリール兵庫・上沢 報告済み
　切戸町６ 荻原みさき病院　本館 報告済み
　切戸町６ 荻原みさき病院　新館 報告済み
　小松通５ 高齢者総合福祉施設　オリンピア兵庫 報告済み
　西多聞通１ 彦坂病院 報告済み

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧
主要用途：病院
　　　　　　　診療所（患者の収容施設があるものに限る）
　　　　　　　児童福祉施設等(要援護者の収容施設のあるものに限る）
　　　　　　　共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅及び
　　　　　　　認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る）

平成30年3月31日現在
（4月以降の提出状況は別表に記載）

所在地 建物名称 備考



　水木通１０ 神戸ゆうこう病院 報告済み
　吉田町１ 介護老人保健施設アネシス兵庫 報告済み
　和田宮通６ 三菱神戸病院 報告済み
北区
　赤松台１ 特別養護老人ホーム　やすらぎの里神戸赤松台 報告済み
　有野町 障害者支援施設　二郎苑 報告済み
　淡河町神影 社会福祉法人　天王谷学園 報告済み
　大脇台３ 春日病院 報告済み
　惣山町２ 神戸中央病院 報告済み
　惣山町２ 神戸中央病院付属介護老人保健施設 報告済み
　谷上南町２９ モンファミーユ北六甲 報告済み
　西大池１ 医療法人社団　西クリニック 報告済み
　西大池１ 介護老人保健施設　あすなろ旭 報告済み
　山田町小部 指定介護老人福祉施設　さつき園 報告済み
　山田町小部 さくらホーム 報告済み
　山田町小部 小規模特別養護老人ホーム　さつき園あきの荘 報告済み
　山田町上谷上 大池病院  ４病棟 免除
　しあわせの村１ にこにこハウス医療福祉センター 報告済み
長田区
　鹿松町２ 特別養護老人ホーム　長田すみれ園 報告済み
　大日丘町２ 介護老人保健施設　ヴィラ光陽 報告済み
　長田天神町２ グループホーム　紅葉 報告済み
　花山町２ 適寿リハビリテーション病院 報告済み
　雲雀ケ丘１ 街かどケアホームのどか 報告済み
　宮丘町１ 高齢者ケアセンターながた　サテライト宮丘 報告済み
須磨区
　大手字大谷３ 医療社団法人　良清会　須磨裕厚病院 報告済み
　大手字大谷３ 医療社団法人　良清会 須磨裕厚病院 A-１病棟 報告済み
　大手字大谷３ 医療社団法人　良清会 須磨裕厚病院 A-２病棟 報告済み
　大手字大谷３ 医療社団法人　良清会　須磨裕厚病院  １病棟 報告済み
　大手字大谷３ 医療社団法人　良清会　須磨裕厚病院  ２病棟 報告済み
　大手字大谷３ 医療社団法人　良清会　須磨裕厚病院  ３病棟 報告済み
　車字菅ノ池 ＫＯＢＥ須磨きらくえん 報告済み
　白川台３ 白川台会館 報告済み
　白川台３ ふれんど白川台 報告済み
　須磨浦通２ 医療法人一高会　野村海浜病院 報告済み
　須磨本町１ 障害者支援施設　ホーリーツリー 報告済み
　高倉町１ 介護老人保健施設グリーンリーフ高倉 報告済み
　千守町１ パーマリィ・イン・須磨 報告済み
　西落合３ 神戸医療センター 報告済み
　妙法寺字野路山 特別養護老人ホーム　 愛の園 報告済み
　妙法寺字薮中 はやしやまクリニック 報告済み
　若草町３ オラージュ須磨 報告済み
垂水区
　海岸通１１ ザ・レジデンス神戸舞子 報告済み
　上高丸１ 医療法人 沖縄徳州会 　神戸徳州会病院 報告済み
　陸ノ町 グループホームわだつみの里 報告済み
　五色山７ さん舞子マンション 報告済み
　塩屋町４ 特別養護老人ホーム　塩屋さくら苑 報告済み
　清水が丘２ 佐野病院（マインレーベン） 報告済み
　清水が丘２ 佐野病院（新館） 報告済み
　下畑町字西砂山 フローラルヴィラ垂水 報告済み
　馬場通５ オービーホーム馬場通 報告済み



　五色山７
特別養護老人ホームさん舞子神港園
いこいの家

報告済み

　舞子坂３ グループホーム　あったか家族 報告済み
　舞子台７ 舞子台病院 報告済み
　舞子台７ 老人保健施設　舞子台 報告済み
　舞子台７ 舞子台グループホーム 報告済み
　舞子台７ ハートランド舞子台 報告済み
　名谷町字猿倉 オービーホーム　旧館 報告済み
　名谷町字猿倉 オービーホーム　新館 報告済み
　名谷町猿倉 SOMPOケアラヴィーレ神戸垂水 報告済み

　桃山台５
医療法人社団すすむ会　介護老人保健施設 
佐野記念アットホーム

報告済み

西区
　曙町 救護施設のぞみの家 報告済み
　伊川谷町有瀬 足立病院 報告済み
　伊川谷町有瀬 SOMPOケアラヴィーレ神戸伊川谷 報告済み
　伊川谷町有瀬 ヒルズ久兼ビル 報告済み
　伊川谷町有瀬 ふれんど伊川谷 報告済み
　伊川谷町有瀬 御宿ありせ 報告済み
　伊川谷町長坂 特別養護老人ホーム  永栄園 報告済み
　井吹台東町２ 医療法人三友会　なでしこレディースホスピタル 報告済み
　岩岡町西脇 関西青少年サナトリューム (中央病棟） 報告済み
　岩岡町西脇 関西青少年サナトリューム （西病棟） 報告済み
　岩岡町西脇 関西青少年サナトリュウム （北病棟） 報告済み
　水谷１ コミュニティホームハートケア神戸西 免除
　神出町宝勢 知的障害者更正施設　神戸あゆみの里　本館 報告済み
　神出町宝勢 知的障害者更正施設　神戸あゆみの里　別館 報告済み
　神出町宝勢 障害福祉サービス事業所　なごみの里　 報告済み
　神出町南字谷畑 神出シニアコミュニティ 報告済み
　神出町勝成 医療法人財団　兵庫錦秀会 神出病院 報告済み

　神出町勝成
医療法人財団　兵庫錦秀会 
介護老人保健施設　たちばな苑

報告済み

　学園西町５ スワンコートFURUYA 報告済み
　玉津町上池 総合福祉施設 　オリンピア神戸西 報告済み
　玉津町高津橋 医療法人社団　田中整形外科 報告済み
　櫨谷町福谷 老人保健施設エルダービレッジ・さとうクリニック 報告済み
　櫨谷町福谷 エルダービレッジ　グループホーム 報告済み
　持子３ 偕生病院 報告済み
　和井取３ 街かどケアホーム　さやか 報告済み

東灘区
魚崎南町４ 社会福祉法人こすもすケアハウス　こすもすぴあ 報告済み
北青木１ おおぎの郷 報告済み
住吉山手４ 神愛子供ホーム 報告済み
本庄町１ 特別養護老人ホーム　甲南山手 報告済み
本庄町２ メディカルケアハウス甲南山手 報告済み

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧
主要用途：病院
　　　　　　　診療所（患者の収容施設があるものに限る）
　　　　　　　児童福祉施設等(要援護者の収容施設のあるものに限る）
　　　　　　　共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅及び

