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■ 応急対応計画 

資料 1-1-1 気象警報・気象注意報等の種類及び基準等 

気象警報・気象注意報等の種類及び基準等 

 

 大雨や強風などの気象現象によって、災害の起こるおそれのあるときには「注意報」が、重要な

災害の起こるおそれのあるときには「警報」が、予想される現象が特に異常であるため重大な災害

の起こるおそれが著しく大きいときには「特別警報」が、県内の市町ごとに現象の危険度と雨量、

風速、潮位等の時間帯ごとの予想値が示されて発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河

川の増水・氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まっている場所

が「キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）」や「ナウキャスト（雨雲の動き・雷・竜巻）」

等で発表される。なお、大雨や洪水などの警報が発表された場合のテレビやラジオによる放送など

では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、市町をまとめた地域の名称を用いる場合が

ある。 

 

１．特別警報の種類及び発表基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例

に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断する。 
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２．警報・注意報の種類及び発表基準等 

警報・注意報発表基準一覧表（神戸市） 

令和２年８月６日現在 

発表官署 神戸地方気象台 
府県予報区 兵庫県 

一次細分区域 南部 

市町村をまとめた地域 阪神 

警

報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 23 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 123 

洪水 

流域雨量指数基準 
武庫川流域=33.5，有馬川流域=23，新湊川流域=13.8，

福田川流域=12.8，明石川流域=20，伊川流域=14.3 

複合基準（※1） 新湊川流域 =（8, 12.4） 

指定河川洪水予報に

よる基準 
－ 

暴風 平均風速 
陸上 20 m/s 

海上 25 m/s 

暴風雪 平均風速 
陸上 20 m/s 雪を伴う 

海上 25 m/s 雪を伴う 

大雪 12時間降雪の深さ 
平地 10 cm 

山地 20cm 

波浪 有義波高 3.0 m 

高潮 潮位 1.6 m 

注

意

報 

大雨 
表面雨量指数基準 12 

土壌雨量指数基準 88 

洪水 

流域雨量指数基準 

武庫川流域 = 26.8, 有馬川流域 = 18.4, 

新湊川流域 = 11, 福田川流域=10.2，明石川流域=16，

伊川流域=11.4 

複合基準（※1） 新湊川流域 =（5, 11） 

指定河川洪水予報に

よる基準 
－ 

強風 平均風速 
陸上 12 m/s 

海上 15 m/s 

風雪 平均風速 
陸上 12 m/s 雪を伴う 

海上 15 m/s 雪を伴う 

大雪 12時間降雪の深さ 
平地  5 cm 

山地 10 cm 

波浪 有義波高 1.5 m 

高潮 潮位 1.2 m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 
 

濃霧 視程 
陸上 100 m 

海上 500 m 

乾燥 最小湿度40％で実効湿度60％ 

なだれ 
① 積雪の深さ70cm以上あり降雪の深さ20cm以上 

② 積雪の深さ50cm以上あり最高気温9℃以上又は24時間雨量10mm以上（※2） 

低温 最低気温 -4℃以下（※2） 

霜 4月以降の晩霜 
神戸地方気象台で最低気温4℃以下、 

姫路特別地域気象観測所で最低気温2℃以下 

着氷 
 

着雪 
24時間降雪の深さ：20cm以上 

気温：2℃以下 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 110 mm 

※1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

※2  気温は神戸地方気象台、姫路特別地域気象観測所、洲本特別地域気象観測所の値。 
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備考 

 （1）警報、注意報基準の平地、山地の境界は、兵庫県南部では標高 150m である。 

 （2）土壌雨量指数基準値は約 1km 四方毎に設定しているが、表には神戸市の域内における基準値の最低値を示している。 

 （3）大雨警報（浸水害）・注意報の表面雨量指数基準は、神戸市の域内においては単一の値をとる。 

 （4）融雪と着氷は本地域における当該現象による災害がきわめて稀であり、災害との関係が不明確であるため、具体的な

基準を定めていない注意報についてはその欄を空白でそれぞれ示している。 

注） 

 １）特別警報・警報・注意報の「発表」、「切替」、「解除」 

  ・発表：全ての特別警報・警報・注意報がない状況から、新たに特別警報・警報・注意報を行うことをいう。 

  ・切替：特別警報、警報又は注意報を継続中に、新たに予想の追加若しくは本文の内容を更新することをいう。従って、「切

替」になってもそれ以前の特別警報・警報・注意報の標題が変わらない場合がある。また、複数の特別警報、警報又は注

意報を継続中に一部の項目のみを解除した時も「切替」となる。 

  ・解除：全ての特別警報・警報・注意報の必要がなくなったときをいう。 

 ２）気象情報 

   気象の予報などについて、一般及び関係機関に対して発表する情報で大雨に関する情報、台風に関する情報などがあ

り、神戸地方気象台が発表する。また、記録的短時間大雨情報、竜巻注意情報は気象庁本庁が発表する。 

   その他、神戸地方気象台と兵庫県が共同発表する土砂災害警戒情報がある。 
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３．特別警報・警報・注意報の種類と概要 

特別警報・警報・注意報の種類 概  要 

特別警報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

ときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨

特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に

警戒すべき事項が明記される。災害がすでに発生している状況であり、

命を守るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に

相当。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

ときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

ときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴

うことによる視程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒

を呼びかける。 

波浪特別警報 
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるため重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当。 

警報 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。

大雨警報（土砂災害）は、高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に

相当。 

洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、

河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。

高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。  

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。  

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。  

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによ

る視程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかけ

る。 

波浪警報 
高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。  

高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。避難が必要とされる警戒レ

ベル４に相当。  

注意報 

大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。  

洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等により災

害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２である。  

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。  
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特別警報・警報・注意報の種類 概  要 

注意報 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。  

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害な

どによる災害」のおそれについても注意を呼びかける。 

波浪注意報 
高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。高潮警報に切り替える可能性に言

及されていない場合は、避難に備えハザードマップ等により災害リスク

等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル

２である。高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合

は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。  

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。  

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょ

う」による災害についての注意喚起が付加されることもある。急な強い

雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。  

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発

表される。  

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。  

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれ

のあるときに発表される。  

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれ

のあるときに発表される。  

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、浸水、土砂災害などの災害が発生するおそれがあるとき

に発表される。  

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあると

きに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬

季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発

表される。 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象

注意報に含めて行う。 

地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」とし

て発表する。 
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４．キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

 

キキクル等の種類と概要 

種  類 概  要 

土砂キキクル 

（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布）（※） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先

までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ご

とに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報

等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認

することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難が必

要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に

相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク

等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる

警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水害）の危

険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で１km四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時

間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新

しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで

危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険度分

布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情

報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ご

とに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危

険度が高まるかを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に

相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に

相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク

等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる

警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域で

の降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高ま

るかを示した情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時
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種  類 概  要 

間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ

下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水

警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列

で表示したものを、常時 10 分ごとに更新している。 

※「極めて危険」（濃い紫）：警戒レベル 5緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用 
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資料 1-1-2 雨量観測所設置場所 

雨量観測所設置場所 

① 建設局所管（水防情報システム・テレメータ雨量観測所） 

番 号 名 称 所 在 地 備 考 

1 御影 東灘区御影塚町２丁目27－20（東部建設事務所）  

2 三宮 中央区加納町６丁目５－１（神戸市役所）  

3 湊川 兵庫区湊川町２丁目１－12（中部建設事務所）  

4 唐櫃 北区有野町唐櫃字種池3064（北建設事務所）  

5 森林 北区山田町下谷上中一里４－１（森林整備事務所）  

6 山田 北区山田町下谷上字池の内21（北消防署山田出張所）  

7 道場 北区道場町塩田字下溝尻1418（北消防団道場支団本部）  

8 神田 北区淡河町神田368－４（北消防団神田車庫）  

9 衝原 北区山田町衝原１－22（北消防団衝原車庫）  

10 福田 垂水区福田５丁目６－20（垂水建設事務所）  

11 布施畑 西区伊川谷町布施畑５－３（西消防団布施畑車庫）  

12 長坂 西区伊川谷町長坂字辻ノ内841（長坂中学校）  

13 玉津 西区玉津町今津宮の西333－１（西建設事務所）  

14 櫨谷 西区櫨谷町寺谷886（西消防団寺谷車庫）  

15 神出 西区神出町北字三本松326（田井農業集落排水処理施設）  

 
② 国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所（河川情報センターから画面提供） 

番 号 名 称 所 在 地 備 考 

1 西六甲 須磨区月見山町３－５－23 テレ 

2 天王谷川 北区鈴蘭台東9-15 テレ 

3 ひよどり台 北区ひよどり北町３－１（市民防災総合センター内） テレ 

4 宇治川 兵庫区矢部町 テレ 

5 中一里山 灘区六甲山町 テレ 

6 長峰 灘区大石 テレ 

7 凌雲台 灘区六甲山町北六甲 テレ 

8 荒神山 東灘区住吉台48 テレ 

9 奥池 芦屋市奥池南町34－１ テレ 

10 柿谷 芦屋市奥山（柿谷堰堤内） テレ 

11 すみれガ丘 宝塚市すみれガ丘４丁目１－１ テレ 

12 甲山 西宮市甲山町59 テレ 

13 逆瀬川 宝塚市ゆずり葉台3-3（ナダウラ堰堤内） テレ 

14 船坂 西宮市山口町船坂2098（船坂小学校内） テレ 

15 有馬川 北区有馬町道場山 テレ 

16 奥山川 北区唐櫃台２丁目－４１（神戸北高等学校内） テレ 
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③ 兵庫県神戸土木事務所所管（河川情報センター画面提供） 

番 号 名 称 所 在 地 備 考 

1 神戸土木事務所 長田区浪松町３丁目２－５  

2 有野水防ステーション 北区有野町唐櫃字ケン上畑 36－３  

3 淡 河 北区淡河町萩原  

4 天 王 ダ ム 北区山田町下谷上字中一里山２－262  

5 藤 原 橋 西区押部谷町和田  

6 住 吉 東灘区住吉東町２丁目  

7 木 見 西区見津が丘２丁目３－７（神戸複合産業団地内公園）  

8 植 物 園 北区山田町上谷上字長尾１－２（森林植物園）  

9 若 草 東 須磨区若草町１丁目（若草町東公園）  

10 石 井 ダ ム 北区山田町下谷上字中一里山11－85  

11 北 区 役 所 北区鈴蘭台北町１－９－１  

12 道 場 北区道場町生野  

 
④ 気象庁神戸地方気象台所管（アメダス観測所） 

番 号 観 測 所 名 所 在 地 備 考 

1 神 戸 
神戸市中央区脇浜海岸通１丁目４番３号 
神戸防災合同庁舎（神戸地方気象台） 

 

2 西 宮 西宮市奥畑  

3 神 戸 空 港 神戸市中央区神戸空港１  
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資料 1-1-3 量水標設置箇所及び水防団待機水位等 

 

量水標設置箇所及び水防団待機水位等 
（消防局監視） 

 

量水標 

番号 

(名称) 

河川名 所  在  地 

水  位 

量水標監視責任者 水防団 

待機水位 

氾濫 

注意水位 

東灘 1 天上川 国道２号上流東側 1.0 1.5 東灘消防署長 

中央 

2 生田川 雲井橋上流東側 2.1 3.0 

中央消防署長 ※3 生田川 布引橋上流西側 2.2 3.0 

4 宇治川 平野谷川合流点下流250m南側 1.0 1.4 

北 

5 武庫川 道場町生野 亀治橋橋脚 2.5 3.2 

北消防署長 
6 

加古川支流 

淡河川 
淡河町勝雄 万代橋橋脚 0.8 0.9 

西 
7 櫨谷川 二ツ屋橋橋脚 1.7 2.4 

西消防署長 
8 櫨谷川 山鳥橋橋脚 0.8 1.1 

※ＦＩＳＫＯ水位情報有り 

 

 

（建設局監視） 

 

量水標 

番号 

(名称) 

河川名 所  在  地 
水  位 

量水標監視責任者 
通報水位 警戒水位 

東灘 

※1 高橋川 深江橋下西側 
桁下1.0m 

 

桁下0.6m 

 
東部建設事務所長 

2 要玄寺川 深田橋上流東側 
桁下1.0m 

 

桁下0.6m 

 

※ＦＩＳＫＯ水位情報有り 

 

 

資料 1-1-4 潮位計の設置箇所及び警戒潮位 

潮位計の設置箇所及び警戒潮位 

 
所 在 地 警戒潮位 

神戸港 
中央 中央区波止場町 K.P.+2.30 

東灘 東灘区魚崎浜町 K.P.+2.30 
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資料 1-1-5 水位観測表(様式) 

水位観測表(様式) 
 

令和  年  月  日  曜日    天候状況               川 量水標 

 

地区観測者(職氏名)                  
 

分 
時 0 10 20 30 40 50 摘  要 

１       
＊風速、風向降雨状況等参考事項を

記入する。 

２        

３        

４        

５        

６        

７        

８        

９        

10        

11        

12        
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資料 1-1-6 神戸土木事務所所有量水標設置箇所及び氾濫注意水位（警戒水位）等 

 

神戸土木事務所所有量水標設置箇所及び氾濫注意水位（警戒水位）等 

 

コ ー ド

番 号
名 称 河 川 名 

量水標 

番 号 
種 別 

水防団待機

水 位 

(通報水位) 

氾 濫 注 意 

水 位 

(警戒水位) 

避 難 判 断

水 位 

(氾 濫 警 戒 水 位 ) 

氾 濫 危 険 

水 位 

( 特 別 警 戒 水 位 ) 

所 在 地 
既 往 

最 高 水 位 

○※11H10 菊 水 橋 新 湊 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
2.00 2.80 3.50 4.70 

神戸市兵庫区湊川町

１丁目（菊水橋） 
4.36m  

平10.9.22  

○※11H15 今 津 明 石 川 2 
自記観測 

（テレメータ） 
1.50 2.10 2.30 2.90 

神戸市西区玉津町 

今津  
2.79m  

平16.10.20  

○※11H25 藤 原 橋 明 石 川 4 
自記観測 

（テレメータ） 
1.60 2.20 3.40 3.80 

神戸市西区押部谷町

和田（藤原橋）  
3.40m  

昭20.10.9  

○※11H40 上 池 伊 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
1.30 1.80 2.00 2.80 

