
福祉避難所指定施設一覧（地域福祉センター）

１．地域福祉センター（192施設）　

区名 施設名称 所在地 ＴＥＬ

東灘区 魚崎南地域福祉センター 東灘区魚崎南町2-9-4 413-2354

東灘区 渦が森地域福祉センター 東灘区渦森台1-2-1 822-8711

東灘区 向洋地域福祉センター 東灘区向洋町中6-3-2 857-5347

東灘区 本山南地域福祉センター 東灘区本山南町7-1-20(中野南公園内) 452-3550

東灘区 浜御影地域福祉センター 東灘区御影本町6-2-14 854-0476

東灘区 本山地域福祉センター 東灘区岡本1-7-3 453-2939

東灘区 魚崎地域福祉センター  東灘区魚崎中町4-3-16 441-7071

東灘区 本山東地域福祉センター 東灘区森南町2-8-28 412-9393

東灘区 本山西地域福祉センター 東灘区西岡本4-8-12 412-8513

東灘区 本庄地域福祉センター 東灘区本庄町2-5-1 412-8470

東灘区 青木南地域福祉センター 東灘区青木4-2-20 452-7225

東灘区 御影北地域福祉センター  東灘区御影2-28-13 811-1992

東灘区 六甲アイランド地域福祉センター 東灘区向洋町中3-1-6 857-3787

東灘区 福池地域福祉センター 東灘区本山南町5-4-11(福井池公園内) 412-0098

東灘区 住吉地域福祉センター  東灘区住吉宮町3-2-18 811-2828

東灘区 深江南地域福祉センター  東灘区深江南町3-4-24 453-1313

灘区 高羽地域福祉センター 灘区楠丘町4-1-16 854-0481

灘区 岩屋地域福祉センター  灘区岩屋北町2-5-3 881-4918

灘区 鶴甲地域福祉センター  灘区鶴甲2-10-1(鶴甲小学校内） 822-8709

灘区 六甲山地域福祉センター  灘区六甲山町西谷山1878-133 891-1233

灘区 新在家地域福祉センター  灘区新在家南町3-2-25 882-5955

灘区 西郷地域福祉センター  灘区大石北町8-1（西灘公園内） 882-0331

灘区 王子地域福祉センター  灘区中原通7-5-1（青谷川公園内） 881-9587

灘区 篠原地域福祉センター  灘区篠原北町2-2-37 801-5627

灘区 成徳地域福祉センター  灘区備後町1-3-1（成徳小学校内） 822-6211

灘区 稗田地域福祉センター  灘区倉石通4-1-10 801-4340

灘区 摩耶地域福祉センター  灘区天城通3-3-7 801-2059

灘区 なぎさ地域福祉センター 灘区摩耶海岸通2-3-4 871-6122

灘区 灘地域福祉センター  灘区千旦通1-5-2 871-6837

灘区 六甲地域福祉センター  灘区八幡町4-8-28 802-3104

中央区 雲中地域福祉センター  中央区旗塚通4-4-20 291-0171

中央区 東川崎地域福祉センター  中央区東川崎町5-1-1 652-3866

中央区 宮本地域福祉センター  中央区宮本通3-1-5(宮本公園内) 251-3751

中央区 籠池地域福祉センター 中央区籠池通2-1-5 261-1544

中央区 下山手地域福祉センター 中央区北長狭通7-3-13 362-5844

中央区 北野地域福祉センター 中央区中山手通2-17-18 241-7139

中央区 神戸諏訪山地域福祉センター 中央区北長狭通4-9-5(元町北会館内) 331-5063

中央区 吾妻地域福祉センター 中央区吾妻通5-1-12 251-1391

中央区 小野柄地域福祉センター 中央区旭通2-4-9 221-5666

中央区 橘地域福祉センター 中央区橘通3-4-1(総合福祉センター内) 341-6322
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中央区 春日野地域福祉センター 中央区八雲通1-1-7 242-0294

中央区 若菜地域福祉センター 中央区神若通2-3-7 241-1921

中央区 二宮地域福祉センター 中央区二宮町3-12-1 251-7051

中央区 港島地域福祉センター
中央区港島中町2-3-3(港島ふれあいセン
ター内)