平成30年6月30日現在
（７月以降の提出状況は別表に記載）

所在地 建物名称 備考



御影石町１
社会福祉法人鶯園 
特別養護老人ホーム　ロングステージ御影

報告済み

本山中町１ メディカルグループホーム甲南山手 報告済み
本山中町４ 医療法人　明倫会　 宮地病院 報告済み
本山中町４ 医療法人明倫会　老人保健施設　あずさ 報告済み
本山南町７ 本山リハビリステーション病院 報告済み
灘区
大石東町１ 特別養護老人ホーム　ロングステージ灘 報告済み
箕岡通４ チャームスイート神戸摩耶 報告済み
中央区
加納町２ パーマリィ・イン新神戸 報告済み
旗塚通６ グループホームはたつか 報告済み
脇浜海岸通３ 特別養護老人ホーム　ケアポート神戸 報告済み
兵庫区
下祇園町３２ たのしい家　大倉山 報告済み
下沢通８ 株式会社愛ホームサービス 報告済み
松原通２ 社会福祉法人フジの会　モーツァルトいのり 報告済み
湊川町９ たのしい家湊川 報告済み
北区
有野中町３ 有泉病院 報告済み
有野中町３ イノセントケア有野 報告済み
有馬町 有馬温泉病院 報告済み
淡河町東畑 上野丘更生寮(1)　成人棟 報告済み
淡河町東畑 上野丘更生寮(2)　重度成人棟 報告済み
淡河町東畑 上野丘さつき会  上野丘学園 報告済み
大沢町中大沢 介護老人保健施設 らぽーと 報告済み
小倉台１ ソーシャルコート神戸北 報告済み
道場町日下部 Ｓａｋｕｒａ　サービス付き高齢者向け住宅 報告済み
松が枝町３ 松田病院 報告済み
長田区
御屋敷通６ グループホームいろり 報告済み
野田町９ グループホーム　更紗 報告済み
東丸山町１０ ルシールまるやま 報告済み
丸山町３ 丸山病院  本館第１病棟 報告済み
丸山町３ 丸山病院  第２病棟 報告済み
丸山町３ 丸山病院　健診センター 報告済み
須磨区
白川台５ ゼフィール白川Ⅰ 報告済み
白川台５ ゼフィール白川Ⅱ 報告済み
友が丘３ 友が丘YUAI・こんにちは友が丘 報告済み
東白川台１ 北須磨病院 報告済み
東白川台２ 介護老人保健施設　すみれ苑 報告済み
垂水区
歌敷山３ ぺレタ歌敷山 報告済み
塩屋町１ ロングライフ・クイーンズ塩屋 報告済み
西舞子６ 特別養護老人ホーム　舞子すみれ園 報告済み
西脇１ くつろぎの家エルフ・神陵台 報告済み
星が丘１ パールビュー星が丘 報告済み
本多聞１ くつろぎの家　エルフ・本多聞 報告済み
本多聞６ マイホーム垂水 報告済み
本多聞７ ソーシャルコート本多聞 報告済み
美山台３ 大澤病院 報告済み
名谷町字梨原 名谷病院 報告済み
名谷町字梨原 介護老人保健施設 名谷すみれ苑 報告済み



名谷町字猿倉 介護老人保健施設　垂水すみれ苑　 報告済み
西区
伊川谷町有瀬 グループホーム花の風 報告済み
池上２ 伊川谷病院 報告済み
池上２ ぬくもりの家　こころ西神戸 報告済み
岩岡町岩岡 特別養護老人ホーム　岩岡の郷 報告済み
大沢１ ディーフェスタ神戸大沢 報告済み
玉津町新方 芦屋グループホーム華 報告済み
中野１ グループホームウッドランド 報告済み
持子２ やさしえ神戸持子 報告済み

東灘区魚崎中町４ 特別養護老人ホーム　サンライフ魚崎 報告済み
東灘区魚崎南町５ はぴね神戸魚崎壱番館 報告済み
中央区磯辺通１ 神戸海岸特養ケアセンター 報告済み
中央区波止場町 サニーピアクリニック・介護老人保健施設 報告済み
兵庫区駅前通４ デイサービスセンター　ＳＮＯＷ　ＰＬＵＭ 報告済み
兵庫区浜中町１ 特別養護老人ホーム　花みさきⅡ 報告済み
北区有野町唐櫃 松本ホームメディカルクリニック 報告済み
北区鈴蘭台東町２ 社会福祉法人　鈴蘭台荘  本館 報告済み
北区鈴蘭台東町２ 社会福祉法人　鈴蘭台荘  別館 報告済み
長田区海運町２ サンクチュアリ鷹取 報告済み
長田区大日丘町３ 介護老人保健施設サニーヒル 報告済み
西区岩岡町古郷 特別養護老人ホーム　西神の里 報告済み

所在地 建物名称 備考
中央区籠池通４ 神戸労災病院 報告済み
中央区神若通４ ハートフルコスモス神戸Ⅰ番館 報告済み
垂水区五色山７ ケアハウスさん舞子神港園 報告済み
垂水区本多聞７ 本多聞ケアホーム 報告済み
西区前開南町２ リハリビング神戸西 報告済み

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧
主要用途：病院
　　　　　　　診療所（患者の収容施設があるものに限る）
　　　　　　　児童福祉施設等(要援護者の収容施設のあるものに限る）
　　　　　　　共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅及び

平成30年12月31日現在
（平成31年1月以降の提出状況は別表に記載）

所在地 建物名称 備考

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧
主要用途：病院
　　　　　　　診療所（患者の収容施設があるものに限る）
　　　　　　　児童福祉施設等(要援護者の収容施設のあるものに限る）
　　　　　　　共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅及び
　　　　　　　認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームに限る）

令和元年12月31日現在



所在地 建物名称 備考

御影塚町１ ホテル ポルト・ディ・マーレ 報告済み

六甲山町北六甲 日新製鋼健康組合六甲山荘 報告済み
六甲山町北六甲 サムティ株式会社六甲山保養所 免除
六甲山町北六甲 メープル六甲 報告済み
六甲山町北六甲 株式会社イワセ・エスタ  六甲山荘 報告済み
六甲山町北六甲 日本経済新聞社  六甲研修所 報告済み
六甲山町北六甲 尼崎信用金庫  六甲山の家 免除
六甲山町北六甲 日比谷花壇保養所 免除
六甲山町北六甲 豊泉家　六甲山荘 免除
六甲山町西谷山 グランドホテル　六甲スカイヴィラ 報告済み
六甲山町西谷山 JFE健康保険組合  保養所　こだま荘 報告済み
六甲山町西谷山 神戸六甲山倶楽部 報告済み
六甲山町西谷山 やすらぎ山荘 報告済み
六甲山町西谷山 ハープコーポレーション六甲山荘 免除

六甲山町西谷山
松蔭女子学院 
六甲山セミナーハウス

免除

六甲山町東山ノ内西谷 住友生命  六甲寮 免除
六甲山町東山ノ内西谷 住友精密工業株式会社　 甲泉荘 報告済み
六甲山町南六甲 (旧）帝人　六甲荘 免除
六甲山町南六甲 篠原電機株式会社  六甲山荘 報告済み
六甲山町南六甲 日本コルマー六甲保養所 報告済み
六甲山町南六甲 オーシャンテラスあじさい 報告済み
六甲山町南六甲 株式会社アーバンヴィレッジ　六甲荘 報告済み