神戸市西区玉津町 

上池（二越橋）  
2.70m  

昭36.6.27  

○※11H45 道 場 武 庫 川 7 
自記観測 

（テレメータ） 
3.1 3.80 4.90 6.30 

神戸市北区道場町 

生野  
7.98m  

平26.8.10  

○※11H50 塩 田 有 馬 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
1.90 2.60 3.30 3.70 

神戸市北区道場町 

塩田（月見橋）  
5.80m  

昭20.10.9 

○※11H55 淡 河 淡 河 川 2 
自記観測 

（テレメータ） 
1.00 1.10 1.20 2.00 

神戸市北区淡河町 

萩原（淡河橋）  
3.01m  

平26.8.10 

○※11H65 住 吉 住 吉 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
1.40 1.90 2.30 2.50 

神戸市東灘区住吉東

町２丁目（住吉橋） 
0.99m  

平26.8.10  

○※11H70 森 北 高 橋 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
0.60 0.70 0.80 1.10 

神戸市東灘区森北町

4 丁目 
1.14m  

平24.4.3  

○※11H72 水 道 橋 石 屋 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
1.00 1.40 1.60 1.80 

神戸市灘区高徳町１

丁目 
0.82m  

平 15.4.25 

○※11H74 甲 橋 都 賀 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
1.00 1.20 1.30 1.50 

神戸市灘区篠原南町

５丁目 
1.31m  

平24.4.3 

○※11H76 西 岡 橋 山 田 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
1.30 1.70 1.80 2.20 

神戸市垂水区清水が

丘３丁目 
2.54m 

平26.8.10  

○※11H78 伊 川 谷 伊 川 1 
自記観測 

（テレメータ） 
0.90 1.30 2.10 2.50 

神戸市西区前開南町

２丁目 
1.86m 

平16.10.20  

○※11H80 名 谷 福 田 川  
自記観測 

（テレメータ） 
1.70 2.40 3.10 3.60 

神戸市垂水区名谷町

前田 
3.46m 

平26.8.10  

○※11H84 上与市橋 妙 法 寺 川  
自記観測 

（テレメータ） 
1.50 1.90 2.00 2.70 

神戸市須磨区妙法寺

字堂ノ下 
3.17m 

平16.10.20  

○ 西舞子橋 山 田 川  
自記観測 

（テレメータ） 
    

神戸市垂水区西舞子

３丁目  

〇 御 蔵 橋 新 湊 川  
自記観測 

（テレメータ） 
    

神戸市長田区御蔵通

７丁目  

〇 福 谷 櫨 谷 川  
自記観測 

（テレメータ） 
    

神戸市西区櫨谷町 

福谷  

＊道場（武庫川）の既往の最高水位欠測のため未確認 

○国土交通省川の防災情報掲載 

※ＦＩＳＫＯ水位情報有り
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資料 1-1-7 青野ダムただし書き操作要領 

青野ダムただし書き操作要領 

（通 則） 

第１条 青野ダムの計画を超える洪水時における青野ダム操作規則第１４条に規定するただし書き操作（以下

「ただし書き操作」という。）については、この要領に定めるところによる。 

（定 義） 

第２条 この要領においては次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 ただし書き操作開始水位 

  洪水調節容量の８割に相当する貯水位とし､EL.183.40mとする。 

ニ サーチャージ水位 

  青野ダム操作規則に定めるサーチャージ水位として､EL.184.00mとする。 

三 設計洪水位（上限水位） 

  青野ダム設計洪水位（上限水位）は､EL.184.40mとする｡ 

（県土整備部長の承認等） 

第３条 阪神北県民局長（以下「局長」という。）は、操作規則第１４条に定める場合において貯水位がただし

書き操作開始水位を超えさらにサーチャージ水位を超えることが予測される場合は、ただし書き操作への移

行に関して、県土整備部長（以下「部長」という。）の承認を受けるものとする。 

２．局長は、前項の規定により部長の承認を受けた場合は、ただし書き操作への移行に関して、別表－１に定

める関係機関に通知するとともに一般に周知させるため必要な措置を執るものとする。 

（ただし書き操作への移行） 

第４条 局長は、前条の規定による部長の承認を受けた後貯水位がただし書き操作開始水位に達し、今後さら

にサーチャージ水位を超えることが予測される場合は、ただし書き操作へ移行するものとする。 

２．局長は、前項の規定によりただし書き操作へ移行した場合には、速やかに別表－１に定める関係機関にそ

の旨通知しなければならない。 

（ただし書き操作） 

第５条 ただし書き操作は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 

一 貯水位がただし書き操作開始水位を超えてから放流量が流入量と等しくなるまでの間はオリフィスゲー

ト及びクレストゲートは別表－２に定める貯水位に対応したゲート開度とすること。 

二 前項に規定する時間が経過した時から流入量が計画最大放流量に等しくなるまでの間は、貯水位を流入量

が放流量と等しくなった時の貯水位に保つことにより流入量に等しい放流を行うこと。 

（ただし書き操作の解除） 

第６条 前条に規定する操作を行っている場合において流入量が最大となった時を経て流入量が計画最大放

流量に等しくなった場合には、ただし書き操作を解除し洪水調節後の水位の低下へ移行するものとする。 
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資料 1-1-8 水防倉庫設置場所 

 

水防倉庫設置場所 

水防区 水防倉庫名 所   在   地 管理責任者 

東灘 
土木東部 東灘区御影塚町２丁目27－20（東部建設事務所内） 東部建設事務所長 

消防東灘 東灘区住吉東町２丁目３番28号（東灘消防署内） 東灘消防署長  

灘 消防灘 灘区神ノ木町３丁目６番18号（灘消防署内） 灘消防署長  

中央 
消防二宮 中央区二宮町１丁目22－８ 中央消防署長 

消防中央 中央区小野柄通２丁目１－19（中央消防署内） 中央消防署長 

兵庫 
土木中部 兵庫区湊川町２丁目１－12（中部建設事務所内） 中部建設事務所長 

消防兵庫 兵庫区菊水町１丁目７ 兵庫消防署長 

北 

土木北 北区有野町唐櫃字種池3064（北建設事務所内） 北建設事務所長 

消防北 北区北五葉２丁目１－９（北消防署内） 

北消防署長 

消防有馬 北区有野町ウツギ谷1307－８（消防局有馬出張所内） 

消防有野 北区有野町有野字中町４丁目20 

消防山田 北区山田町下谷上字沢52－１ 

消防道場 北区道場町塩田字溝尻1418 

消防八多 北区八多町深谷字西谷945－１ 

消防大沢 北区大沢町日西原字辻ケ原1125－４ 

消防長尾 北区長尾町宅原572 

消防淡河 北区淡河町東畑字筑前73－19 

長田 消防長田 長田区北町３丁目４－８（長田消防署内） 長田消防署長 

須磨 
土木西部 須磨区妙法寺字ヌメリ石１－１（西部建設事務所内） 西部建設事務所長 

消防須磨 須磨区中島町１丁目１－１（須磨消防署内） 須磨消防署長 

垂水 
土木垂水 垂水区福田５丁目６－20（垂水建設事務所内） 垂水建設事務所長 

消防垂水 垂水区野田通10－５（高丸出張所内） 垂水消防署長 

西 

土木西 西区玉津町今津字宮の西333－１（西建設事務所内） 西建設事務所長 

消防西 西区春日台５丁目１－10（西消防署内） 

西消防署長 

消防伊川谷 西区池上４丁目13－１ 

消防櫨谷 西区櫨谷町長谷字光松76－１（西区櫨谷出張所内） 

消防押部谷 西区押部谷町西盛字313（西区押部谷出張所内) 

消防玉津 西区玉津町出合字古瀬183-５（たまつ幼稚園内） 

消防平野 西区平野町西戸田407 

消防神出 西区神出町田井字蔵垣内50（西区神出出張所内） 

消防岩岡 西区岩岡町岩岡字西場922－１（西区岩岡出張所内） 

水上  消防水上 中央区港島３丁目２（水上消防署内） 水上消防署長 

合計 33 棟  
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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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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 
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  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 
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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９-21-２
Ｆ 

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 ＮＥＸ
Ｔ 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   

27 
特別養護老人ホーム ロングス
テージ御影 

東灘区御影石町１－２－１８ 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 
住吉川 
石屋川 

○(石屋川) 

28 グループホーム御影 東灘区御影石町１－２－１８ 認知症対応型共同生活介護 
住吉川 
石屋川 

○(石屋川) 

29 介護老人保健施設アネシス御影 東灘区御影石町１丁目１－３２ 介護老人保健施設 
住吉川 
石屋川 

○(石屋川) 

30 アミティーデイサービス長寿庵 東灘区御影石町１丁目５－３ 通所介護 
住吉川 
石屋川 

○(石屋川) 

31 
放課後デイサービスここいろ ラ
イフ 

東灘区御影石町１丁目８-25 障害児支援施設 住吉川 〇（住吉川） 

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   

35 サエラ御影塚町 東灘区御影塚町 2-2-21 有料老人ホーム 石屋川 ○ 

36 ARC 石屋川 
東灘区御影本町７丁目１番１５
号 

通所介護 
住吉川 
石屋川 

○(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ＥＡＳＴ
１０２ 

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   
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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   

50 住吉南町デイサービスセンター 
東灘区住吉南町４丁目６番２６
号 

地域密着型通所介護 
住吉川 
石屋川 

○(石屋川) 

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２－２５－４－１
０１ 

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２－２５－４－１
０１ 

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ＫＯ
ＢＥ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   
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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３
０１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   

134 
ララハートデイサービスセンタ
ー 

兵庫区石井町２丁目３－８ 地域密着型通所介護 新湊川 ○ 

135 神戸平野ふくろうの樹 兵庫区石井町６丁目５番地 14 障害者支援施設 新湊川 〇 
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   
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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２－１２－１
０３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 ｗｏｒｋｓｈ
ｏｐ 

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   

163 みのり 
兵庫県神戸市兵庫区都由乃町１
丁目１-２ 

障害児支援施設 新湊川 〇 

164 光耀会クラブ 北区道場町塩田 2752 障害福祉サービス事業所 武庫川 ○ 

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１
０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１Ｆ 

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２
０３ 

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１０１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３－１－１
０１ 

通所介護 新湊川   
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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２
３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   

212 
特別養護老人ホーム故郷の家・
神戸 

長田区東尻池町７丁目４－２１ 介護老人福祉施設 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１－１－１
０１ 

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１－１－１
０１ 

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７－１－１
０３ 

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   

221 
生活リハビリ デイサービス 
つやっこ 

長田区浜添通２丁目１－９ 通所介護 新湊川 〇 

222 紅葉のデイ 長田区北町１－５０ 通所介護 新湊川 〇 

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 
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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   

240 
特別養護老人ホーム 須磨シニ
アコミュニティ 

須磨区外浜町 3 丁目３－１８ 介護老人福祉施設 妙法寺川 ○ 

241 
須磨シニアコミュニティデイサ
ービスセンター 

須磨区外浜町３丁目３-１８ 通所介護 妙法寺川 ○ 

242 須磨シニアコミュニティ 須磨区外浜町３丁目３-１８ 短期入所生活介護 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   

245 デイサービス ケルン若宮 
須磨区青葉町４丁目１－９ 丸
山ビル 

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 Ｐｏｗｅｒ
ｓ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   

260 風の家 須磨区宝田町３－３－２ 障害福祉サービス事業所 妙法寺川 ○ 
261 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 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   

267 くつろぎの家エルフ・神陵台 垂水区西脇１－４－９－１ 認知症対応型共同生活介護 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   

280 
リハビリデイサービス nagomi 本
多聞店 

垂水区本多聞 1-22-33 地域密着型通所介護 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   

288 放課後等デイサービスそだちね 西区王塚台６丁目７６－２ 障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

289 ワークステーションあゆみ 
西区王塚台７丁目２７番地 
第二辻竹マンション１０１号 

障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 
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290 ぴあセンターあゆみ 
西区王塚台７丁目３０－２－１
０２ 
新吉田住宅 

障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

291 ミニなでしこ 西区王塚台７丁目３９番地 障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

292 ピーチリハビリデイサービス 
西区王塚台７丁目９９番１０２
号 

地域密着型通所介護 明石川 ○ 

293 ピーチデイサービス 
西区王塚台７丁目９９番１０５
号 

地域密着型通所介護 明石川 ○ 

294 リカバリーセンター かなで 西区宮下一丁目３番３号 障害者支援施設 明石川 〇 
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   
296 ブルーミングケア神戸西 西区宮下１丁目１０番１８号 通所介護 明石川 ○ 

297 
放課後デイサービスいっぽいっ
ぽ宮下 

西区宮下１丁目５－２ 障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

298 パートナー・ユウ玉津 西区宮下２丁目１２番地の１０ 障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

299 
やわらリハビリデイサービスセ
ンター 

西区宮下一丁目７番１４号 地域密着型通所介護 明石川 ○ 

300 サフィニアデイサービス 西区玉津町今津 128-2 認知症対応型通所介護 明石川 ○ 
301 サレムファクトリー 西区玉津町出合１７６番地５ 障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 
302 第３森友寮 西区玉津町出合１９９－２ 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   

304 出逢いデイサービス 
西区玉津町出合３１５-１ 
リヴェール愛 １Ｆ号室 

通所介護 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 

  