303-2041

中央区 脇の浜地域福祉センター 中央区脇浜海岸通3-2-7 231-8300

中央区 山手地域福祉センター 中央区中山手通6-1-40(生田文化会館内) 360-8850

兵庫区 和田岬地域福祉センター 兵庫区浜山通1-1-5 652-3633

兵庫区 川池地域福祉センター 兵庫区松本通5-2-6 578-8112

兵庫区 湊山地域福祉センター 兵庫区大同町2-2-8 511-4056

兵庫区 平野地域福祉センター  兵庫区神田町11-10　(平野会館内) 361-0009

兵庫区 浜山地域福祉センター 兵庫区御崎町1-2-4(御崎公園内) 651-4862

兵庫区 ひよどり地域福祉センター 兵庫区菊水町10-12-1 521-6914

兵庫区 入江地域福祉センター 兵庫区西出町1-19-3 682-8919

兵庫区 中道地域福祉センター 兵庫区中道通4-2-8 575-1118

兵庫区 熊野地域福祉センター 兵庫区鵯越町1-20 531-7520

兵庫区 夢野地区地域福祉センター 兵庫区湊川町7-6-5 521-8927

兵庫区 水木地域福祉センター 兵庫区駅前通3-2-26　 578-4007

兵庫区 明親地域福祉センター 兵庫区須佐野通4-1-43 672-1416

兵庫区 菊水地域福祉センター 兵庫区菊水町2-1-2 521-6953

兵庫区 荒田地域福祉センター 兵庫区荒田町4-17-6 575-7056

兵庫区 兵庫大開地域福祉センター 兵庫区永沢町4-4-28 578-1841

北区 小部地域福祉センター 北区鈴蘭台北町4-9-9 591-7552

北区 有馬地域福祉センター  北区有馬町字中ノ畑241-3 903-2900

北区 花山地域福祉センター  北区花山東町3-3 583-0583

北区 有野台地域福祉センター 北区有野台2-1 982-9299

北区 大沢地域福祉センター  北区大沢町中大沢字泓996-1 954-0308

北区 泉台地域福祉センター 北区泉台3-13-1 592-5730

北区 君影地域福祉センター 北区君影町1-2-10 594-1333

北区 小部東地域福祉センター 北区鈴蘭台東町6-2-6 594-0500

北区 鈴蘭台地域福祉センター 北区鈴蘭台南町2-14-24(鈴蘭台小学校内) 595-0272

北区 長尾地域福祉センター  北区長尾町上津字大江ノ前194-1 986-7001

北区 筑紫が丘地域福祉センター 北区筑紫が丘3-2-9 582-2337

北区 唐櫃地域福祉センター 北区唐櫃台3-27-1 981-7855

北区 箕谷地域福祉センター 北区緑町4-6-3 583-6347

北区 南五葉地域福祉センター 北区南五葉5-1-1(鈴蘭公園内) 591-4248

北区 桜の宮地域福祉センター 北区甲栄台2-2-20 594-2049

北区 八多地域福祉センター 北区八多町附物393-1 982-0514

北区 道場地域福祉センター  北区道場町塩田字西川原1439-3 985-1028

北区 大池地域福祉センター 北区東大池2-3-13(東大池公園内) 987-1026

北区 藤原台地域福祉センター 北区藤原台中町7-14-16 987-0124
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北区 有野地域福祉センター 北区有野中町2-20-19 987-0294