六甲山町南六甲
川崎重工業健康保険組合
健康推進センター六甲山荘

報告済み

相生町４ 神戸シティガーデンズホテル 報告済み
生田町２ ホテルクイン 報告済み
磯辺通１ ホテルサンルートソプラ神戸 報告済み
加納町１ 新神戸オリエンタルシティＣ３ビル 報告済み
加納町２ グリーンヒルホテル神戸 報告済み
加納町２ スーパーホテル神戸 報告済み
加納町３ ホテル  ルネッサ 報告済み
加納町３ 神戸北の坂ホテル 報告済み
加納町３ カプセルホテル神戸三宮 報告済み
加納町４ 北上ホテル 報告済み
北長狭通５ ホテルココシャンテ 報告済み
北長狭通５ 兵庫県土地改良会館 報告済み
北野町１ 公立学校共済組合神戸宿泊所 報告済み
京町 神戸旧居留地２５番館 報告済み
楠町８ エスカル神戸 報告済み
雲井通４ 山田ビル 報告済み
雲井通５ 東横イン　神戸三宮Ⅱ 報告済み
雲井通６ コスモビル 報告済み
雲井通８ 三宮ターミナルビル 報告済み
熊内町４ サンメンバーズ神戸 報告済み
琴ノ緒町５ 神戸カプセルホテル　セキ 報告済み
古湊通２ ホテル スイング 報告済み
御幸通２ 神戸三宮ユニオンホテル 報告済み

灘区

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表

主要用途：ホテル・旅館

平成29年11月30日現在
（12月1日以降の提出状況は別表に記載）

東灘区

中央区



御幸通２ 東横イン　神戸三ノ宮Ⅰ 報告済み
栄町通１ 東栄大廈 報告済み
三宮町３ Ｒ＆Ｂホテル神戸元町 報告済み
下山手通２ ザ・ビー神戸 報告済み
下山手通２ ホテルモントレ神戸 免除
中町通４ アーバンホテル 報告済み
中山手通２ ホテル本陣 報告済み
中山手通３ 神戸トアロード　ホテル山楽 報告済み

中山手通４
兵庫県市町村職員共済組合 
ひょうご共済会館

報告済み

浪花町 ホテルトラスティ神戸旧居留地 報告済み
二宮町４ ホテル　ピエナ　神戸 報告済み
波止場町 ホテル　オークラ神戸 報告済み
港島中町６ 神戸ポートピアホテル 本館 報告済み
港島中町６ 神戸ポートピアホテル 南館 報告済み
港島中町６ 神戸ポートピアホテル　国際会議場 報告済み
港島中町６ 神戸商工会議所会館 報告済み

港島南町７
株式会社ニチイ学館
神戸ポートアイランドセンター

報告済み

元町通１ 神戸プラザホテル 報告済み
元町通２ スマイルホテル神戸元町 報告済み
元町通６ 株式会社共進ペイパー＆パッケージ本社ビル 報告済み
山本通２ YOUNG INN うさぎのみみ 報告済み
山本通３ ホテル  ニューパレス 報告済み
山本通３ 神戸北野ホテル 報告済み

中道通１ かどや旅館 報告済み
中道通２ 天満寮 報告済み
西上橘通１ カサベライン 神戸 報告済み
西多聞通２ ホテル  クリオ 報告済み
福原町 東横イン　神戸湊川公園 報告済み
水木通１ HOTEL LiVEMAX神戸 報告済み
湊町４ ホテル　ウインベルマジック 報告済み

有野町唐櫃 自家泉源の宿　有馬街道ゆうわ 報告済み
有野町唐櫃 ホテルアイアンプレミアム 報告済み
有馬町 ホテル　花小宿 報告済み
有馬町 奥ノ坊 免除

有馬町
川崎重工業健康保険組合 
泉郷荘

報告済み

有馬町 株式会社芙蓉　有馬御苑　別館 報告済み
有馬町 住友ゴム工業健康保険組合  楓荘 報告済み
有馬町 竹取亭  円山 報告済み
有馬町 康貴 報告済み
有馬町 古泉閣　（本館） 報告済み
有馬町 古泉閣　（別館） 報告済み
有馬町 古泉閣　（東館） 報告済み
有馬町 ねぎや陵楓閣 報告済み
有馬町 ザ　グランリゾート　有馬 報告済み
有馬町 兵衛向陽閣 (東・北・西館） 報告済み
有馬町 兵衛向陽閣  南館 報告済み
有馬町 兵衛向陽閣（参の湯） 報告済み
有馬町 有馬ビューホテル 報告済み
有馬町 月光園  遊月山荘　玄関棟 報告済み
有馬町 月光園　鴻朧館 報告済み
有馬町 御幸荘　小都里 報告済み
有馬町 有馬荘 免除

兵庫区

北区



有馬町 陶湶　御所坊 報告済み
有馬町 角の坊旅館 報告済み
有馬町 欽山 報告済み
有馬町 株式会社　龍泉閣 報告済み
有馬町 （旧）三井住友銀行健康保険組合　有馬荘 免除
有馬町 株式会社芙蓉　有馬御苑　本館 報告済み
有馬町 月光園  遊月山荘　客室棟 報告済み
有馬町 アヴァンセ有馬 報告済み
有馬町 ザ　グラン リゾート　プリンセス 有馬 報告済み
有馬町 御幸荘　花結び 報告済み
有馬町 かんぽの宿　有馬 報告済み

有馬町
全国土木建築国民健康保険組合 
保養研修所 ありま

報告済み

有馬町 有馬山叢　御所別墅　本館 報告済み
有馬町　 東急ハーヴェストクラブ有馬六彩＆VIALA 報告済み
有馬町 エクシブ有馬離宮 報告済み
藤原台北町４ 富士ゼロックス株式会社　関西研修所 報告済み

須磨浦通２ 神戸市交通局共助組合  須磨浦荘 免除
須磨寺町３ 寿楼（中央館） 報告済み
須磨寺町３ 寿楼（本家） 報告済み
須磨寺町３ 寿楼（望海荘） 報告済み
須磨寺町３ 寿楼（対山荘） 報告済み
須磨寺町３ 寿楼（臨水亭） 報告済み

青山台１ 塩屋土地株式会社　青山台別館 免除
海岸通１１ ホテルセトレ 報告済み
海岸通１１ SETRE　Ｒｅｓｉｄｅｎｓ 報告済み

東舞子町１８
シーサイドホテル 
舞子ビラ神戸　本館

報告済み

東舞子町１８
シーサイドホテル 
舞子ビラ神戸　別館

報告済み

舞子台２ 舞子ホテル 報告済み

伊川谷町有瀬 ホテル アスター 報告済み
伊川谷町前開 保養センター太山寺 報告済み
押部谷町木見 ホテルベリー 報告済み
学園西町２ 日産ビジネスカレッジ神戸 報告済み
玉津町居住 ホテル北国 報告済み

所在地 建物名称 備考

 魚崎南町３ ホテル　ビンタンパリ　リゾート 報告済み
 向洋町中２ 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ 報告済み
 御影本町７ 神戸V　HOTEL 報告済み

　六甲山町北六甲 関西大学　六甲山荘　本館 報告済み
　六甲山町北六甲 関西大学　六甲山荘　別館 報告済み
　六甲山町北六甲 六甲ハウス　（旧六甲ケイラインハウス） 免除
　六甲山町南六甲 株式会社　サンキョウホーム　六甲山荘 報告済み
　六甲山町南六甲 （旧）山岡山荘 免除