311 
デイサービスセンターマイホー
ム西神戸 

西区玉津町西河原七反田５１－
７ 

通所介護 明石川 ○ 

312 グループホームけやき 
西区枝吉 1-101 玉津南高層団地
１号棟 211 号室 

障害者支援施設 明石川 〇 

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   

315 まつたけクラブ 
西区持子１丁目１１６番地の２
－１０３号 

障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

316 コンパスウォーク西神戸 西区持子１丁目２１９番 通所介護 明石川 〇 

317 第２森友寮 
西区持子２－３０ 
シティハイツ１０５・１０６ 

障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

318 
デイサービススイッチオン神戸
玉津 

西区持子２丁目 100 番地 地域密着型通所介護 明石川 ○ 

319 フェアリーテール 
西区持子三丁目 16 番地１ コカ
ワ第一ビル 202 

障害者支援施設 明石川 〇 

320 順持子ホーム 西区持子３－１１９ 障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

321 
ポラリスデイサービスセンター
玉津 

西区持子三丁目３６番地 地域密着型通所介護 明石川 ○ 

322 こぐまくらぶ森友 
西区森友１丁目１６０番地 
グランドール森友 

障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

323 第１森友寮 西区森友５－９１－４ 障害福祉サービス事業所 明石川 ○ 

324 
デイサービススイッチオン神戸
西 

西区森友 5 丁目 5 番地 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   
328 伊川谷Ｓｔｅｐ 西区池上２丁目 35－２ 障害児支援施設 伊川 〇 

329 
放課後等デイサービスあおぞら
伊川谷 

西区池上４－６－６ 障害福祉サービス事業所 伊川 ○ 

330 すこやかキッズスタジオ神戸西 
西区池上４丁目１３番地１１ 
Shop OM 

障害福祉サービス事業所 伊川 ○ 

331 
すこやかキッズランド神戸西第
１ 

西区池上４丁目１３番地１１ 
Shop OM 

障害福祉サービス事業所 伊川 ○ 

332 シリウス神戸 
西区池上４丁目７－４グリーン
ハイツ１F 中 

障害福祉サービス事業所 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   

334 きっずぱーくこうべＩ 西区池上４丁目 13－７－１Ｆ 障害児支援施設 伊川 〇 
335 デイサービス はせさん家 西区池上二丁目３番地の６ 地域密着型通所介護 伊川 ○ 

336 ポピー伊川谷南 
西区南別府１丁目１８－１６－
１F 

障害福祉サービス事業所 伊川 ○ 

337 ぐっど 
西区南別府１丁目 18-16 スプリ
ングハイツ５-Ａ 

障害者支援施設 伊川 ○ 

338 ソアビータ 西区南別府１－18－16 障害者支援施設 伊川 ○ 
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339 
グループホーム「パートナー伊
川谷」 

西区南別府４丁目３６８－１ 認知症対応型共同生活介護 伊川 ○ 

340 あいりす 西区南別府一丁目１５番１号 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   

343 
児童デイサービスひよりログハ
ウス 

西区伊川谷町潤和 857－１ 障害児支援施設 明石川 〇 

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 

  

362 新須磨病院 須磨区衣掛町 3 丁目 1-14 病院 妙法寺川 ○ 
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   
367 偕生病院 西区持子 3 丁目 2-2 病院 明石川 ○ 
368 中村レディースクリニック 西区持子 3 丁目 60 番 診療所（有床） 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   

370 
医療法人社団 菫会 伊川谷病
院 

西区池上 2 丁目 4-2 病院 伊川 ○ 

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   

381 御影 COCORO 保育園 東灘区御影石町 1-2-18 児童福祉施設 
住吉川 
石屋川 

○ 

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   

386 
幼保連携型認定こども園 石屋
川くるみ保育園 

東灘区御影塚町 2-22-19 児童福祉施設 石屋川 ○ 

387 保育ルームまんぷく御影園 東灘区御影塚町 3-2-17 認可外保育施設 石屋川 ○ 
388 ABC みかげ保育園 東灘区御影本町 6-1-15 児童福祉施設 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   
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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  Ｉ
nternational  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   
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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   
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  名称 住所 施設種類 河川名 
計画規模降雨による 
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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   

506 
幼保連携型認定こども園 大同
保育園 

兵庫区大同町 2-2-16 児童福祉施設 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 

  

530 神視保育園 長田区三番町 4-8 児童福祉施設 新湊川 ○ 
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   

546 神戸大山病院 神戸さくら保育園 
長田区二番町 1-1 エバシオン建
部 202 

認可外保育施設 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   

550 
幼保連携型認定こども園名倉み
ふね幼稚園 

長田区名倉町 2-5-5 児童福祉施設 新湊川 ○ 

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   
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558 若宮保育園 須磨区若宮町 3-3-17 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   

560 こぐまプリスクール板宿園 
須磨区川上町 3-1-20 
ゴールド・リバー板宿 1 階 

小規模保育事業 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   
570 板宿児童館 須磨区板宿町 1-4-9 児童厚生施設 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   
584 ひとまる保育園 垂水区本多聞 1-20-40 児童福祉施設 山田川 ○ 
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   

587 
幼保連携型認定こども園 
出合保育園 分園 

西区王塚台 7-13-8 児童福祉施設 明石川 ○ 

588 
幼保連携型認定こども園 
わらべ保育園 

西区宮下 3-12-13 児童福祉施設 明石川 ○ 

589 宮下学童保育クラブ 
西区宮下３丁目１２－１３(わら
べ保育園内） 

学童保育施設 明石川 ○ 

590 コーピーきっず託児所 西神戸 西区玉津町居住 39 番地 認可外保育施設 明石川 ○ 
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   

592 
幼保連携型認定こども園 
出合保育園 

西区玉津町出合 224-2 児童福祉施設 明石川 ○ 

593 であいｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ 
西区玉津町出合字古瀬 224-2（出
合保育園内） 

学童保育施設 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 

  

596 
保育所かたつむりランド神戸枝
吉園 

西区枝吉 2-110-2 事業所内保育事業 明石川 ○ 

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   

598 
幼保連携型認定こども園 
持子保育園 

西区持子 3-114 児童福祉施設 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   
600 保育所ちびっこランド 持子園 西区持子 3-39-105 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   

603 小規模保育園ふわり池上 
西区池上 3-3-2 JA アクト池上
ビル 2F 

小規模保育事業 伊川 ○ 

604 ヤクルトキッズスクール西神戸 西区南別府4-368-1  和幸ビル1F 事業所内保育事業 伊川 ○ 
605 兵庫ヤクルト本社保育所 西区南別府 4-368-1 和幸ビル 1F 認可外保育施設 伊川 ○ 
606 平野児童館 西区平野町宮前字下辻石 223 児童厚生施設 明石川 ○ 
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   
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  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 

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   
649 神戸市立道場幼稚園 北区道場町塩田 1460 幼稚園 武庫川 ○ 
650 神戸市立道場小学校 北区道場町塩田 1460 小学校 武庫川 ○ 
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   
661 神戸市立若宮小学校 須磨区若宮町 2-1-21 小学校 妙法寺川 ○ 
662 神戸市立鷹取中学校 須磨区青葉町 3-1-1 中学校 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   
667 神戸市立西脇小学校 垂水区西脇 1-8-6 小学校 山田川 ○ 
668 神戸市立たまつ幼稚園 西区玉津町出合字古瀬 183-5 幼稚園 明石川 ○ 

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 

  

670 神戸市立枝吉小学校 西区枝吉 2-95 小学校 明石川 ○ 
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   
677 神戸村野工業高等学校 神戸市長田区五番町 8-5 高等学校 新湊川 ○ 
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   
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資料 5-4-1-2 洪水浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧（兵庫県総合治水条例による指定河川） 

  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 東神戸病院 介護医療院 東灘区住吉本町１－２４－１３ 介護医療院 西瀨川水系 〇 

2 アスロンカケル児童発達支援 東灘区住吉本町２丁目４番 10 号 障害児支援施設 西瀨川水系   

3 ケアセンターふれあい 東灘区住吉本町２丁目２０－１５ 通所介護 西獺川水系 ○ 

4 特別養護老人ホーム光明苑 東灘区住吉本町３－７－４１ 
介護老人福祉施設/短期入所生活

介護 
西獺川水系 ○ 

5 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 西獺川水系 ○ 

6 養護老人ホーム住吉苑 東灘区住吉本町３丁目７－４１ 
養護老人ホーム/特定施設入居者

生活介護 
西獺川水系 ○ 

7 デイサービスやまびこ 
東灘区住吉本町３丁目７番４１

号 
通所介護 西獺川水系 ○ 

8 発達支援ゆず 王子公園ルーム 灘区城内通一丁目８－６ 障害児支援施設 西郷川水系   

9 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 宇治川水系 ○ 

10 異人館の丘 
中央区元町通 4-6-17 メゾンド

ール元町２階 
障害者支援施設 宇治川水系   

11 ツクイ神戸三宮 中央区旭通 1-1-1 サンピア 114 通所介護 生田川水系   

12 Ｂａｓｉｃ ａｃａｄｅｍｙ 
中央区中山手通４－３－６ ゴ

ールデンサンビル６階 
障害者支援施設 鯉川水系   

13 ｍａｎａｂｙ神戸元町事業所 
中央区三宮町３-７-６神戸元町

ユニオンビル５階 501 号室 
障害者支援施設 鯉川水系   

14 ディーキャリア 三宮オフィス 
中央区磯辺通２丁目２番 10 号 

one knot trades 神戸ビル 802 号 
障害者支援施設 生田川水系   

15 アイ・ワークス神戸三宮 
中央区御幸通五丁目２番地の５ 

御幸通ビル３Ｆ 
障害者支援施設 生田川水系   

16 児童多機能型通所サービス てとて 中央区雲井通１丁目１-１-103 号 障害児支援施設 生田川水系   

17 
放課後等デイサービスかたつむりハウ

ス道場南口 
北区道場町日下部 1692 障害児支援施設 有野川   

18 ふれんど玉津 西区丸塚１丁目２２－１７ 小規模多機能型居宅介護 明石川水系 ○ 

19 デイサービスCHIAKIほおずき神戸玉津 西区二ツ屋２－１５－６ 認知症対応型共同生活介護 明石川水系 ○ 

20 グループホームCHIAKIほおずき神戸玉津 西区二ツ屋 2－15－6 認知症対応型共同生活介護 明石川水系 ○ 

21 
コミュニティホームハートケア神戸二

ツ屋 
西区二ツ屋２丁目１７－１４ 特定施設入居者生活介護 明石川水系 ○ 

健康局関係施設 

22 東神戸病院 東灘区住吉本町 1 丁目 24-13 病院 西獺川水系 ○ 

23 吉田アーデント病院 灘区灘北通 5-9-1 病院 西郷川水系   

24 神戸博愛病院（※） 中央区元町通 7 丁目 1-17 病院 宇治川水系 ○ 

こども家庭局関係施設 

25 瀬戸保育所（※） 東灘区魚崎南町 6-5-26 児童福祉施設 天上川水系 ○ 

26 住吉学園幼稚園（※） 東灘区住吉本町 3-3-4 幼稚園 西獺川水系 ○ 

27 本山南学童保育所ひまわりクラブ 東灘区本山南町２丁目２－２２ 学童保育施設 高橋川水系 ○ 

28 うずがもり送迎ステーション 東灘区御影中町 1-1-10 児童福祉施設 西瀨川水系   

29 みかげなかまちちぬっこ園 東灘区御影中町 1-1-10 児童福祉施設 西瀨川水系   

30 椎野さん家 東灘区田中町 2-15-1 ファミリーホーム 天上川水系   

31 名倉みふね幼稚園pick upステーション 
中央区海岸通 4-3-1 セレニテ神

戸元町クレア 1F 
児童福祉施設 鯉川水系   

32 元町みふね little one 
中央区海岸通 4-3-1 セレニテ神

戸元町クレア 1F 
小規模保育事業 鯉川水系   

33 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 宇治川水系 ○ 

34 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 宇治川水系 ○ 

35 幼保連携型みのり認定こども園 中央区脇浜町 2-5-13 児童福祉施設 西谷川水系 ○ 

36 磯上ＣＯＣＯＲＯステーション 
中央区磯上通 3 丁目 1-32 こうべ

市民福祉交流センターB1 
児童福祉施設 生田川水系   

37 りんご保育園 中央区中山手通 2-17-12 認可外保育施設 鯉川水系   

38 道場保育園 北区道場町道場 106 児童福祉施設 有野川 ○ 

39 道場児童館 北区道場町日下部 663-3 児童厚生施設 有野川 ○ 

40 有野ひだまり保育園 北区有野中町 2-9-4 事業所内保育事業 有野川   

41 バンビＨＵＧ須磨駅前保育園 
須磨区須磨浦通 4-7-8   コット

ンボール須磨駅前ビル 1F 
小規模保育事業 千森川水系   

42 こばとキンダーガーデン 西区丸塚 1-26-17 児童福祉施設 明石川水系 ○ 

教育委員会事務局関係施設 

43 魚崎中学校（※） 東灘区魚崎南町 1-2-1 中学校 住吉川 ○ 

44 渚中学校 中央区脇浜海岸通 2-1-1 中学校 西谷川水系 ○ 

45 玉津第一小学校 西区小山 1-4-1 小学校 明石川水系 ○ 
 ※水防法による指定河川の一覧表にも掲載    
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資料 5-4-2-1 洪水浸水想定区域内地下街等(地下に設けられた不特定多数の者が利用する施設)一覧 

 

  名称 所在区 施設種類 浸水要因 河川名 

1 三宮地下街（さんちか） 中央区 地下街 
直接浸水 生田川  

連続施設から浸水 新湊川※、鯉川、宇治川 

2 神戸駅前地下街（デュオこうべ） 中央区 地下街 
直接浸水 新湊川※、宇治川 

連続施設から浸水 鯉川 

3 メトロこうべ 中央区 地下街 
直接浸水 新湊川※、宇治川 

連続施設から浸水 鯉川 

4 三宮中央通り地下通路 中央区 地下街 
直接浸水 鯉川 

連続施設から浸水 新湊川※、生田川、宇治川 

5 神戸駅南駐車場 中央区 駐車場 
直接浸水 新湊川※、宇治川 

連続施設から浸水 鯉川 

6 三宮中央通り駐車場 中央区 駐車場 
直接浸水 鯉川 

連続施設から浸水 新湊川※、生田川、宇治川 

7 新長田駅前駐車場 長田区 駐車場 
直接浸水 新湊川※、妙法寺川※ 

連続施設から浸水 － 

8 山陽電鉄板宿駅 須磨区 地下駅施設 
直接浸水 妙法寺川※ 

連続施設から浸水 新湊川※ 

9 山陽電鉄西代駅 須磨区 地下駅施設 
直接浸水 妙法寺川※ 

連続施設から浸水 新湊川※ 

10 阪急電鉄花隈駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 宇治川 

連続施設から浸水 新湊川※ 

11 阪神電鉄神戸三宮駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 生田川 

連続施設から浸水 新湊川※、鯉川、宇治川 

12 阪神電鉄元町駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 鯉川 

連続施設から浸水 新湊川※、生田川、宇治川 

13 阪神電鉄西元町駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 宇治川 

連続施設から浸水 新湊川※、生田川、鯉川 

14 阪神電鉄高速神戸駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※、宇治川 

連続施設から浸水 鯉川 

15 阪神電鉄新開地駅 兵庫区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 鯉川、宇治川 

16 阪神電鉄大開駅 兵庫区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 妙法寺川※、宇治川 

17 阪神電鉄高速長田駅 長田区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 妙法寺川※ 

18 神戸電鉄新開地駅 兵庫区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 鯉川、宇治川 

19 神戸電鉄湊川駅 兵庫区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 宇治川 

20 市営地下鉄新神戸駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 生田川 

連続施設から浸水 新湊川※、鯉川、宇治川 

21 市営地下鉄三宮駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 生田川、鯉川 

連続施設から浸水 新湊川※、宇治川 

22 市営地下鉄湊川公園駅 兵庫区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 宇治川 

23 市営地下鉄上沢駅 兵庫区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 妙法寺※、宇治川 

24 市営地下鉄長田駅 長田区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 妙法寺川※ 

25 
市営地下鉄新長田駅（山手線・海

岸線） 
長田区 地下駅施設 

直接浸水 新湊川※、妙法寺川※ 

連続施設から浸水 － 

26 市営地下鉄板宿駅 須磨区 地下駅施設 
直接浸水 妙法寺川※ 

連続施設から浸水 新湊川※ 
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  名称 所在区 施設種類 浸水要因 河川名 

27 市営地下鉄旧居留地・大丸前駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 鯉川 

連続施設から浸水 新湊川※、生田川、宇治川 

28 市営地下鉄みなと元町駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 宇治川 

連続施設から浸水 新湊川※、生田川、鯉川 

29 市営地下鉄ハーバーランド駅 中央区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※、宇治川 

連続施設から浸水 生田川、鯉川 

30 市営地下鉄苅藻駅 長田区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※ 

連続施設から浸水 妙法寺川※ 

31 市営地下鉄駒ヶ林駅 長田区 地下駅施設 
直接浸水 新湊川※、妙法寺川※ 

連続施設から浸水 － 

※は水位周知河川 
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資料 5-4-2-2 洪水浸水想定区域外で連続施設から浸水する地下街一覧 

 
  名称 所在区 施設種類 浸水元施設 河川名 

1 市営三宮駐車場地下通路 中央区 地下通路 

さんちか 生田川 

軌道(阪神電鉄神戸三宮～元町) 鯉川 

軌道(西元町～高速神戸) 新湊川※ 

軌道(元町～西元町) 宇治川 

2 三宮駐車場 中央区 駐車場 

さんちか 生田川 

軌道(阪神電鉄神戸三宮～元町) 鯉川 

軌道(西元町～高速神戸) 新湊川※ 

軌道(元町～西元町) 宇治川 

3 大倉山駐車場 中央区 駐車場 

軌道(地下鉄三宮～県庁前) 鯉川 

軌道(地下鉄大倉山～湊川公園) 新湊川※ 

軌道(地下鉄県庁前～大倉山) 宇治川 

4 和田岬駐車場 兵庫区 駐車場 
軌道(地下鉄御崎公園～苅藻) 新湊川※ 

軌道(地下鉄ハーバーランド～中央市場前) 宇治川 

5 阪神電鉄春日野道駅 中央区 地下駅施設 

阪神電鉄神戸三宮駅 生田川 

軌道(阪神電鉄春日野道駅～岩屋駅) 西谷川 

軌道(阪神電鉄神戸三宮～元町) 鯉川 

軌道(阪神電鉄西元町～高速神戸) 新湊川※ 

軌道(阪神電鉄元町～西元町) 宇治川 

6 阪神電鉄岩屋駅 灘区 地下駅施設 軌道(阪神電鉄春日野道駅～岩屋駅) 西谷川 

7 地下鉄県庁前駅 中央区 地下駅施設 

地下鉄三宮駅 生田川 

軌道(地下鉄三宮～県庁前) 鯉川 

軌道(大倉山～湊川公園) 新湊川※ 

軌道(県庁前～大倉山) 宇治川 

8 地下鉄大倉山駅 中央区 地下駅施設 

軌道(地下鉄三宮～県庁前) 鯉川 

軌道(地下鉄大倉山～湊川公園) 新湊川※ 

軌道(地下鉄県庁前～大倉山) 宇治川 

9 地下鉄三宮・花時計前駅 中央区 地下駅施設 

さんちか 生田川 

軌道(三宮・花時計前～旧居留地・大丸前) 鯉川 

軌道(地下鉄みなと元町～ハーバーランド) 新湊川※ 

軌道(旧居留地・大丸前～みなと元町) 宇治川 

10 地下鉄御崎公園駅 兵庫区 地下駅施設 
地下鉄駒ヶ林駅 妙法寺川 

軌道(地下鉄御崎公園～苅藻) 新湊川※ 

11 地下鉄中央市場前駅 兵庫区 地下駅施設 
軌道(地下鉄ハーバーランド～中央市場前) 新湊川※ 

軌道(地下鉄ハーバーランド～中央市場前) 宇治川 

12 地下鉄和田岬駅 兵庫区 地下駅施設 
軌道(御崎公園～苅藻) 新湊川※ 

軌道(地下鉄ハーバーランド～中央市場前) 宇治川 

※は水位周知河川 
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■ 土砂災害関連データ 

資料 1-1 土砂災害危険箇所の選定基準 

土砂災害危険箇所の選定基準 

 

○土石流危険渓流・（土砂災害警戒区域） 

 土石流の発生の危険等があり、人家に被害が生ずる恐れのある渓流及び人家がない場合でも、住宅

等が新規に立地する可能性がある区域に流入する渓流を抽出。 

○土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） 

 ・傾斜度が 30 度以上で高さが 5ｍ以上の区域 

 ・急傾斜地の上端から水平距離が 10ｍ以内の区域 

 ・急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの 2倍（50ｍを超える場合は 50ｍ）以内の区域 

○地すべり危険箇所・（土砂災害警戒区域） 

 地すべり地域の面積が５ ha 以上(市街化区域では 2 ha 以上)で、次の各号の一に該当するもの。 

 ①多量の崩土が渓流または河川に流入し、下流河川(準用河川以上の河川及びこれに準ずる規模の河

川)に被害を及ぼす恐れのあるもの。 

 ②鉄道(私鉄を含む)、都道府県道(指定都市の市道を含む)以上の道路または迂回路のない市町村道、

その他の公共施設のうち重要なものに被害を及ぼす恐れのあるもの。 

 ③官公署、学校、または病院等の公共施設のうち、重要なものに被害を及ぼす恐れのあるもの。 

 ④貯水量 30,000ｍ３以上のため池、もしくは開発面積 100ha 以上の用排水施設もしくは農道、または

利用区域面積 500ha 以上の林道に被害を及ぼす恐れのあるもの。 

 ⑤人家 10 戸以上に被害を及ぼす恐れのあるもの。 

 ⑥農地 10ha 以上に被害を及ぼす恐れのあるもの。 

 ⑦前号に該当しないが、家屋の移転を行うため、特に指定の必要が認められるもの。 

○山地災害危険箇所 

 (1)山腹崩壊危険地区 

   山腹崩壊により、公共施設等に直接被害を与える恐れのある地区。 

 (2)崩壊土砂流出危険地区 

山腹崩壊または地すべりによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生する恐

れのある地区。 

 (3)地すべり危険地区 

   地すべりにより災害が発生する恐れのある地区。 
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資料 1-2 土砂災害危険箇所総括表 

 

土砂災害危険箇所 

 

（平成 30年 5月 29 日現在） 

名      称 箇   所   数 法指定箇所等 

土石流危険渓流 

(人家５戸未満含む)  

530 渓流 内 土砂災害警戒区域 

（土石流）476 箇所 

  土砂災害特別警戒区域 

（土石流） 56 箇所 

土砂災害警戒区域 

(急傾斜地の崩壊)  

 内 

土砂災害警戒区域 

（急傾斜地の崩壊）1,743 箇所 

土砂災害特別警戒区域 

（急傾斜地の崩壊） 474 箇所 

急傾斜地崩壊危険区域 
* 222 箇所 

 

土砂災害警戒区域 

（地すべり） 

 土砂災害警戒区域 

（地すべり）   24 箇所 
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資料 2-1 土砂災害警戒区域一覧（土石流） 

土砂災害特別警戒区域名称 （土石流）  

番号 区域名称 

指定の区域 区域 

面積 

(ha） 

人家 

戸数 

（戸） 

備考 
区 町 

1 左支渓（1）Ⅱ 北区 有野町唐櫃 0.02 0  

2 左支渓 2号谷Ⅲ 北区 有野町唐櫃 0.01 0  

3 花山川Ⅰ 北区 山田町上谷上 0.32 0  

4 木戸Ⅰ 北区 山田町上谷上 0.02 0  

5 中ノ手川Ⅰ 北区 山田町上谷上 0.03 0  

6 鎌ヶ谷川左支渓Ⅰ 北区 有野町唐櫃 0.01 0  

7 奧西谷Ⅰ 北区 有野町唐櫃 0.02 0  

8 宮ノ谷川Ⅰ 北区 山田町上谷上 0.21 0  

9 大池川右支渓（3）Ⅱ 北区 山田町上谷上 0.02 0  

          告示日 平成２９年３月３１日 

1 水無川右支渓（1）Ⅰ 北区 有野町唐櫃 0.02 0   

2 居屋ヶ谷川Ⅰ 北区 有野町有野 0.02 0 
 

3 水無川北山Ⅰ 北区 有野町唐櫃 0.01 0   

4 堀越川右支渓Ⅱ 北区 有野町有野 0.02 0   

5 左支渓（3）Ⅱ 北区 有野町有野 0.01 0   

6 水無川右支渓（3）Ⅲ 北区 有野町唐櫃 0.34 0   

7 水無川右支渓（4）Ⅲ 北区 有野町唐櫃 0.07 0   

8 水無川左支渓Ⅲ 北区 有野町唐櫃 0.38 0   

          告示日 平成２９年７月１８日 

1 十八丁川左支渓（2）Ⅰ 北区 有馬町 0.02 0   

2 左支渓Ⅰ 北区 山田町下谷上 0.08 0   

3 箕谷川五池谷Ⅰ 北区 山田町下谷上 0.21 0   

4 石峰寺川左支渓Ⅱ 北区 淡河町神影 0.03 0   

5 左支渓（1）Ⅰ 北区 淡河町野瀬 0.06 0 
 

6 鳴川鍛治が谷Ⅱ 北区 淡河町野瀬 0.16 0   

7 地蔵谷川Ⅱ 北区 淡河町中山 1.07 0   

8 石峰寺川Ⅱ 北区 淡河町東畑 0.03 0   

9 左支渓勝雄Ⅲ 北区 淡河町勝雄 0.07 0   

10 谷山川芝床上谷Ⅰ 北区 山田町下谷上 0.06 0   

11 愛宕川左支渓Ⅰ 北区 柏尾台 0.03 0   

12 原野川Ⅰ 北区 山田町原野 0.96 0   

13 右支渓Ⅰ 北区 山田町衝原 0.02 0   

14 二ツ樋川Ⅱ 北区 山田町下谷上 0.08 0   

15 下氷谷川Ⅱ 北区 山田町福地 0.19 0   

16 万丈谷川左支渓Ⅱ 北区 山田町中 0.02 0   

17 右支渓雫谷池Ⅱ 北区 山田町坂本 0.06 0   

18 愛宕川Ⅲ 北区 柏尾台 0.03 0   

19 三ツ池川三ツ池Ⅲ 北区 山田町西下 0.1 0   

20 丈谷川イヲノ坪Ⅲ 北区 山田町原野 0.06 0   

21 丈谷川高出Ⅲ 北区 山田町原野 0.21 0   

22 丈谷川右支渓 1 号谷 北区 山田町原野 0.07 0   

23 丈谷川右支渓 2 号谷 北区 山田町原野 0.19 0   
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番号 区域名称 

指定の区域 区域 

面積 

(ha） 

人家 

戸数 

（戸） 

備考 
区 町 

24 丈谷川右支渓 3 号谷 北区 山田町原野 0.03 0   

         告示日 平成２９年１２月２６日 

1 天王谷川右支（2）Ⅰ 北区 山田町下谷上 0.02 0   

2 天王谷川左支（4）Ⅰ 北区 山田町下谷上中一里山 0 0   

3 天王谷川左支（7）Ⅰ 北区 山田町下谷上 0.04 0   

4 箕谷川左支渓（1）Ⅰ 北区 山田町下谷上 0.2 0   

5 鍋蓋北谷左支Ⅱ 北区 山田町小部大平 0.16 0   

6 八坂川音谷Ⅱ 北区 八多町上小名田 0.1 0   

7 藍那西ノ町右支渓Ⅰ 北区 山田町藍那 0.01 0   

         告示日 平成３０年２月２７日 

1 生野向井左支渓Ⅰ 北区 道場町生野 0.22 0   

2 不動岩Ⅱ 北区 道場町生野 0.22 0   

3 左支渓 1号谷Ⅱ 北区 道場町生野 0.12 0   

4 左支渓生野（1）Ⅱ 北区 道場町生野 0.05 0   

5 左支渓生野（2）Ⅱ 北区 道場町生野 0.75 0   

6 丈谷川右支渓 4 号谷 北区 大原 2 丁目 0.01 0   

    告示日 平成３０年５月２９日 

1 日柳川（3）Ⅰ 灘区 篠原 0.02 0  

2 青谷右支渓Ⅱ 灘区 岩屋 0.17 0  

          告示日 令和元年９月２７日 

1 苅藻川右支（2）Ⅰ 兵庫区 清水町 0.02 0  

2 イヤガ谷川右支（3）Ⅱ 兵庫区 烏原町 0.02 0  

3 烏原川右支Ⅰ 兵庫区 烏原町 0.02 0  

4 烏原川左支（1）Ⅰ 兵庫区 烏原町 0.21 0  

5 烏原川左支（2）Ⅰ 兵庫区 烏原町 0.44 0  

6 石井川Ⅱ 兵庫区 烏原町 0.01 0  

7 瀬川Ⅰ 兵庫区 烏原町 0.33 0  

8 天王川右支（4）Ⅱ 兵庫区 平野町 0.02 0  

9 天王川右支（3）Ⅱ 兵庫区 平野町 0.03 0  

10 天王谷川右支（1）Ⅰ 兵庫区 平野町 0.13 0  

11 新生田川右支（2）Ⅰ 中央区 葺合町 0.04 0  

12 新生田川右支（1）Ⅰ 中央区 葺合町 0.04 0  

13 西谷Ⅰ 中央区 葺合町 0.06 0  

14 草川左支（2）Ⅰ 中央区 葺合町 0.03 0  

      告示日 令和 2 年 2月 28 日 

1 妙法寺川右支Ⅱ 須磨区 妙法寺 0.03 0  

2 妙法寺川左支（1）Ⅱ 須磨区 車 0.02 0  

3 竹之下右支渓Ⅰ 須磨区 白川 0.04 0  

4 西小屋Ⅱ 須磨区 白川 0.09 0  

5 右支渓弓場内Ⅰ 須磨区 多井畑 0.08 0  

  告示日 令和２年１１月２７日 

1 塩屋Ⅰ 垂水区 塩屋町 0.02 0  

2 左支渓 1号谷Ⅰ 垂水区 塩屋北町 4 丁目 0.01 0  

3 右支渓小川Ⅲ 垂水区 名谷町 0.02 0  

  告示日 令和３年３月３０日 

1 上田井Ⅰ 西区 上田井Ⅰ 0.08 0  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－350－ 