平成30年3月31日現在
（4月以降の提出状況は別表に記載）

東灘区

灘区

須磨区

垂水区

西区

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：ホテル・旅館



　六甲山町南六甲 六甲山ホテル  本館 報告済み
　六甲山町一ケ谷 WDB 六甲研修所 報告済み
　六甲山町西谷山 （旧）六甲スカイヴィラ　別館 免除

　生田町２ ブランシュール　ヴィラ 報告済み
　生田町２ ジャガーホテル神戸・ノース 報告済み
　生田町２ ジャガーホテル神戸・サウス 報告済み
　磯上通４ ホテル １－２－３神戸 報告済み
　加納町２ グリーンヒルホテル　アーバン 報告済み
　北長狭通４ ホテル  イルデパン 報告済み
　京町 ホテル  ヴィアマーレ神戸 報告済み
　御幸通５ アパホテル神戸三宮 報告済み
　御幸通５ ダイワロイネットホテル神戸三宮 報告済み
　三宮町２ ホテル　ケーニヒスクローネ神戸 報告済み
　下山手通２ ホテルモントレ神戸 免除
　下山手通７ 割烹 ふる里 報告済み
　布引町４ 神戸  花ホテル 報告済み
　波止場町６ 神戸港湾労働者福祉センター 報告済み
　波止場町５ 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 報告済み
　花隈町 花隈豊福 報告済み
　東川崎町１ 神戸ハーバーランドセンタービル 報告済み
　東川崎町４ 神戸港湾寮  神戸みなと寮 報告済み
　港島中町７ ホテルパールシティ神戸 報告済み
　元町通６ ダイイチグランドホテル西元町 免除
　山本通２ エル・エ・ルイ・ウーベン 報告済み

　新開地３ Ａｓａｈｉカプセル＆サウナ 報告済み
　新開地３ 桂ホテル 報告済み
　新開地４ ウエスタンホテル 　ビジネスインアルピナ 報告済み

　有野町有野 ジャガーホテル有馬 報告済み
　有野町唐櫃 ユナイテッドレントオール 免除
　有馬町 ナブテスコ株式会社 有馬保養所 免除
　有馬町 有馬グランドホテル 報告済み
　有馬町 旅籠 報告済み
　有馬町 ライフプラザ有馬 報告済み
　有馬町 橋乃家別館  嵐翠 報告済み
　有馬町 ダイハツ有馬寮  ラコンテ有馬 報告済み
　有馬町 高山荘 華野 報告済み
　有馬町 中の坊  瑞苑 報告済み
　有馬町 メープル有馬 報告済み
　有馬町 銀水荘 別館 兆楽 報告済み
　有馬町 SPA TERRACE 紫翠 報告済み
　有馬町 ミント・リゾート・イン・有馬 報告済み
　有馬町 メルヴェール有馬 報告済み
　有馬町 奥の細道　別館 報告済み
　有馬町 宿篭り　紫貴 報告済み
　大沢町上大沢 神戸ホテル　フルーツ・フラワー 報告済み

　伊川谷町別府 ホテル　ララリゾート 報告済み
　北別府２ ホテル　パレオ 報告済み

中央区

兵庫区

北区

西区



所在地 建物名称 備考
灘区
六甲山町東山ノ内西谷 株式会社松井プロパティ 六甲山荘 報告済み
六甲山町北六甲 学校法人成徳学園　六甲山学習センター 報告済み
中央区
生田町２ ホテル  トム・ボーイ 報告済み
生田町３ ホテルとうよう 報告済み
花隈町４ ホテル  ティファニー 報告済み
兵庫区
本町１ 同心ビジネスイン 報告済み
北区
有野町唐櫃 ホテル  ヴェント 報告済み
有野町唐櫃 ホテル神戸シェリー 免除
有野町唐櫃 ホテル  フェアリー 免除
有野町唐櫃 フィフスアベニュー 免除
有馬町 上大坊 報告済み
須磨区
行幸町１ ビジネス旅館  瑞幸 報告済み
垂水区
海岸通５ ペンション神戸 報告済み
海岸通５ 神戸ユースゲストハウス新館（ユース棟、談話室） 報告済み
西区
伊川谷町別府 ホテル　サララ 報告済み
伊川谷町別府 ジャガーホテル伊川谷 報告済み
糀台５ 神戸西神オリエンタルホテル 報告済み

所在地 建物名称 備考
中央区波止場町 ホテル　ラ・スイート神戸ハーバーランド 報告済み
中央区山本通２ ホテルゴールドリーフ 報告済み

所在地 建物名称 備考

東灘区六甲山町北六甲
六甲山ＹＭＣＡグローバルラーニングセンター
（宿泊棟）

報告済み

東灘区六甲山町北六甲
六甲ＹＭＣＡグローバルラーニングセンター
（研修ホール）

報告済み

兵庫区塚本通６ 神戸ルミナスホテル 報告済み
長田区御船通 長船旅館 報告済み

令和元年12月31日現在

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：ホテル・旅館

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：ホテル・旅館
平成30年12月31日現在

（平成31年1月以降の提出状況は別表に記載）

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：ホテル・旅館
平成30年6月30日現在

（７月以降の提出状況は別表に記載）



所在地 建物名称 備考
東灘区
魚崎浜町 兵庫自動車整備会館 報告済み
岡本１ アップ神戸岡本ビル 報告済み
向洋町中１ アジア・ワン・センター 報告済み
向洋町中２ 六甲アイランドビル 報告済み
向洋町西２ ケイヒン六甲冷蔵流通センター 報告済み
向洋町西５ トーホー本社西館 報告済み
向洋町西６ 神戸水岩運送株式会社 神戸流通センター 報告済み
向洋町西６ 親和パッケージ株式会社 報告済み
住吉東町２ 日本郵便株式会社　東灘郵便局 報告済み
住吉本町１ 生活協同組合コープこうべ住吉事務所ビル 報告済み
住吉南町１ 大関化学本社ビル 報告済み
住吉南町４ 白鶴酒造株式会社　本社研究棟 報告済み
西岡本３ 阪神水道企業団 本庁舎 報告済み
深江浜町 ショーボンド建設株式会社  神戸営業所 報告済み
深江浜町 深江浜補修基地事務所 報告済み
深江浜町 株式会社明治屋神戸営業所 報告済み
御影塚町３ ＮＫビル 報告済み
御影塚町４ 株式会社マルヤナギ小倉屋　本社　 報告済み

岩屋北町４ 株式会社ウェイズ本社ビル 報告済み
岩屋北町４ 神鋼エンジニアリング&メンテナンスビル 報告済み
岩屋北町４ プラスワンビル 報告済み
岩屋北町４ 日清鋼業株式会社　本社社屋 報告済み
岩屋中町１ エビスビル 報告済み
岩屋中町４ シマブンビル 報告済み
岩屋中町５ 株式会社神戸製鋼所　健康保健組合会館 報告済み
新在家南町５ 沢の鶴株式会社本社事務所 報告済み
友田町３ ＫＨＫ灘ビル 報告済み
摩耶埠頭 摩耶業務センター 報告済み
都通４ ＳＥＩＢＵ 報告済み
宮山町３ 六甲駅前ビル 報告済み
森後町１ リトルブラザーズ六甲ビル 報告済み

相生町１ 東成ビルディング 報告済み
相生町４ 神戸ストークビル 報告済み
明石町 大日明石町ビル 報告済み
明石町 あいおいニッセイ同和損保神戸ビル 報告済み
明石町 日本毛織株式会社　本店ビル 報告済み
明石町 神戸御幸ビル 報告済み
明石町 常盤ビル 報告済み
明石町 明海ビル 報告済み
生田町１ 大国商事　本社ビル 報告済み
生田町１ CHODHARI21 報告済み
生田町１ ヨシオカビル 報告済み
磯上通２ 三宮グランドビル 報告済み
磯上通３ 兵医信本店ビル 報告済み
磯上通４ 神戸磯上ビル 報告済み
磯上通４ 株式会社イナハラ本社ビル 報告済み
磯上通４ ＫＯ2Ａビル 報告済み
磯上通４ ＴＯＴＯ関西販売株式会社　神戸支店ビル 報告済み
磯上通６ ウェンブレービル 報告済み

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：事務所、その他これに類するもの

平成29年11月30日現在
（12月1日以降の提出状況は別表に記載）

灘区

中央区



磯上通６ 神戸新井ビル 免除
磯上通６ 兵庫県医師会館 報告済み
磯上通７ 三宮北野ビル 報告済み
磯上通７ 三宮フコク生命ビル 報告済み
磯上通７ 三宮プラザビル・三宮インテス 報告済み
磯上通８ 井門三宮ビル 報告済み
磯上通８ 第一南ビル 報告済み
磯上通８ 明治安田生命神戸ビル 報告済み
磯辺通１ 太陽ビルディング 報告済み
磯辺通１ 穀検神戸ビル 報告済み
磯辺通２ フジ磯辺ビル 報告済み
磯辺通２ 三宮南ビル 報告済み
磯辺通３ ワールド三宮ビル 報告済み
磯辺通３ ＮＬＣ三宮 報告済み
磯辺通３ コンコルディア神戸 報告済み
磯辺通３ 日本測器株式会社　本社ビル 報告済み
磯辺通４ ＩＴＣビル 報告済み
磯辺通４ 兵庫トヨタ自動車株式会社　本社ビル 報告済み
磯辺通４ 田嶋ビル 神戸輸入品卸売センター 報告済み
磯辺通４ アンビシャスビル 報告済み
磯辺通４ 綜警神戸ビル 報告済み
磯辺通４ 大和ハウス工業株式会社神戸支社 報告済み
伊藤町 神戸商工中金ビル 報告済み
伊藤町 アクサス神戸旧居留地ビル 報告済み
伊藤町 住友生命三宮伊藤町ビル 報告済み
江戸町 高砂ビル 報告済み
江戸町 江戸町１０４ 報告済み
江戸町 神戸銀行協会ビル 報告済み
江戸町 ベイ・ウイング神戸ビル 報告済み
小野柄通４ 振興ビル 報告済み
小野柄通４ アーバンエース三宮ビル 報告済み
小野柄通５ 永原ビル 報告済み
小野柄通５ 第百生命　神戸三宮ビル 報告済み
小野柄通７ 日本生命三宮駅前ビル 報告済み
小野浜町５ 三井倉庫株式会社　小野浜事務所 報告済み
海岸通１ 兵庫県農業会館 報告済み
海岸通１ 神戸フコク生命海岸通ビル 報告済み
海岸通２ 萬利ビル 報告済み
海岸通２ 第２萬利ビル 報告済み
海岸通２ 第二日新ビル 報告済み
海岸通３ シップ神戸海岸ビル 報告済み
海岸通３ 全日本海員組合関西地方支部 報告済み
海岸通３ 後藤回漕店本社屋 報告済み
海岸通４ 新明海ビル 報告済み
海岸通７ 第二神港ビルヂング 報告済み
海岸通８ 神港ビルヂング 報告済み
加納町２ 公益財団法人木下記念事業団　奨学会館 報告済み
加納町２ 播州信用金庫　三宮北支店 報告済み
加納町４ さくら三神ビル 報告済み
加納町４ ベルヴュオフィス三宮 報告済み
加納町４ キーウエストビルディング 報告済み
加納町４ ニッセイ三宮ビル 報告済み
加納町４ 但銀神戸ビル 報告済み
加納町６ 神戸関電ビル 報告済み
加納町６ ハニービル 報告済み
神若通３ 神戸医師協同組合会館 報告済み
北長狭通４ 兵庫県私学会館 報告済み
北長狭通４ 兵庫県学校厚生会館 報告済み
北長狭通４ 西北神ビル 報告済み



北長狭通４ インペリアルトラストビル 報告済み
北長狭通４ ローレル元町ビルディングス 報告済み
北長狭通４ 神戸綜合速記本社ビル 報告済み
北長狭通５ 福建会館ビル 報告済み
北長狭通５ 兵庫県林業会館 免除
北長狭通５ 太陽ビル 報告済み
北長狭通５ 淡路信用金庫神戸本部 報告済み
北長狭通５ コフィオ神戸元町 報告済み
京町 KANJUビル 報告済み
京町 山本ビル 報告済み
京町 明海三宮ビル 報告済み
京町 明海三宮第２ビル 報告済み
京町 日本銀行神戸支店 報告済み
京町 新クレセントビル 報告済み
京町 松岡ビル 報告済み
京町 神栄株式会社 本社ビル 報告済み
京町 三宮センチュリービル 報告済み
京町 クリエイト神戸 報告済み
楠町２ 宮野医療器株式会社 第２本社ビル 報告済み
楠町５ 宮野医療器株式会社　本社ビル 報告済み
楠町５ 兵庫県信用金庫  健康保険組合会館 報告済み
楠町６ ハーバースカイビルディング 報告済み
雲井通４ 三宮東ビル 報告済み
熊内町４ カナヤラルビル 報告済み
熊内町５ 神戸ヤクルト販売株式会社　本社ビル 報告済み
琴ノ緒町５ 協和ビル 報告済み
琴ノ緒町５ 河合塾　三宮現役館 報告済み
琴ノ緒町５ 三信ビル 報告済み
琴ノ緒町５ サンデンビル 報告済み
琴ノ緒町５ 三共ビル 報告済み
琴ノ緒町５ 河合塾神戸三宮現役館 報告済み
御幸通３ 株式会社岡崎製作所本社 報告済み
御幸通３ 三宮ビルシックス 報告済み
御幸通４ 三宮中央ビルディング 報告済み
御幸通４ 真田帽子ビル 報告済み
御幸通５ 三宮ビルファイブ 報告済み
御幸通５ 御幸通ビル 報告済み
御幸通５ 日仏商事三宮ビル 報告済み
御幸通６ 三宮ビル東館 報告済み
御幸通６ 真田ビル 報告済み
御幸通６ 御幸ビル 報告済み
御幸通７ 三宮ビル南館 報告済み
栄町通１ 建栄ビル MRSX 報告済み
栄町通１ 三井住友海上神戸ビル 報告済み
栄町通１ 大同生命神戸ビル 報告済み
栄町通１ 読売神戸ビル 報告済み
栄町通２ 榮興ビル 報告済み
栄町通２ 神栄ビルディング 報告済み
栄町通２ 共栄ビル 報告済み
栄町通３ 兵庫県信用組合　本部ビル 報告済み
栄町通３ 大栄ビル 報告済み
栄町通３ 損保ジャパン日本興亜　神戸ビル 報告済み
栄町通４ 損保ジャパン日本興亜神戸みなと元町ビル 報告済み
栄町通４ 毎日新聞神戸ビル 報告済み
栄町通４ 新和ビル 報告済み
栄町通５ 三鈴マシナリー本社ビル 報告済み
栄町通５ 三鈴マシナリー株式会社　西館 報告済み
栄町通６ 神明ビル 報告済み
栄町通６ 佐田野ビル 報告済み