番号 区域名称 

指定の区域 区域 

面積 

(ha） 

人家 

戸数 

（戸） 

備考 
区 町 

2 墓の谷Ⅱ 西区 墓の谷Ⅱ 0.13 0  

3 福住川右支渓Ⅲ 西区 福住川右支渓Ⅲ 0.02 0  

4 ユヤノ谷Ⅰ 西区 ユヤノ谷Ⅰ 0.24 0  

5 小谷川Ⅰ 西区 小谷川Ⅰ 0.06 0  

6 西盛川右支渓Ⅲ 西区 西盛川右支渓Ⅲ 0.09 0  

7 櫨谷川Ⅲ 西区 櫨谷川Ⅲ 0.03 0  

告示日 令和３年３月３０日 

 

 

 

  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－351－ 

資料 3-1 土砂災害警戒区域一覧（急傾斜地の崩壊） 

土砂災害警戒区域名称 （急傾斜地の崩壊）（抜粋） 

箇所 

番号 
区域名称 

指定の区域 
がけ高さ 

区域 

面積 

（ha） 

人家 

戸数 

（戸） 

備考 

区 町 

 告示日 平成２０年３月７日 

2 森北（2）（1）Ⅰ 東灘区 森北町 7丁目 49.12 0.75  16   

3 森北（3）Ⅰ 東灘区 森北町 7丁目 32.21 0.36  4   

5 甲南台（1）Ⅰ 東灘区 森北町 6丁目 50 3.30  14   

8 本山北（1）（1）Ⅰ 東灘区 本山北町 4 丁目 46.5 0.85  0   

9 本山北（2）（1）Ⅰ 東灘区 本山北町 4 丁目 17.78 0.12  0   

10 本山北（3）Ⅰ 東灘区 本山北町 5 丁目 21.08 0.46  13   

13 北畑（1）Ⅰ 東灘区 本山町北畑 29.58 1.20  7   

14 北畑（2）Ⅰ 東灘区 本山町北畑 30.75 0.42  6   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－352－ 

箇所 

番号 
区域名称 

指定の区域 
がけ高さ 

区域 

面積 

（ha） 

人家 

戸数 

（戸） 

備考 

区 町 

 告示日 平成３０年５月２９日 

500 鈴蘭台西町（2） 北区 鈴蘭台西町 5 丁目 16 0.49  8   

617 北五葉（7）Ⅰ 北区 北五葉 5丁目 12 0.85  10   

618 北五葉（4）Ⅱ 北区 北五葉 5丁目 10 0.12  3   

619 大原（4）Ⅰ 北区 大原 1 丁目 51 1.06  19   

620 大原（5）Ⅰ 北区 大原 1 丁目 41 1.47  19   

告示日 平成 31 年 3 月 29 日 

011 本山北（1）Ⅰ 東灘区 本山北町 6 丁目 9 0.11 0  

012 本山北（4）Ⅰ 東灘区 本山北町 6 丁目 76 1.88 5  

116 岡本（4）Ⅱ 東灘区 岡本 7 丁目 13 0.34 0  

117 住吉山手（18）Ⅰ 東灘区 住吉山手 9 丁目 28 0.83 3  

118 住吉山手（10）Ⅱ 東灘区 住吉山手 4 丁目 17 0.19 0  

告示日 令和 2年 2月 28 日 

102 再度筋（3）Ⅱ 中央区 再度筋町 14 3.00 3  

103 青谷Ⅰ-2 中央区 神仙寺通 1 丁目 88 1.44 4  

104 中尾町（1）Ⅰ-2 中央区 中尾町 88 0.13 12  

105 葺合（4）Ⅰ-2 中央区 葺合町 63 0.13 32  

106 熊内（4）Ⅰ-2 中央区 熊内町 9丁目 68 0.11 11  

107 布引山（2）Ⅰ-2 中央区 葺合町 60 1.15 2  

108 北野（4）Ⅰ-2 中央区 北野町 2丁目 69 1.71 10  

109 追谷Ⅰ-2 中央区 山本通 3丁目 20 0.27 29  

110 前山Ⅰ-2 中央区 山本通 4丁目 26 1.74 119  

111 口一里山（1）Ⅰ-2 中央区 諏訪山町 20 1.01 20  

071 奥東服山(2)Ⅰ 兵庫区 平野町 14 1.07 0  

072 奥東服山(3)Ⅰ 兵庫区 平野町 13 0.78 0  

073 奥東服山(4)Ⅰ 兵庫区 平野町 9 0.44 0  

074 梅元Ⅰ-2 兵庫区 梅元町 44 1.53 30  

075 祇園山Ⅰ-2 兵庫区 上祇園町 58 0.62 51  

076 東服(1)Ⅰ-2 兵庫区 平野町 41 0.34 1  

077 東服(2)Ⅰ-2 兵庫区 平野町 73 2.69 26  

078 湊山Ⅰ-2 兵庫区 湊山町 29 0.37 48  

079 山王Ⅰ-2 兵庫区 山王町 1丁目 45 3.00 38  

080 千鳥(2)Ⅰ-2 兵庫区 千鳥町 2丁目 28 1.44 36  

081 千鳥(3)Ⅰ-2 兵庫区 天王町 1丁目 28 0.13 14  

082 北山Ⅰ-2 兵庫区 北山町 47 0.13 31  

083 清水(1)Ⅰ-2 兵庫区 清水町 42 0.11 15  

084 里山(1)Ⅰ-2 兵庫区 里山町 13 1.15 11  

085 里山(3)Ⅰ-2 兵庫区 里山町 35 1.71 124  

086 千鳥(5)Ⅰ-2 兵庫区 千鳥町 3丁目 40 0.27 3  

告示日 令和 2年 10 月 30 日 

161 明泉寺（５） 長田区 明泉寺町 2 丁目 5 0.03 5  

162 上池田（4） 長田区 上池田 3丁目 11 0.07 5  

163 明泉寺(1)Ⅰ-2 長田区 明泉寺町 3 丁目 77 2.90 72  

164 花山(1)Ⅰ-2 長田区 花山町 1丁目 21 0.70 25  

165 長田天神町(10)Ⅰ-2 長田区 長田天神町 5 丁目 34 1.75 51  

166 高取山(４)Ⅰ-2 長田区 高取山町 1 丁目 26 0.65 8  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－353－ 

箇所 

番号 
区域名称 

指定の区域 
がけ高さ 

区域 

面積 

（ha） 

人家 

戸数 

（戸） 

備考 

区 町 

167 池田谷町Ⅰ-2 長田区 上池田 4丁目 24 0.34 18  

168 高取山(1)Ⅰ-2 長田区 高取山町 2 丁目 23 1.03 32  

告示日 令和 2年 11 月 27 日 

233 堂ノ下Ⅰ 須磨区 妙法寺 50 1.35 45  

234 円満林（1）Ⅰ 須磨区 妙法寺 48 1.30 50  

235 筆前Ⅰ 須磨区 妙法寺 14 0.14 16  

236 明神町（1）Ⅰ 須磨区 明神町 3丁目 66 1.06 37  

237 板宿（1）Ⅰ 須磨区 板宿町 3丁目 30 0.62 22  

238 上細沢（1）Ⅰ 須磨区 奥山畑町 29 1.62 46  

239 西脇Ⅰ 須磨区 車 22 0.21 1  

240 白川Ⅰ 須磨区 白川 48 2.64 14  

241 一ノ谷町（1）Ⅱ-2 須磨区 一ノ谷町 2 丁目 22 0.34 6  

告示日 令和 3年 3月 30 日 

8 梨原Ⅰ 垂水区 名谷町 34 1.00 10  

68 多聞台（5）Ⅰ 垂水区 多聞台 1丁目 10 0.23 4  

106 多聞台（2）（2）Ⅰ 垂水区 多聞台 1丁目 7 0.15 7  

121 舞子台（2）（2）Ⅰ 垂水区 舞子台 3丁目 13 0.24 11  

130 社谷Ⅱ 垂水区 名谷町 7 0.08 3  

178 獅掛（2）Ⅰ-2 垂水区 塩屋町 9丁目 18 0.55 34  

179 塩屋（9）Ⅰ-2 垂水区 塩屋町 8丁目 25 0.63 13  

180 上高丸Ⅰ-2 垂水区 上高丸 1丁目 10 0.10 2  

181 塩屋（8）Ⅱ 垂水区 塩屋町 9 0.09 14  

182 塩屋（9）Ⅱ 垂水区 塩屋町 3丁目 12 0.27 3  

183 塩屋台（4）Ⅰ 垂水区 塩屋台 3丁目 31 0.89 15  

184 塩屋北（1）Ⅰ 垂水区 塩屋北町 4 丁目 24 0.77 6  

185 下畑町（1）Ⅰ 垂水区 下畑町 13 0.37 5  

186 桃山台Ⅰ 垂水区 桃山台 5丁目 17 0.44 22  

187 下畑町（2）Ⅰ 垂水区 下畑町 10 0.39 6  

188 舞子台（3）Ⅰ 垂水区 舞子台 4丁目 17 0.18 6  

189 名谷（6）Ⅲ 垂水区 名谷町 39 0.97 0  

190 名谷（5）Ⅰ 垂水区 名谷町 14 0.66 18  

191 潮見が丘（2）Ⅰ 垂水区 潮見が丘 1 丁目 27 0.43 15  

192 塩屋（2）Ⅲ 垂水区 塩屋町 2丁目 7 0.02 0  

193 下畑町（3）Ⅰ 垂水区 下畑町 23 0.81 11  

194 下畑町（3）Ⅱ 垂水区 下畑町 19 0.30 1  

195 多聞台（9）Ⅰ 垂水区 多聞台 2丁目 9 0.09 5  

196 多聞台（2）Ⅱ 垂水区 多聞台 2丁目 9 0.06 4  

197 舞子台（1）Ⅱ 垂水区 舞子台 4丁目 7 0.11 0  

198 塩屋台（1）Ⅱ 垂水区 塩屋台 2丁目 11 0.11 4  

199 多聞台（1）Ⅱ 垂水区 多聞台 1丁目 11 0.13 3  

200 塩屋（10）Ⅱ 垂水区 塩屋町 14 0.21 2  

告示日 令和 3年 3月 30 日 

156 桜が丘中町Ⅲ 西区 桜が丘中町 1 丁目 11 0.20 3  

172 北山台Ⅱ 西区 北山台 2丁目 9 0.08 2  

174 桜が丘西町(1)Ⅰ 西区 桜が丘西町 1 丁目 16 0.86 11  

175 桜が丘西町(1)Ⅱ 西区 桜が丘西町 2 丁目 17 0.18 2  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－354－ 

箇所 

番号 
区域名称 

指定の区域 
がけ高さ 

区域 

面積 

（ha） 

人家 

戸数 

（戸） 

備考 

区 町 

176 桜が丘西町(2)Ⅰ 西区 桜が丘西町 2 丁目 25 0.51 8  

177 桜が丘西町Ⅲ 西区 桜が丘西町 2 丁目 10 0.18 0  

178 桜が丘西町(2)Ⅱ 西区 桜が丘西町 3 丁目 18 0.11 1  

179 桜が丘西町(3)Ⅱ 西区 桜が丘西町 5 丁目 13 0.34 3  

180 木見(2)Ⅲ 西区 押部谷町木見 28 0.30 0  

181 水谷(5)Ⅲ 西区 玉津町水谷 11 0.15 0  

 

 

  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－355－ 

資料 4-1 地すべり危険箇所・土砂災害警戒区域（地すべり）一覧 

地すべり危険箇所・土砂災害警戒区域（地すべり） 

平成 27 年 4 月 1 日現在 

番号 危険 

箇所名 

区 町 字 面積 

(ha) 