栄町通６ 日本郵便株式会社　神戸中央郵便局 報告済み
栄町通７ 平安本社ビル 報告済み
三宮町１ 新神戸ビル 報告済み
三宮町１ 京町筋安田ビル 報告済み
三宮町１ 伊予銀行神戸支店ビル 報告済み
三宮町１ 大和証券株式会社　神戸支店 報告済み
三宮町１ 銀泉三宮ビル 報告済み
三宮町１ ヒューリック神戸ビル 報告済み
三宮町１ 京町ＷＥＳＴ－Ｋ・ＣＲＳＸ－ＷＥＳＴビル 報告済み
三宮町１ ウエシマ本社ビル 報告済み
三宮町１ 播州信用金庫　神戸本部 報告済み
三宮町２ みなと銀行本店ビル 報告済み
三宮町２ 株式会社　F・O・ホールディングス　三宮本社　 報告済み
三宮町２ 神戸日興ビル 報告済み
三宮町２ 三宮ハートビル 報告済み
三宮町２ ラム三宮 報告済み
三宮町３ 東亜ビル 報告済み
三宮町３ 南泰ビル 報告済み
三宮町３ 神戸元町ユニオンビル 報告済み
下山手通２ トーアロードビル 報告済み
下山手通２ 建創ビル 報告済み
下山手通２ 東栄商行ビル 免除
下山手通２ 一般社団法人  中華会舘 報告済み
下山手通３ 大木ビル 報告済み
下山手通３ 日新信用金庫　日新ビル 報告済み
下山手通４ 兵庫県農業共済会館 報告済み
下山手通４ 兵庫県  公社館 報告済み
下山手通５ 一般財団法人　兵庫勤労文化会館 報告済み
下山手通５ 兵庫県印刷会館 報告済み
下山手通５ グローリー山手ビル 報告済み
下山手通５ 敬愛ビル・兵庫県看護協会会館 報告済み
下山手通５ 株式会社アジュバンコスメジャパン 報告済み
下山手通６ 兵庫勤労福祉センター 報告済み
新港町 京橋管理施設 報告済み
新港町 一般社団法人　日本海事検定協会　海事ビル 報告済み
橘通４ 神戸市医師会館 報告済み
多聞通２ ブックローン神戸ビル　西館 報告済み
多聞通２ ブックローン神戸ビル　東館 報告済み
多聞通３ コウベセンタービル 報告済み
多聞通３ 神戸楠公前ビル 報告済み
多聞通４ 中山ビル 報告済み
多聞通４ 株式会社山田製玉部　歩11番館 報告済み
筒井町２ 住友ゴム工業株式会社　技研１号館 報告済み
筒井町２ 住友ゴム工業株式会社　技研２号館 報告済み

筒井町２
住友ゴム工業株式会社
タイヤテクニカルセンター

報告済み

中町通４ 全労済兵庫県本部会館 報告済み
中山手通１ シャンティビル 報告済み
中山手通１ 中兵庫信用金庫　三宮支店 報告済み
中山手通２ 太陽生命神戸ビル 報告済み
中山手通２ 兵庫信用金庫 神戸中央支店 報告済み
中山手通３ 神税ビル 報告済み
中山手通３ 大東ビル 報告済み
中山手通３ 近畿産業信用組合　神戸支店 報告済み
中山手通４ セントラルビル 報告済み
中山手通４ 兵庫県教育会館（ラッセホール東館） 報告済み
中山手通４ ゴールデンサンビル 報告済み
中山手通５ 神戸山手大木ビル 報告済み
浪花町 三井住友銀行 神戸本部ビル 報告済み



浪花町 神戸信用金庫 報告済み
浪花町 三宮電電ビルディング 報告済み
浪花町 １５番館ビル 報告済み
西町 三井神戸ビル 報告済み
二宮町１ ＭＡＳＵＤＡビル 報告済み
二宮町２ 株式会社シシエス本社ビル 報告済み
布引町３ 神戸クリニックビル 報告済み
布引町４ ネオフィス三宮 報告済み
八幡通１ IPSX　SOUTH 報告済み
八幡通３ 日精ビル 報告済み
八幡通４ 昭和住宅・福本ビル 報告済み
波止場町３ 一般社団法人　全日検　関西支社　神戸支部 報告済み
浜辺通２ 三宮国際ビルディング 報告済み
浜辺通４ きんでん神戸支店 報告済み
浜辺通４ 株式会社　上組　本社ビル 報告済み
浜辺通４ 三宮ベンチャービル 報告済み
浜辺通４ 日本通運株式会社神戸支店ビル 報告済み
浜辺通５ 神戸商工貿易センタービル 報告済み
播磨町 三井住友銀行　神戸事務センター 報告済み
播磨町 神戸旧居留地平和ビル 報告済み
東川崎町１ 神戸クリスタルタワー 報告済み
東川崎町１ 神戸情報文化ビル 報告済み

東川崎町１
西日本旅客鉄道株式会社神戸支社
資材センター

報告済み

東川崎町３ 川崎重工業株式会社　神戸工場  １号館 報告済み
東川崎町３ 川崎重工業株式会社　神戸工場　2号館 報告済み

東川崎町３
川崎重工業株式会社　神戸工場
機械ビジネスセンター製造総合ビル

報告済み

東川崎町３ 川崎重工業株式会社　神戸工場3　号館 報告済み
東町 大神ビル 報告済み
東町 オールドブライトビル 報告済み
東町 日本真珠会館 報告済み
東町 貿易ビル 報告済み
東町 神戸シルクセンタービル 報告済み
東町 神戸港都ビル 報告済み

港島１
澁澤倉庫株式会社神戸支店
港島営業所港島倉庫

報告済み

港島９ ＰＣ１４．１５ 管理棟 免除
港島中町２ アオイ  本社ビル 報告済み
港島中町４ 大阪ガス株式会社 兵庫導管部 報告済み
港島中町６ 大月真珠本社ビル 報告済み
港島中町６ 加藤海運ビル 報告済み
港島中町６ ＴＡＳＡＫＩ本社ビル 報告済み
港島中町６ ＷＤＢ神戸基盤研究所 報告済み
港島中町６ アバンビル 報告済み
港島中町６ ワールド本社ビル 報告済み
港島中町６ エスホールディングスビル 報告済み
港島中町６ モードピア オールスタイル 報告済み
港島中町６ フジッコＦＦセンター本館 報告済み
港島中町６ フジッコＦＦセンター東館 報告済み
港島中町６ 株式会社ノエビア　神戸ビル 報告済み
港島中町７ シャルレ ポートアイランドビル 報告済み
港島中町７ アシックス本社ビル 報告済み
港島中町７ アシックス本社ビル　東館 報告済み
港島中町７ 株式会社明和工務店 報告済み
港島中町７ ＴＡＳＡＫＩジュエリービル 報告済み
港島中町７ ＴＯＡ－ＰＩビル 報告済み
港島中町７ UCC神戸本社ビル 報告済み
港島南町１ スズケン神戸支店 報告済み



港島南町１
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
神戸センター

報告済み

港島南町１ 国際医療開発センター 報告済み
港島南町２ 理化学研究所　発生・再生研究棟　A棟 報告済み
港島南町２ 理化学研究所　発生・再生研究棟　C棟 報告済み
港島南町２ 理化学研究所　発生・再生研究棟　Ｄ棟 報告済み
港島南町３ 一般財団法人日本食品検査　関西事業所 報告済み
港島南町４ バンドー化学本社事業所 報告済み

港島南町５
株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ　 
モレスコ本社研究センター

報告済み

港島南町６
日本べーリンガーインゲルハイム株式会社 
神戸医薬研究所

報告済み

港島南町６ アスビオファーマ株式会社 報告済み
港島南町７ 理化学研究所 計算科学研究機構 報告済み
元町通２ 元町阪神ビル 報告済み
元町通３ ウインズ神戸  Ｂ館 報告済み
元町通３ ウインズ神戸  Ｃ館 報告済み
元町通３ ＴＯＷＡ神戸元町ビル 報告済み
元町通５ 共栄火災海上保険株式会社神戸支店ビル 報告済み
山本通２ 株式会社メディセオ北野坂ビル 報告済み
山本通２ ケイングビル 報告済み
脇浜海岸通１ 国際健康開発センター 報告済み

脇浜海岸通１
独立行政法人国際協力機構 
関西国際センター

報告済み

脇浜海岸通１
日本赤十字社　兵庫県支部　 
兵庫県赤十字血液センター合同庁舎

報告済み

脇浜海岸通２ 神戸製鋼所　神戸本社ビル 報告済み
脇浜町２ 現代　神戸ビル 報告済み
脇浜町２ 三輪運輸工業株式会社本社ビル 報告済み
脇浜町３ 住友ゴム工業株式会社　本社ビル 報告済み

入江通１ 関西電力株式会社　神戸電力所 報告済み
小松通５ 第1菱興ビル 報告済み
小松通５ 第３菱興ビル 報告済み
七宮町２ 寄神興産ビル 報告済み
下沢通２ 大和化成ビル 報告済み
新開地１ 神鉄本社ビル 報告済み
大開通２ 株式会社　神戸木材会館 報告済み
大開通２ 日本郵便株式会社　兵庫郵便局 報告済み
塚本通２ 兵庫県柔道整復師会館 報告済み
中之島１ 神戸市中央卸売市場本場　関連北棟 報告済み
西出町２ 東亜外業株式会社本社ビル 報告済み
浜崎通２ ＤＸアンテナ株式会社　本社ビル 報告済み
浜崎通３ 兵庫駅南ビル 免除
浜山通６ 菱神・MEE合同ビル 報告済み
兵庫町１ 関西日立株式会社　神戸営業部 報告済み
本町１ りんく神戸ビル 報告済み
三川口町２ 株式会社村上工務店　本社社屋 報告済み
御崎本町２ 兵庫県電気工事工業組合 報告済み
水木通４ 株式会社岡工務店  本社ビル 報告済み
和田崎町１ 三菱電機株式会社　神戸製作所  本館 免除
和田崎町１ 三菱電機株式会社　神戸製作所  ２０４棟 報告済み
和田崎町１ 三菱電機株式会社 神戸製作所 ５０２棟技術棟 報告済み
和田宮通５ 第２菱興ビル 報告済み
和田宮通５ 第５菱興ビル 報告済み
和田山通１ 富士通テン株式会社　Ｄ１１０号棟 報告済み
和田山通２ 川崎重工業株式会社　兵庫工場　総合事務所 報告済み

鹿の子台北町８ 神戸テクノビル 報告済み

兵庫区

北区



藤原台北町２ 信金中央金庫神戸センター 報告済み
藤原台中町１ 北神中央ビル 報告済み

大道通 カワノ株式会社　本社ビル 報告済み
御屋敷通３ 山陽電気鉄道株式会社　本社ビル 報告済み
海運町５ 株式会社友興組ビル 免除
三番町５ ビオフェルミン製薬株式会社　本社社屋 報告済み
長楽町６ 冨士島工機株式会社ビル 報告済み
東尻池町７ ヤマイチ　本社ビル 報告済み
平和台町１ 三菱電機株式会社　神戸研修センター 報告済み
松野通１ 兵庫ひまわり信用組合 報告済み

大田町３ 太陽生命　神戸西ビル 報告済み
白川台３ アニモン白川 報告済み
中落合３ 名谷ビル 報告済み
中島町３ ヒラキ株式会社　須磨本部ビル 報告済み
古川町１ 昭栄パッキング株式会社 報告済み
弥栄台３ シャルレ本社ビル 報告済み

向陽３ ＪＡ兵庫六甲　オアシス会館 報告済み
星陵台１ 日本郵便株式会社　垂水郵便局 報告済み
上高丸１ 春美ビル 報告済み
宮本町１ ジョイビル 報告済み

伊川谷町潤和 西神文化センター 報告済み
学園東町２ 兵庫県信用農業協同組合連合会　分室 報告済み
小山３ 兵庫県民共済ビル 報告済み
高塚台１ 神戸総合技術研究所　５号館 報告済み
高塚台１ トーヨーケム株式会社　西神工場　研究棟 報告済み

高塚台４
シスメックステクノパークR&Dタワー
研究・開発棟

報告済み

高塚台５ NEC神戸システムセンター  １号棟 報告済み
高塚台６ アシックススポーツ工学研究所 報告済み
竹の台６ みなと銀行　西神ビル 報告済み
南別府１ 日本ジッコウ株式会社本社ビル 報告済み

室谷１
シスメックス株式会社 
ソリューションセンター

報告済み

室谷１ ＤＸアンテナ株式会社西神テクノロジセンター 報告済み
室谷１ センコー株式会社　西神戸ＰＤセンター 報告済み
室谷１ 石原ケミカル　神戸工場 報告済み

所在地 建物名称 備考
東灘区
　向洋町西５ 株式会社　本高砂屋 報告済み
　住吉本町１ 石橋ビル 報告済み
　田中町５ 株式会社コープエイシス 報告済み
　深江本町３ 世界平和統一家庭連合 報告済み
　本山中町４ サンコー神戸本山ビル 報告済み
　本山南町８ 東神戸センタービル 報告済み

　岩屋中町１ オクムラ　マリンビル 報告済み
　桜口町４ ウェルブ六甲道４番街１，２番館 報告済み
　灘浜東町２ 神戸製鉄所  総合事務所 報告済み

灘区

長田区

須磨区

垂水区

西区

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：事務所、その他これに類するもの
平成30年3月31日現在

（4月以降の提出状況は別表に記載）



　森後町２ グランディア六甲山手 報告済み

　相生町１ ＮＴＴ神戸駅前別館 報告済み
　明石町 神戸ダイヤモンドビル 報告済み
　旭通２ インテリアビル 報告済み
　磯上通４ シオノギ神戸ビル 報告済み
　磯上通６ 神戸ＭＫビル 報告済み
　磯上通６ 磯上公園ビル 報告済み
　磯上通８ カサベラビル Ｃ＆Ｍ 報告済み
　磯上通８ 幸和ビル 免除
　磯上通８ テッケンビル 報告済み
　磯上通８ アジアビルディング 報告済み
　磯辺通１ カサベラ国際プラザビル 報告済み
　磯辺通１ ＫＯＷＡ　ＢＬＤＧ． 報告済み
　磯辺通２ 三神工業ビル 報告済み
　磯辺通２ ダイワピュアビル 報告済み
　磯辺通３ 三宮ファーストビル 報告済み
　磯辺通４ 新芙蓉ビル 報告済み
　伊藤町 三井生命神戸三宮ビル 報告済み
　伊藤町 神戸伊藤町ビルディング 報告済み
　江戸町 井門神戸ビル 報告済み
　江戸町 ファーストプレイス　ユニオンビル 報告済み
　江戸町 栄光ビル 報告済み
　小野柄通３ 富士火災神戸ビル 報告済み
　小野柄通７ マキビル 報告済み
　海岸通５ 商船三井ビル 報告済み
　海岸通６ 建隆ビル・建隆ビルⅡ 報告済み
　海岸通11 NTT西日本神戸中央ビル 報告済み
　海岸通１ 東洋ビル 報告済み
　海岸通２ 東和ビル 報告済み
　海岸通２ サンエービル西館 報告済み
　海岸通２ サンエービル東館 報告済み
　海岸通２ 共栄ビル 報告済み
　加納町４ セントラルシティ神戸三宮駅前第２ビル 報告済み
　加納町６ 金沢三宮ビル 報告済み
　北長狭通４ 富士信ビル 報告済み
　北長狭通５ 兵庫県不動産会館 報告済み
　京町 京町７４番ビル 報告済み
　京町 朝日生命京町ビル 報告済み
　京町 三宮京町ビル 報告済み
　京町 日本ビルヂング 報告済み
　京町 三宮第一生命ビル 報告済み
　京町 京町栄光ビル 報告済み
　雲井通４ マークラー神戸ビル 報告済み
　御幸通４ アベニュー御幸ビル 報告済み
　御幸通４ 三宮米本ビル 報告済み
　御幸通４ TBM神戸ビル 報告済み
　御幸通５ 大同ビル 報告済み
　御幸通６ ＧＥＥＴＥＸ　ＡＳＣＥＮＴ　ＢＬＤＧ 報告済み
　御幸通６ オリックス神戸三宮ビル 報告済み
　栄町通１ 神戸ライフパートナーズ栄町ビル 報告済み
　栄町通２ 日東ビル 報告済み
　栄町通２ 日栄ビル 報告済み
　栄町通４ エタニティ栄町ビル 報告済み