土砂災害警戒区域  防止区域 整備 

状況 人家 

戸数 
面積 

ha 

公共施設 告示日 告示日 面積 

ha 

（国土交通省所管） 

1 西岡本 東灘 西岡本 7 丁目 8.3 240 3.75 原水地、道路 H27.3.31 H11.8.3 5.92 概 

2 有馬 北 有馬町  4.3 10 2.07 その他道路 H27.3.31 H11.8.3 3.24 概 

3 下小名田 北 八多町 中 9.7    未指定 未指定    

4 上唐櫃 北 有野町 唐櫃 30.5    未指定 未指定    

5 種池 北 有野町 唐櫃 35.4 25 3.18 鉄道、地方道、その

他道路 

H27.3.31 H13.4.17 6.4 概 

6 上津

（2） 

北 長尾町 上津 10.8    未指定 未指定    

7 柳谷 北 八多町 柳谷 11 6 3.24 県道、その他道路 H27.3.31 S43.6.14 7.42 概 

8 蛇持 北 山田町 上谷上 19.6    未指定 未指定    

9 附物 北 八多町 附物 44.8    未指定 未指定    

10 上谷上 北 山田町 上谷上 15.3    未指定 未指定    

11 壱つ町 北 大沢町 中大沢 33.8 1 3.11 その他道路 H27.3.31 S37.10.9 13.3 概 

12 屏風 北 八多町 屏風 25.8 3 5.25 市道、その他道路 H27.3.31 S55.4.4 26.08 概 

13 倉ヶ坂 北 大沢町 日西原 8.9 0 2.24 その他道路 H27.3.31 S37.10.9 6.3 概 

14 野瀬 北 淡河町 野瀬 30.2 16 9.87 県道、その他道路 H27.3.31 H4.3.12 29.87 概 

15 日西原北 北 大沢町 日西原 12.8    未指定 未指定    

16 日西原 北 大沢町 日西原 29.8 5 2.72 その他道路 H27.3.31 S35.8.29 

S62.3.27 

10.5 

2.39 

概 

17 中大沢 北 大沢町 中大沢 11.3 2 4.89 その他道路 H27.3.31 S35.8.29 6.0 概 

18 氷室 兵庫 氷室町 2 丁目 6.9 331 6.85 その他道路 H27.3.31 S35.8.29 5.0 概 

19 神影 北 淡河町 神影 29.2 8 9.88 市道、その他道路 H27.3.31 S41.3.17 19.95 概 

20 東畑 北 淡河町 東畑 35.3 3 4.19 その他道路 H27.3.31 S48.2.27 23.7 概 

21 高東町 長田 高東町  20.4    未指定 未指定    

22 北僧尾 北 淡河町 北僧尾 106.9 8 12.12 国道、その他道路 H27.3.31 S41.3.17 82.0 概 

23 薮中 須磨 妙法寺  31.5    未指定 未指定    

24 横谷 須磨 妙法寺 横川 3.1 82 4.36 その他道路 H27.3.31 S36.8.26 

H3.3.30  

9.0 

0.06 

概 

25 清水 北 山田町 藍那 7.8 7 2.57 鉄道、県道、その他

道路 

H27.3.31 S61.3.25 7.58 概 

26 坂本 北 山田町 坂本 13.5 7 2.69 その他道路、集会所 H27.3.31 S60.3.27 14.0 概 

27 妙法寺 須磨 妙法寺 辻堂 7 12 0.46 その他道路 H27.3.31 S48.3.12 8.97 概 

28 南僧尾 北 淡河町 南僧尾 28.4 11 15.60 その他道路 H27.3.31 S41.3.17 20.0 概 

29 菅の池 須磨 車  12.1 760 12.66 病院、特別養護老人ホ

ーム、県道、その他道

路 

H27.3.31 S35.8.29  

H2.3.30 

14.0 

0.94 

概 

30 白川 須磨 白川 堂ノ東 5.3 7 2.48 その他道路 H27.3.31 S47.12.27 5.25 概 

31 小河 北 山田町 小河 12.8    未指定 未指定    

32 多井畑 須磨 多井畑  6    未指定 未指定    

33 押部谷 西 押部谷町 木津 46.2    未指定 未指定    

34 下畑 垂水 下畑町 谷川 7.2 35 2.75 その他道路 H27.3.31 S47.12.27 7.65 概 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－356－ 

番号 危険 

箇所名 

区 町 字 面積 

(ha) 

土砂災害警戒区域  防止区域 整備 

状況 人家 

戸数 
面積 

ha 

公共施設 告示日 告示日 面積 

ha 

35 奥畑 垂水 名谷町 奥畑 14.7    未指定 未指定    

36 春日手 垂水 名谷町 春日手 4.9     未指定    

37 名谷中山 垂水 名谷町 中山 8.2 156 4.86 訪問介護施設、地方

道、その他道路 

H27.3.31 S61.3.25 

H2.3.31  

8.05 

0.23 

概 

38 大谷 垂水 塩屋町 大谷 2.9    未指定 未指定   

39 名谷 垂水 名谷町 前田 5.4    未指定 未指定   

40 舞子坂 垂水 舞子坂  14.2    未指定 未指定   

 淡河中山 北 淡河町 中山 未指

定 

0 3.16 自動車専用道、市道 H27.3.31 H13.3.21 5.28 概 

 

 

（農林水産省構造改善局所管）  

番号 箇所名 区 町 字 面積

（ha） 

指定年月日 告示番号 備考 

41 北僧尾 北 淡河町 北僧尾 246 S36.5.1 農告第 410 号 指定 246ha 

42 善入 北 大沢町 上大沢 73.2 S34.3.31 

S50.3.29 

農告第 249 号 

農告第 354 号 

指定 73.2ha 

43 市原 北 大沢町 市原 99.48 S35.4.11 

S60.3.30 

H16.2.9 

農告第 329 号 

農告第 494 号 

農告第 257 号 

指定 94.5ha 

44 西畑 北 八多町 西畑 34.3 S35.4.11 農告第 328 号 指定 34.3ha 

45 簾 北 大沢町 簾 64.92 S44.11.11 

H3.5.10 

農告第 1757 号 

農告第 592 号 

指定 64.92ha 

46 北畑 北 淡河町 北畑 21.5 S58.11.14 農告第 2157 号 指定 21.5ha  

47 西荘 北 大沢町 中大沢 19.36 H2.3.16 農告第 414 号 指定 19.36ha 

48 石切山 北 淡河町 石切山 9.5 未指定    

49 神影 北 淡河町 石峯寺 24.5 未指定    

50 中山 北 淡河町 中山 33.0 未指定    

51 北垣 北 淡河町 北垣 15 未指定    

52 古川 北 淡河町 古川 14.9 未指定    

53 鳴川 北 八多町 鳴川 10.3 未指定    

54 屏風 北 八多町 屏風 10.1 未指定    

55 日西原第 2 北 大沢町 日西原 28.9 未指定    

56 日西原第 3 北 大沢町 日西原 16.3 未指定    

57 善入第 1 北 大沢町 善入 34.6 未指定    

58 善入第 2 北 大沢町 善入 8.2 未指定    

59 上大沢 北 大沢町 上大沢 10 未指定    

60 上山 北 淡河町 上山 16.2 未指定    

61 勝雄 北 淡河町 勝雄 121 未指定    

62 南僧尾 北 淡河町 南僧尾 25 未指定    

（農林水産省林野庁所管） 

63 小河 北 山田町 小河 5 未指定    

64 多聞寺 北 有野町 唐櫃 13 未指定   南ノ上と重複 

計     1,721.48   指定 902.86ha 

  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－357－ 

資料 5-1 山地災害危険箇所（山腹崩壊危険地区）一覧 

山地災害危険箇所（山腹崩壊危険地区） 
番号 面積(ha) 区 町・大字 字 備考 

1 2.75 東灘区 本山町岡本  森北町 

2 1.96 東灘区 本山町岡本  甲南女子大 

3 4.06 東灘区 本山町岡本  女子薬科大 

4 12.97 東灘区 本山町岡本  ザフクゲ原 

5 1.58 東灘区 本山町岡本  八幡神社 

6 4.03 東灘区 本山町岡本  二楽荘 

7 2.66 東灘区 本山町岡本  十文字山 

8 21.09 東灘区 六甲山町五介山  極楽渓 

9 21.00 東灘区 六甲山町五介山  五介山 

10 1.72 東灘区 住吉台  住吉台団地 

11 3.73 東灘区 住吉台  配水場下 

12  6.33 東灘区 住吉山手 ９丁目 荒神山 

13 19.86 灘区 六甲山町西谷山  西山谷 

14 1.42 東灘区 住吉山手  白鶴美術館  

15 0.60 東灘区 住吉山手  付属中下 

16 2.41 東灘区 鴨子ヶ原  鴨子ヶ原 

17 4.01 灘区 高羽町高羽  渦が森 

18 8.19 灘区 六甲山町清水  鶴甲   

19 12.39 灘区 高羽町高羽  六甲ケーブル 

20 52.89 灘区 六甲山町南六甲  前ヶ辻谷 

21 17.50 灘区 六甲山町東山ノ内 西谷 奥六甲橋 

22 2.58 灘区 六甲山町一ヶ谷  部賀谷 

23 4.75 灘区 篠原  深谷山 

24 4.20 灘区 篠原  伯母野 

25 5.10 灘区 篠原  海星病院 

26 6.48 灘区 大石  木袋谷 

27 2.16 灘区 五毛  丸山公園 

28 0.53 灘区 篠原  五毛 

29 0.32 灘区 篠原  箕岡 

30 6.08 灘区 篠原  高尾 

31 1.77 灘区 上野  神戸高 

32 3.52 灘区 上野  城の下通 

33 7.04 中央区 葺合町  神仙寺通 

34 0.83 中央区 葺合町  神仙寺通４ 

35 1.59 中央区 葺合町 （国有林） 成徳学園 

36 8.43 中央区 葺合町 （国有林） 雷声寺 

37 7.86 中央区 葺合町  法徳寺 1 

38 5.00 中央区 葺合町  法徳寺 2 

39 8.63 中央区 葺合町  極楽谷 

40 2.00 中央区 葺合町  布引山 

41 5.87 中央区 葺合町  布引御滝１ 

42 6.46 中央区 葺合町  市ヶ原 

43 57.43 灘区 六甲山町中一里山  六甲牧場 

44 2.88 中央区 葺合町  雌滝 

45 2.63 中央区 神戸港地方  新生田川 

46 9.98 中央区 神戸港地方 （国有林） 北野町 

47 4.75 中央区 神戸港地方 （国有林） 北野天神 

48 9.66 中央区 神戸港地方  諏訪山 

49 1.44 中央区 神戸港地方  再度左岸 

50 1.21 中央区 神戸港地方  多々部 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－358－ 

番号 面積(ha) 区 町・大字 字 備考 

51 3.99 中央区 神戸港地方  再度右岸 

52 8.98 中央区 神戸港地方 （国有林） 浄水場上 

53 8.84  兵庫区 平野町  祥福寺 

54 8.69 兵庫区 平野町  西福山橋 

55 4.54 兵庫区 平野町  金星 

56 5.23 北区 山田町下谷上  西服山６丁目 

57 4.86 北区 山田町小部  神戸変電所 

58 4.87 北区 山田町下谷上  高座 

59 6.49 兵庫区 平野町  西服山３丁目 

60 17.94 兵庫区 平野町  草谷 

61 6.42 兵庫区 平野町  天王谷 

62 10.63 兵庫区 平野町  服山墜道 

63 3.78 兵庫区 天王町  烏原貯水池東 

64 4.2 北区 山田町下谷上  菊水山 

65 3.69 兵庫区 烏原町  三日月橋 

66 5.62 兵庫区 里山町  里山 

67 6.90 兵庫区 北山町  氷室町 

68 2.36 長田区 滝谷町  滝谷町 

69 10.86 長田区 源平町  西神戸有料道 

70 4.28 長田区 一里山町  一里山 

71 19.72 長田区 林山町 （国有林） 明泉寺 

72 7.46 長田区 高取山町  高取山町 

73 4.76 須磨区 禅昌寺町  禅昌寺 

74 2.53 須磨区 妙法寺  西行寺東 

75 10.05 須磨区 妙法寺  池ノ谷 

76  3.4 須磨区 妙法寺  妙法寺  

77 5.06 須磨区 妙法寺  下与市 

78 1.19 須磨区 妙法寺  光霊寺 

79 0.89 須磨区 妙法寺  明神５丁目 

80 4.56 須磨区 明神町  明神３丁目 

81 7.72 須磨区 大手町  勝福寺 

82 4.08 須磨区 大手町  高尾台 

83 2.34 須磨区 上細沢町  上細沢 

84 6.93 須磨区 東須磨  神戸女子大 

85 17.07 須磨区 西須磨  一ノ谷川 

86 11.25 須磨区 西須磨  鉢伏山 

87 5.06 垂水区 塩屋町  塩屋町二丁目 

88 13.45 垂水区 下畑町  朝谷東 

89 2.84 須磨区 白川  東白川 

90 4.19 須磨区 白川  白川橋 

91 11.35 西区 伊川谷町井吹  井吹 

92  6.28 西区 櫨谷町寺谷  北谷橋 

93 5.74 西区 押部谷町木幡  木幡 

94 7.27 西区 押部谷町木津  木津 

95 3.35 北区 山田町小河  大蔵神社 

96 18.07 北区 山田町藍那  藍那 

97 2.4 北区 山田町藍那  藍那駅裏 

98 1.42 北区 山田町小部  大谷山 

99 22.5 西区 神出町東天王山  雌子山 

100 7.72 北区 山田町原野  大原町 

101 2.95 北区 山田町下谷上  箕谷墜道 

102 4.76 北区 山田町下谷上  谷上車庫 

103 4.03 北区 山田町上谷上  大池聖天 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－359－ 

番号 面積(ha) 区 町・大字 字 備考 

104 6.72 北区 山田町下谷上  小畑 

105 3.17 北区 山田町下谷上  下谷上 

106 3.45 北区 山田町下谷上  山田中 

107 0.22 北区 淡河町淡河  大池 

108 2.07 北区 淡河町萩原  萩原 

109 1.07 北区 淡河町北畑  北畑１ 

110 1.31 北区 淡河町北畑  北畑２ 

111 0.98 北区 淡河町神田  日光 

112 4.75 北区 八多町柳谷  柿田 

113 10.19 北区 有野町有野  キスラシ山 

114 3.21 北区 有野町唐櫃  堀切橋 

115 6.15 北区 有野町唐櫃  鎌ヶ谷 

116 6.23 北区 有野町唐櫃  六甲山ﾄﾝﾈﾙ北 

117 2.80 北区 有野町唐櫃  上山 

118 3.89 北区 有野町唐櫃  裏六甲ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪｲ 1 

119 7.22 灘区 六甲山町北六甲  裏六甲ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪｲ 2 