中央区



　三宮町１ 朝日生命　三宮ビル 報告済み
　三宮町１ 神戸交通センタービル 報告済み
　三宮町１ 木口ビル 報告済み
　三宮町１ 三神ビルディング 報告済み
　三宮町１ 三宮セントラルビル 報告済み
　三宮町３ 三宮ＷＥＳＴビル 報告済み
　下山手通５ （旧）協和ビル 免除
　下山手通６ 兵庫県薬剤師会館 報告済み
　橘通４ 近畿労働金庫 神戸支店 報告済み
　多聞通４ 富士興業  湊川ビル 報告済み
　中町通２ ＪＲ神戸駅ＮＫビル 報告済み
　中町通２ 神戸駅前ツインビル 報告済み
　中町通４ 村上ビル 免除

　浪花町
西日本電信電話株式会社　兵庫支店三宮別館 
三宮電電ビルディング（NTT所有分）

報告済み

　浪花町 兵庫県信用保証協会ビル 報告済み
　西町 三菱UFJ信託銀行　神戸ビル 報告済み
　布引町２ 新布引ビル 報告済み
　布引町２ ソーラービル 報告済み
　八幡通３ 信金中央金庫　神戸支店 報告済み
　八幡通３ サンシポートビル 報告済み
　八幡通４ トロアコウベビル 報告済み
　八幡通４ カサベラＦＲ２ビル 報告済み
　八幡通４ フラワーロードビル 報告済み
　八幡通４ フラワーロード第３ビル 報告済み
　八幡通４ フラワーロード青山ビル 報告済み
　八幡通４ 東洋ビル 報告済み
　東川崎町１ 神戸ガスビル 報告済み
　前町１ ＮＴＴ新神戸ビル 報告済み
　港島６ 神和ビル 報告済み
　港島中町４ ポートアイランドビル 報告済み
　港島中町４ 兵庫県社会保険診療報酬支払基金兵庫支部 報告済み
　港島中町６ ジャヴァグループ総合本社ビル 報告済み
　港島中町６ 神戸国際交流会館 報告済み
　港島中町６ ジャヴァグループ第２本社ビル 報告済み
　港島中町６ メノガイアビル 報告済み
　港島中町６ ＵＳＵＩビル 報告済み
　港島南町１ 神戸キメックセンタービル 報告済み
　港島南町５ 神戸国際ビジネスセンター 報告済み

　港島南町６
株式会社カン研究所
神戸ポートアイランド本社研究所

報告済み

　元町通１ 明松ビル 報告済み
　元町通１ 新元町ビル 報告済み
　元町通６ 栄ビル 報告済み
　元町通６ 東栄ビル 報告済み
　元町通６ パークコート元町WEST 報告済み
　脇浜町１ 株式会社神鋼環境ソリューション　本社ビル 報告済み

　下沢通３ ＮＴＴ湊川別館 報告済み
　下沢通３ グロウビル 報告済み
　大開通３ ＮＴＴコム神戸大開ビル 報告済み
　西柳原町５ 石原ケミカル株式会社　本社社屋 報告済み
　東柳原町３ 株式会社神戸マツダ本社 報告済み
　水木通４ 資生堂神戸ビル 報告済み

兵庫区



　和田崎町１
三菱重工業株式会社 　神戸造船所
設計開発センター（Ｄビル）

報告済み

　和田崎町１ 三菱重工業株式会社 　神戸造船所  本館 報告済み
　和田崎町１ 三菱重工業株式会社 　神戸造船所  １号館 報告済み
　和田崎町１ 三菱重工業株式会社 　神戸造船所  ２号館 報告済み
　和田崎町１ 三菱重工業株式会社 　神戸造船所  ５号館 報告済み
　和田崎町１ 三菱重工業株式会社 　神戸造船所  ６号館 報告済み
　和田宮通６ 三菱神戸病院南館  ３号館 報告済み

　菅原通７ 第２美和ビル 免除
　日吉町４ ＡＯＹＡＭＡビル 報告済み

　白川台３ 聖文館ビル 報告済み
　中落合２ 名谷センタービル 報告済み
　平田町２ 新板宿ビル 報告済み
　平田町２ 平井ビル 報告済み
　弥栄台３ 須磨弥栄台倉庫１号館 報告済み
　弥栄台３ アシックス商事株式会社 報告済み

　本多聞２ パラジオ多聞 免除

　井吹台東町１ 西神南センタービル 報告済み
　糀台５ 西神センタービル 報告済み

所在地 建物名称 備考

中央区
旭通１ ネクストウエル株式会社 報告済み
生田町１ 備広新神戸ビルディング 報告済み
磯辺通２ ワンノットトレーズビル 報告済み
海岸通４ 芙蓉ビル 免除
加納町２ 新神戸駅前ビル 報告済み
琴ノ緒町４ G.H.三宮駅前ビル 報告済み
琴ノ緒町５ グリーンシャポービル 報告済み
下山手通３ エイブル・スタッフビル 報告済み
下山手通５ 興栄ビル 報告済み
二宮町１ リーガル三宮東ビル 報告済み
二宮町１ Ｐ＆Ｂビル 報告済み
布引町２ 不二建物ビル 報告済み
八幡通３ ゴールドウッズ神戸三宮ビル 報告済み
東町 神戸パークサイドビル 報告済み
港島中町６ メイワビル 報告済み
元町通３ セントラルビル元町 報告済み

西橘通１ ファラン神戸ビル 報告済み
水木通２ 神戸トヨペット株式会社 報告済み

藤原台北町７ ミワボシ藤原台　東館　 関西研修センター 報告済み

長田区

須磨区

垂水区

西区

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：事務所、その他これに類するもの
平成30年6月30日現在

（７月以降の提出状況は別表に記載）

兵庫区

北区



所在地 建物名称 備考
東灘区深江南町３ 株式会社エークリエーション 報告済み
中央区磯上通４ 三宮スカイビル 報告済み
中央区磯辺通４ ＴＨＥ　ＣＩＴＹ　神戸三宮 報告済み
中央区北本町通５ 兵庫日産自動車株式会社　中央店 報告済み
中央区栄町通４ キンキビルディング 報告済み
中央区東雲通３ press88ビル 報告済み
中央区多聞通３ 甲南スカイビル 報告済み
中央区布引町１ 新神戸SOUTHERNビル 報告済み
中央区脇浜町３ 兵庫日産自動車株式会社　ＨＡＴ神戸店 報告済み
兵庫区大開通２ 甲南アセット　大開ビル　別館 報告済み
兵庫区大開通２ 甲南アセット　大開ビル 報告済み
長田区海運町５ 第２グリーンビル 報告済み

所在地 建物名称 備考
中央区相生町５ シティービル神戸 報告済み
長田区大橋町４ ヒュースロアビル 免除

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

平成２９年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧

主要用途：事務所、その他これに類するもの 令和元年12月31日現在

主要用途：事務所、その他これに類するもの
平成30年12月31日現在

（平成31年1月以降の提出状況は別表に記載）