120 2.13 北区 有馬町  ウツギ谷 

121 16.39 北区 有馬町  落葉山 

122 1.69 北区 有馬町  有馬墜道 

123 6.76 北区 道場町生野  千苅浄水場 

124 7.47 須磨区 妙法寺  妙法寺 

125 4.86 垂水区 塩屋台 ３丁目 塩屋北町 

126 1.04 北区 有野町有野  神鉄横 

127 1.17 北区 有野町唐櫃  保養所前 

128 2.16 北区 有馬町  ロープウェイ横 

129 0.18 灘区 六甲山町北六甲  高山植物園 

130 5.18 北区 長尾町上津 北谷 上津 

131 7.74 須磨区 高倉台  高倉台 

132 0.85 北区 山田町下谷上 芝床ノ上 志く志く 

133 1.47 長田区 高取山町  高取山町 

134 0.14 北区 北五葉 ５丁目 北五葉 

135 3.97 北区 山田町下谷上 中一里山 石楠花橋 

136 21.18 灘区 六甲山町一ヶ谷  六甲ケーブル 

137 0.61 北区 山田町下谷上 中一里山 修法ヶ原 

138 0.10 須磨区 須磨寺町  須磨寺トンネル 

139 0.13 北区 淡河町神田  神田 

140 0.32 北区 淡河町東畑 杉谷 杉谷 

141 0.09 西区 伊川谷町潤和  セリ合 

142 0.91 北区 長尾町上津 上ノ坂 上ノ坂 

143 0.30 北区 八多町上小名田  上小名田 

144 0.06 北区 大沢町上大沢  上大沢 

145 1.87 西区 玉津町水谷 セリ谷 さざんか寮護園 

146 1.68 北区 有馬町 六甲山 瑞宝寺 

147 8.50 北区 八多町吉尾 中ノ上ほか 吉尾 

148 22.31 北区 山田町原野・柏尾台 大塚山・愛宕・西ノ上 柏尾台 

149 19.65 西区 伊川谷町小寺 大谷 神戸市外大 

150 2.00 西区 神出町五百蔵 山ノ下 雄岡山 

計 956.32     

  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－360－ 

資料 5-2 山地災害危険箇所（崩壊土砂流出危険地区）一覧 

山地災害危険箇所（崩壊土砂流出危険地区） 
番号 面積(ha) 区 町・大字 字 渓流延長(m) 備考 

1 0.63 東灘区 本山町森   470 甲南橋 

2 0.16 東灘区 本山町森   250 甲南台 

3 3.59 東灘区 本山町中野   400 魚尾道 

4 0.79 東灘区 本山町北畑   870 権現谷 

5 0.27 東灘区 本山町田辺   150 保久良神社 

6 1.89 東灘区 本山町森   1240 八幡谷 

7 0.53 東灘区 本山町岡本   590 背谷 

8 0.05 東灘区 本山町岡本   130 中谷川 

9 1.07 東灘区 本山町岡本   610 大谷川 

10 16.68 東灘区 本山町岡本   2280 住吉川 

11 3.05 灘区 六甲山町五介山   1460 大月 

12 0.07 灘区 六甲山町西谷山   120 住吉山手 

13 5.94 灘区 六甲山町西谷山   1270 西山谷 

14 2.83 灘区 六甲山町西谷山   1720 新田川 

15 0.5 灘区 高羽   330 坊主山(1) 

16 1.04 灘区 高羽   690 坊主山(2) 

17 2.45 灘区 六甲山町一ヶ谷   1630 ケーブルカー 

18 13.38 灘区 篠原   530 六甲川 

19 0.37 灘区 篠原   570 大月山 

20 1.43 灘区 篠原   390 深谷山 

21 0.48 灘区 篠原   750 日柳川 

22 4.92 灘区 大石   1770 隠小屋山 

23 0.23 灘区 上野   550 五毛 

24 0.36 灘区 上野   90 西郷谷(1) 

25 0.42 灘区 上野   620 貧乏谷 

26 1.28 灘区 上野   670 高尾谷川 

27 0.05 灘区 上野   410 中西川 

28 0.16 灘区 原田   460 西郷谷(2) 

29 0.78 灘区 原田 （国有林） 480 老婆谷 

30 0.51 灘区 岩屋   440 婆谷 

31 0.32 灘区 岩屋   1090 西郷川右岸 

32 0.16 灘区 岩屋   300 茶畑 

33 0.19 中央区 葺合町   220 神仙寺通 

34 0.26 中央区 葺合町   430 成徳学園 

35 0.42 中央区 葺合町 （国有林） 450 狐谷 

36 0.2 中央区 葺合町 （国有林） 150 西谷川 

37 0.53 中央区 葺合町   540 苧川(1) 

38 0.42 中央区 葺合町   420 苧川(2) 

39 0.28 中央区 葺合町   600 苧川(3) 

40 0.03 中央区 葺合町   390 新わし寺 

41 0.17 中央区 葺合町   260 布引貯水池 

42 16.32 中央区 葺合町   720 布引谷 

43 0.31 中央区 神戸港地方   290 合ノ谷 

44 0.59 中央区 神戸港地方 （国有林） 510 天神谷 

45 0.79 中央区 神戸港地方 （国有林） 630 北野天神 

46 0.45 中央区 神戸港地方 （国有林） 430 外国倶楽部 

47 0.60 中央区 神戸港地方   590 碇山 

48 0.07 中央区 神戸港地方   150 多々部 

49 0.24 中央区 神戸港地方   380 堂徳山 

50 0.17 中央区 神戸港地方   480 再度越 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－361－ 

番号 面積(ha) 区 町・大字 字 渓流延長(m) 備考 

51 0.1 中央区 神戸港地方   300 再度山 

52 0.16 中央区 神戸港地方   250 神戸学園 

53 0.37 中央区 神戸港地方   410 浄水場上(1) 

54 0.04 中央区 神戸港地方   170 浄水場上(2) 

55 0.19 中央区 神戸港地方 （国有林） 310 再度町 

56 1.33 兵庫区 平野町   970 梅元町 

57 0.13 兵庫区 平野町   150 東服 

58 0.25 兵庫区 平野町   470 天王谷インター 

59 0.13 兵庫区 平野町   220 新平野橋 

60 0.19 兵庫区 平野町   240 高尾橋 

61 1.02 北区 山田町下谷上   1210 天王谷川(1) 

62 0.21 北区 山田町下谷上   30 天王ダム口 

63 0.59 北区 山田町下谷上   290 小部 

64 0.34 北区 山田町下谷上   200 小部墜道 

65 0.04 北区 山田町小部   30 二軒茶屋 

66 0.16 北区 山田町小部   130 奥長谷 

67 0.64 北区 山田町下谷上   530 修法ヶ原橋 

68 0.42 北区 山田町下谷上   630 天王谷川(2) 

69 0.62 北区 山田町下谷上   730 菊水山 

70 0.2 兵庫区 烏原町   620 烏原町 

71 0.56 兵庫区 烏原町   620 石井川 

72 0.2 兵庫区 烏原町   230 烏原大橋 

73 0.3 兵庫区 烏原町   130 清水谷 

74 0.35 北区 山田町下谷上   380 一本松川 

75 0.05 北区 山田町下谷上   90 鈴蘭台高 

76 3.12 北区 山田町下谷上   1040 イヤガ谷 

77 0.26 兵庫区 烏原町   420 奥烏原 

78 0.05 兵庫区 烏原町   150 烏原貯水池 

79 0.08 兵庫区 鵯越筋   150 滝山 

80 1.2 北区 山田町下谷上   400 檜山 

81 0.05 北区 山田町下谷上   280 雲雀ヶ丘(1) 

82 0.34 長田区 大日丘町   50 雲雀ヶ丘(2) 

83 0.09 北区 山田町下谷上   310 雲雀ヶ丘(3) 

84 0.08 長田区 長者町   270 高取山町１ 

85 0.29 長田区 長者町   520 長者町 

86 0.08 長田区 高取山町   140 高取山町(2) 

87 0.32 長田区 高取山町   430 禅昌寺川(1) 

88 0.31 長田区 高取山町   330 禅昌寺川(2) 

89 0.29 須磨区 禅昌寺町   460 妙法寺川 

90 0.13 須磨区 禅昌寺町   380 川橋 

91 0.11 須磨区 禅昌寺町   310 西行寺東 

92 0.27 須磨区 禅昌寺町   430 萩の寺 

93 0.09 須磨区 明神町   270 禅昌寺橋 

94 0.09 須磨区 明神町   280 椿谷 

95 0.78 須磨区 東須磨   390 大手筋 

96 0.23 須磨区 東須磨   550 大井川 

97 0.63 須磨区 西須磨   530 赤旗谷川 

98 0.4 須磨区 西須磨   220 須磨浦公園 

99 0.12 垂水区 塩屋町   840 境川 

100 0.07 西区 櫨谷町寺谷   120 大歳神社 

101 0.08 西区 押部谷町木見   130 和泉 

102 0.23 西区 押部谷町木見   320 西ノ谷 

103 1.85 西区 押部谷町福住   50 押部谷駅 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－362－ 

番号 面積(ha) 区 町・大字 字 渓流延長(m) 備考 

104 0.52 西区 押部谷町栄   900 北垣内 

105 0.16 北区 山田町藍那   200 岡山 

106 0.11 兵庫区 平野町奥東服山  90 金清橋 

107 0.32 北区 山田町西下   340 西下 

108 5.76 北区 山田町下谷上   310 丸山川 

109 1.3 北区 山田町上谷上   260 炭ケ谷川 

110 1.64 北区 山田町上谷上   930 地蔵谷川 

111 0.3 北区 山田町上谷上   470 花山団地 

112 10.62 北区 山田町上谷上   2300 黒岩谷川 

113 0.24 北区 山田町上谷上   10 見山台 

114 0.51 北区 山田町上谷上   530 古々谷 

115 0.23 北区 山田町上谷上   380 花山駅 

116 0.23 北区 山田町上谷上   200 花山川 

117 0.03 北区 山田町下谷上   70 芝床上 

118 0.23 北区 山田町下谷上   70 北勝 

119 0.24 北区 山田町下谷上   200 二ツ桶川 

120 1.36 北区 山田町下谷上   320 砂川 

121 0.73 北区 山田町原野   790 青葉台 

122 1.32 北区 山田町坂本   1030 浄蓮寺 

123 1.53 北区 淡河町勝雄   1000 木坂川 

124 5.4 北区 淡河町淡河   380 浦川 

125 297 北区 淡河町萩原   700 尼谷川 

126 0.91 北区 淡河町木津   240 林谷 

127 0.95 北区 淡河町行原   1050 小屋谷 

128 0.52 北区 淡河町行原   650 行原大橋 

129 1.8 北区 淡河町行原   1540 一谷川 

130 0.58 北区 淡河町中山   460 ホウキ谷 

131 2.31 北区 淡河町中山   1270 芦谷川 

132 0.28 北区 淡河町野瀬   200 藤ケ瀬 

133 0.12 北区 淡河町野瀬   210 野瀬皿池 

134 0.22 北区 淡河町野瀬   370 鍛冶が谷 

135 0.13 北区 淡河町東畑   160 東畑 

136 0.68 北区 八多町上小名田   60 下ノ池 

137 2.4 北区 八多町柳谷   790 奥沢河原谷 

138 0.12 北区 有野町有野   470 堀越 

139 0.23 北区 有野町唐櫃   260 唐櫃台向い 

140 0.2 北区 有野町唐櫃   210 唐櫃インター 

141 0.49 北区 有野町唐櫃   680 種池橋 

142 0.23 北区 有野町唐櫃   400 西山田 

143 1.15 北区 有野町唐櫃   540 八王子川 

144 0.47 北区 有野町唐櫃   520 平見川(1) 

145 0.39 北区 有野町唐櫃   460 平見川(2) 

146 0.06 北区 有野町唐櫃   180 東谷川 

147 18.96 北区 有野町唐櫃   680 奥山川 

148 2.21 北区 有野町唐櫃   1440 風呂谷川 

149 3.79 北区 有野町唐櫃   1170 水無川 

150 1.02 北区 有野町唐櫃   570 河原谷 

151 0.2 北区 有野町唐櫃   300 新有馬駅 

152 0.41 北区 有野町唐櫃   490 有愛苑 

153 0.48 北区 有野町有野   870 五社駅 

154 0.2 北区 有野町有野   330 有野台 

155 0.55 北区 有野町有野   420 アド病院 

156 1.04 北区 有野町有野   400 有野操車場 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－363－ 

番号 面積(ha) 区 町・大字 字 渓流延長(m) 備考 

157 0.44 北区 有馬町   70 蛇谷川 

158 4.23 北区 有馬町   860 滝川 

159 0.17 北区 有馬町   240 有馬地獄谷 

160 4.27 北区 有馬町   140 瑞宝寺谷 

161 1.19 北区 有馬町   310 栗栖川 

162 1.06 北区 有馬町   670 緑川 

163 0.11 北区 有馬町   170 十八丁小橋 

164 4.95 北区 有馬町   180 十八丁川 

165 0.06 長田区 一里山町   100 一里山 

166 1.64 北区 山田町下谷上   420 菊水山西 

167 0.5 中央区 神戸港地方口一里山  180 七三峠 

168 0.23 中央区 神戸港地方口一里山  220 再度Ｄ下 

169 0.43 中央区 神戸港地方口一里山  360  

170 0.21 北区 有野町有野 東ヶ辻 230 東ヶ辻(1) 

171 0.39 北区 有野町有野 東ヶ辻 260 東ヶ辻(2) 

計 501.42        

 

 

  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 
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資料 6-1 道路災害警戒地区の選定基準 

 

道路災害警戒地区の選定基準 

 

 道路災害警戒地区とは、降雨、がけ崩れ、落石、地すべり等により道路に災害発生が予測され、特に重

大な警戒を要する箇所をいう。対象路線と箇所の選定基準は以下のとおりである。 

対象路線：神戸市管理の国道、県道、主要地方道、一般県道及び重要な市道。 

対象項目：落石、がけ崩れ、地すべり、土石流、盛土、擁壁、橋梁基礎の洗掘等 

箇所選定：上記の対象項目について市内全域の点検を実施し、災害に至る可能性のある要因が認められる

箇所を計上。 

 

（道路災害警戒地区総括表） 

名 称 

令和 3年度 警戒を要する箇所 

箇  所  数 数 量 

道 路 133 11.67km 

 

 

  



■ 風水害対策編 
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資料 6-2 道路災害警戒地区一覧表（令和 3年度） 
 
＜六甲山防災対策計画＞ 

箇所 

通番 
路線名 住所 点検対象項目 延長（m） 

1 

神戸六甲線 

灘区六甲山町 落石・崩壊 22 

2 灘区六甲山町 落石・崩壊 180 

3 灘区六甲山町 落石・崩壊 140 

4 灘区六甲山町 落石・崩壊 160 

5 灘区六甲山町東山の内西谷 落石・崩壊 76 

6 灘区六甲山町 落石・崩壊 40 

7 灘区六甲山町 落石・崩壊 180 

8 

有野六甲線 

北区有野町唐櫃 落石・崩壊 166 

9 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 103 

10 灘区六甲山町北六甲 擁壁 48 

11 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 131 

12 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 68 

13 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 27 

14 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 49 

15 灘区六甲山町北六甲 擁壁 27 

16 灘区六甲山町北六甲 落石・崩壊 164 

17 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 180 

18 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 47 

19 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 77 

20 

明石神戸宝塚線 

北区山田町下谷上 落石・崩壊 60 

21 北区山田町下谷上 盛土 66 

22 北区山田町下谷上 落石・崩壊 26 

23 北区山田町下谷上 落石・崩壊 31 

24 北区山田町下谷上 落石・崩壊 95 

25 北区山田町上谷上 落石・崩壊 102 

26 北区山田町下谷上 落石・崩壊 33 

27 灘区六甲山町中一里山 落石・崩壊 23 

28 灘区六甲山町シャクナゲ 落石・崩壊 43 

29 灘区六甲山町 落石・崩壊 130 

30 灘区六甲山町 落石・崩壊 70 

31 灘区六甲山町北六甲 擁壁 31 

32 灘区六甲山町 落石・崩壊 70 

計 2,665 

 
 

箇所数 路線名 住所 点検対象項目 延長（m） 

19 箇所 

神戸六甲線 

灘区六甲山町他 排水対策 1,680 有野六甲線 

明石神戸宝塚線 

 
 
 
 
 
 
 



■ 風水害対策編 
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＜六甲山を除く道路防災計画＞ 

箇所 

通番 
路線名 事務所 住所 点検項目 

延長

(m) 

1 小部明石線 北 北区山田町藍那 落石・崩壊 20 

2 垂水妙法寺線 西部 須磨区東落合１丁目 擁壁 90 

3 奥摩耶六甲線 東部 灘区奥摩耶町 落石・崩壊 27 

4 宝塚唐櫃線 北 北区有馬町 擁壁 100 

5 塩屋丸山線 垂水 垂水区下畑町鳥ヶ蔵 落石・崩壊 51 

6 明石神戸宝塚線 西部 須磨区白川竹の下 擁壁 154 

7 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西福山 落石・崩壊 70 

8 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 10 

9 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 80 

10 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 30 

11 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 40 

12 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 50 

13 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 12 

14 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 80 

15 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 25 

16 神戸明石線 垂水 垂水区桃山台 落石・崩壊 52 

17 神戸三木線 西 西区押部谷町 擁壁 30 

18 夢野白川線 中部 兵庫区滝山町 落石・崩壊 110 

19 国道 428 号 北 北区淡河町淡河 648 法面 207 

20 国道 428 号 北 北区鈴蘭台東町九丁目 1 法面 71 

21 三木三田線 北 北区淡河町野瀬 705 法面 136 

22 小部明石線 北 北区山田町藍那字半坂谷 3-16 法面 71 

23 小部明石線 北 北区山田町藍那字半坂谷 3-16 法面 41 

24 神戸明石線 西部 須磨区高倉町二丁目 1 法面 148 

25 長田箕谷線 西部 須磨区妙法寺 1053 法面 88 

26 夢野白川線 中部 兵庫区鵯越筋 法面 73 

27 神戸方面第 420 号線 中部 中央区諏訪山町 落石・崩壊 21 

28 大日第 7 号線の 1 西部 長田区円山町 落石・崩壊 95 

29 長田方面第 124 号線 西部 長田区上池田町 5 丁目 擁壁 50 

30 美山台 29 号線 垂水 垂水区美山台 擁壁 94 

31 獅掛 1 号線 垂水 垂水区塩屋町 落石・崩壊 55 

32 獅掛 1 号線 垂水 垂水区塩屋町 落石・崩壊 90 

33 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方 落石・崩壊 10 

34 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 35 

35 神戸箕谷線 中部 中央区茸合町奥サブ谷 落石・崩壊 180 

36 神戸箕谷線 中部 中央区茸合町 落石・崩壊 155 

37 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 130 

38 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 盛土 80 

39 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 90 

40 神戸加古川姫路線 西 西区学園東町 1 丁目 落石崩壊 274 

41 神戸三木線 西部 須磨区白川 落石・崩壊 326 

42 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 210 

43 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 230 

44 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 320 

45 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 擁壁 23 

46 神戸箕谷線 中部 中央区茸合町奥サブ谷 落石・崩壊 70 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－367－ 

箇所 

通番 
路線名 事務所 住所 点検項目 

延長

(m) 

47 神戸箕谷線 中部 中央区茸合町面谷 落石・崩壊 210 

48 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 130 

49 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 160 

50 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 120 

51 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 60 

52 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 30 

53 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 40 

54 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 160 

55 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 130 

56 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 150 

57 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 50 

58 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 110 

59 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西福山 落石・崩壊 40 

60 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 110 

61 国道 428 号 中部 兵庫区平野町字天王谷西服山 落石・崩壊 60 

62 国道 428 号 北 北区淡河町萩原 12 法面 147 

63 三木三田線 北 北区淡河町野瀬 705 法面 52 

64 神戸三田線 北 北区有野町有野 803 法面 90 

65 小部明石線 北 北区山田町藍那字北ﾉ町 5-2 法面 130 

66 神戸三田線 北 北区有野町 土石流 2 

67 西脇三田線 北 北区大沢町日西原 盛土 50 

68 平野三木線 西 西区押部谷町福住 擁壁 155 

69 六甲森林線 北 北区有野町唐櫃 落石・崩壊 25 

70 西下木津線 北 北区山田町西下 地すべり 95 

71 水久野線 北 北区道場町生野 落石・崩壊 63 

72 山田三田線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 60 

73 鳴川線 北 北区八多町屏風 落石・崩壊 24 

74 水呑木津線 北 北区山田町藍那 落石・崩壊 76 

75 御影鴨子ヶ原線 東部 東灘区住吉山手 4 丁目 落石・崩壊 60 

76 舞子公園北線 垂水 垂水区舞子台 2 丁目 擁壁 18 

77 六甲森林線 北 北区有野町唐櫃 落石崩壊 23 

78 押部谷里 176 号線 西部 須磨区一ノ谷２丁目-２ 擁壁 15 

79 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字堂徳山 落石・崩壊 80 

80 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字堂徳山 落石・崩壊 80 

81 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 60 

82 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 60 

83 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 200 

84 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 170 

85 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 10 

86 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 50 

87 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 80 

88 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 擁壁 13 

89 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 擁壁 41 

90 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 150 

91 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 落石・崩壊 170 

92 神戸箕谷線 中部 中央区神戸港地方字ロ一里山 擁壁 40 

93 神戸箕谷線 中部 中央区茸合町面谷 落石・崩壊 140 



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－368－ 

箇所 

通番 
路線名 事務所 住所 点検項目 

延長

(m) 

94 神戸箕谷線 中部 中央区茸合町面谷 擁壁 36 

95 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 100 

96 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 盛土 150 

97 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 60 

98 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 70 

99 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 60 

100 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 80 

101 神戸箕谷線 北 北区山田町下谷上 落石・崩壊 60 

計 9,007 

 
 
＜要対策箇所数一覧＞ 

箇所 箇所数 合計 

市内一円 
六甲山 51 

152 
六甲山以外 101 
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資料 7-1 既成宅地危険箇所の選定基準 

既成宅地危険箇所の選定基準 
 

既成宅地危険箇所とは、宅地の擁壁や法面などに不具合が発生しており、このまま放置することにより災害の発生が

予測され、警戒・観察を要する箇所をいう。 

 

名   称 既成宅地危険箇所（令和２年 10 月末現在箇所数） 

既成宅地危険箇所 31 箇所 

 

  



■ 風水害対策編 

［土砂災害関連データ］ 

－370－ 

資料 7-2 既成宅地危険箇所一覧表 

既成宅地危険箇所一覧表（令和 2年 10 月末時点） 

 （建設局防災課） 

区 番号 所在地 現    況 予想される被害 

東灘 

1 
東灘区本山町北畑字ザクガ原 665-1 

他 3 筆 

石積擁壁(H＝3.5m) 

撤去後法面の対策なし 
法面崩壊 土砂流出  

2 東灘区住吉山手 5 丁目 1872-193 
自然斜面から土砂の流出あり 

落石防止網設置済 
法面崩壊 土砂流出 

3 東灘区本山北町 4 丁目 334-10 
造成工事中断 

土留め施設が仮設（H=4.0） 
家屋倒壊 

灘 

4 
灘区箕岡通 1 丁目 4-129 

他 2 筆 

コンクリート擁壁崩壊 

宅地下法面シート養生 

下法崩壊 家屋倒壊 

河川閉塞 

5 灘区篠原北町４丁目 992-12 
コンクリート擁壁（H=3.0m）崩壊 

シート養生 
擁壁崩壊、家屋損壊 

中央 

6 中央区神仙寺通 1 丁目 6-4 
コンクリート擁壁(H＝1.7～2.2m)前傾  

帯鋼にて補強 

コンクリート擁壁崩壊 

通行者に被害 

7 中央区北野町 3丁目 106-1 石積擁壁(H＝2.5m) はらみ出し 擁壁崩壊 家屋倒壊 

8 中央区中山手通 7 丁目 26-17 
石積・コンクリート擁壁(H＝3.5m)     

はらみ出し 
擁壁崩壊 家屋倒壊 

兵庫 

9 兵庫区千鳥町 2丁目 5 
石積擁壁(H＝3.0m)はらみ出し  

一部添打補強済 
擁壁崩壊 家屋倒壊 

10 兵庫区千鳥町 2丁目 6-3 他 5 筆 石積擁壁(H＝3.0m)はらみ出し 擁壁崩壊 家屋倒壊 

11 兵庫区千鳥町 2丁目 7-3 他 6 筆 
石積擁壁(H＝1.8m)はらみ出し  

一部添打補強済 
擁壁崩壊 家屋倒壊 

12 兵庫区氷室町 1丁目 5-7 
石積擁壁(H＝5.3m)はらみ出し  

一部添打補強済 
擁壁崩壊 通行者に被害 

13 兵庫区鵯越町 3-1 石積擁壁(H＝1.4～2.5m)はらみ出し 擁壁崩壊 家屋倒壊 

14 兵庫区菊水町 10 丁目 30-2 の一部 石積擁壁(H＝3.8m) 前傾 擁壁崩壊 家屋倒壊 

15 兵庫区湊川町 10 丁目 23-1 石積擁壁(H＝2.2m) はらみ出し 擁壁崩壊 家屋倒壊 

16 兵庫区菊水町 5丁目 3-9 
石積擁壁＋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁   

                    (H=2.6＋2.0m）前傾 

擁壁崩壊    

家屋及び通行者に被害 

17 兵庫区荒田町 4丁目 54-2 石積擁壁(H＝2.0m) はらみ出し 擁壁崩壊 家屋倒壊 

長田 

18 長田区長田天神町 7 丁目 6-43 
コンクリート擁壁(H＝4.5m L＝10.0m）  

擁壁倒壊 
家屋倒壊 

19 長田区萩乃町 3丁目 23 
石積・コンクリート擁壁工(H＝3.0m L＝

7.0m)崩壊 
擁壁倒壊 

20 長田区高東町１丁目 2-20 石積み＋空洞ブロック（Ｈ＝5ｍ）が崩落 
通行者に被害 

近隣家屋損壊 

21 長田区名倉町１丁目 1-18 石積み＋空洞ブロック（Ｈ＝2ｍ）が崩落 近隣家屋損壊 

22 長田区大谷町３丁目 8-10 張りコンクリート擁壁（Ｈ＝3ｍ）が崩壊 
通行者に被害 

近隣家屋損壊 

須磨 23 須磨区上細沢町 34-11 石積擁壁(H＝2.8m L＝8.0m)崩壊 擁壁倒壊 土砂流出 

北 

24 北区東大池 1 丁目 18-28 
建築ブロック塀（H=1.83m)、傾斜４度、 

クラックあり 

建築ブロック塀の倒壊 

隣接家屋物損被害 

25 北区山田町上谷上字古々山 29-186 
石積擁壁(H=約５m)、基部の露出 

はらみ出し・積石の抜出し等 

擁壁崩壊 土砂流出 

家屋倒壊 物損被害 

垂水 

26 垂水区星が丘 3丁目 2252-1718 
コンクリート擁壁(H＝3.0～4.5m L＝

17.5m)傾きあり 
家屋倒壊 

27 垂水区星が丘 3丁目 2252-1554,1555 

コンクリート擁壁(H＝3.0～4.5m L＝

17.5m) 

傾きあり 

家屋倒壊 

28 垂水区星が丘 3丁目 2252-1556 

コンクリート擁壁(H＝3.0～4.5m L＝

17.5m) 

傾きあり 

家屋倒壊 

29 垂水区塩屋町字大谷 638-13 
コンクリート擁壁（Ｈ＝３．５ｍ、Ｌ＝６

ｍ）前倒、矢板による仮土留 
家屋倒壊 

30 垂水区塩屋北町 2 丁目 10-28 他２筆 既存斜面から土砂の流出の懸念あり 法面崩壊 土砂流出 

31 垂水区塩屋町 2丁目 845-193 経年劣化等により擁壁等が劣化 家屋倒壊 
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