北区 北五葉地域福祉センター 北区北五葉3-7-1(北五葉小学校内) 593-8526

北区 淡河地域福祉センター 北区淡河町萩原323 959-0668

北区 有野台第２地域福祉センター 北区有野台6-22-1 987-3830

北区 ひよどり台地域福祉センター 北区ひよどり台3-8（ひよどり台公園内） 741-6658

北区 星和台鳴子地域福祉センター 北区鳴子2-11-1 594-7516

北区 鹿の子台地域福祉センター 北区鹿の子台北町6-34-3 952-0106

北区 上淡河地域福祉センター  北区淡河町野瀬字新田459-2 958-0668

北区 山田地域福祉センター  北区山田町福地字ガケノ上18-3 582-0087

北区 谷上地域福祉センター  北区谷上西町7-3 581-2124

北区 広陵地域福祉センター 北区小倉台2-15-3 581-2790

北区 大原桂木地域福祉センター 北区大原3-21 582-0818

北区 西山地域福祉センター 北区菖蒲が丘1-14-3 951-5666

北区 甲緑地域福祉センター 北区緑町2-7-28 582-3936

北区 箕谷地域福祉センター分館 北区日の峰1-19 586-3663

長田区 重池地域福祉センター 長田区重池町2-3-5 691-9911

長田区 高取山地域福祉センター 長田区高取山町1-2-3 631-4920

長田区 志里池地域福祉センター 長田区東尻池町1-14-4 651-9936

長田区 みすが地域福祉センター 長田区御蔵通4-204-13 577-6194

長田区 大日丘地域福祉センター 長田区大日丘町3-8-10 631-3521

長田区 宮川地域福祉センター
長田区長田町2-2-1　サンドール長田北館
5F

612-4160

長田区 北町地域福祉センター 長田区北町3-4-1 531-4911

長田区 真陽地域福祉センター 長田区久保町3-9-6 641-2277

長田区 若松地域福祉センター 長田区若松町8-2-13 611-8480

長田区 会陽地域福祉センター 長田区六番町2-7-1 577-2824

長田区 長田地域福祉センター 長田区西山町2-4-1 (長田小学校内) 631-8801

長田区 細田地域福祉センター 長田区細田町7-1-30 641-6608

長田区 長田庄山地域福祉センター 長田区庄山町2-1-6 641-9977

長田区 真野地域福祉センター 長田区東尻池町6-3-19 681-2700

長田区 長田東地域福祉センター 長田区四番町4-54 575-1865

長田区 丸山地域福祉センター
長田区丸山町2-3-50(総合療育センター
内)

631-2761

長田区 池田地域福祉センター 長田区蓮宮通4-11(観音山公園内) 631-7960

長田区 名倉地域福祉センター 長田区房王寺町4-7-15 (名倉小学校内) 642-4166

長田区 二葉地域福祉センター 長田区二葉町6-5-1 691-5988

長田区 長楽地域福祉センター 長田区海運町7-1-23 734-1131

長田区 野田北部地域福祉センター 長田区海運町3-6-2 735-9388

須磨区 高倉台地域福祉センター 須磨区高倉台4-1-4 735-5632

須磨区 友が丘地域福祉センター 須磨区友が丘5-2600-2 793-5188

須磨区 南須磨地域福祉センター 須磨区松風町5-2-1 733-0980
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須磨区 多井畑地域福祉センター  須磨区多井畑字筋替道21-3 741-8979

須磨区 神の谷地域福祉センター 須磨区神の谷5-2-1 795-1344

須磨区 西落合地域福祉センター 須磨区西落合5-13-20 791-3880

須磨区 須磨の浦地域福祉センター 須磨区千守町1-1-20 797-5285

須磨区 白川台地域福祉センター 須磨区白川台7-3-8 794-0740

須磨区 菅の台地域福祉センター 須磨区菅の台4-5 791-2888

須磨区 板宿地域福祉センター 須磨区禅昌寺町2-1-5 732-4155

須磨区 竜が台地域福祉センター 須磨区竜が台5-20(竜が台公園内) 793-4030

須磨区 妙法寺地域福祉センター
須磨区妙法寺字桜ノ界地106-1(妙法寺小
学校内)

742-0194

須磨区 松尾地域福祉センター 須磨区北落合3-2-1（松尾公園内） 794-0280

須磨区 南落合地域福祉センター 須磨区南落合3-11-2 794-5314

須磨区 大黒地域福祉センター 須磨区大黒町2-2-12 735-2008

須磨区 横尾地域福祉センター 須磨区横尾2-1-1 741-2004

須磨区 東落合地域福祉センター 須磨区東落合3-33-12 791-0005

須磨区 東須磨地域福祉センター 須磨区若木町3-5-9 732-8957

須磨区 若草地域福祉センター 須磨区若草町3-14-9 743-6166

須磨区 花谷地域福祉センター 須磨区中落合1-1-25 791-1400

須磨区 北須磨地域福祉センター 須磨区離宮前町2-7-24 735-3005

垂水区 桃山台地域福祉センター 垂水区桃山台3-25 753-6613

垂水区 霞ケ丘地域福祉センター 垂水区五色山4-15-8 709-8080

垂水区 塩屋地域福祉センター 垂水区塩屋町4-3-9 752-7988

垂水区 つつじが丘地域福祉センター 垂水区つつじが丘4-6-7 707-5840

垂水区 高丸地域福祉センター 垂水区坂上5-1-2 752-7930

垂水区 神陵台地域福祉センター 垂水区南多聞台1-8-8 785-7224

垂水区 舞子地域福祉センター 垂水区西舞子7-30-1 782-4090

垂水区 多聞東地域福祉センター 垂水区学が丘4-3-7 784-8210

垂水区 上高丸地域福祉センター 垂水区千鳥が丘3-20-15 707-9836

垂水区 多聞台地域福祉センター 垂水区多聞台4-14-9 785-7030

垂水区 西高丸地域福祉センター 垂水区高丸6-3-1 706-5702

垂水区 多聞南地域福祉センター 垂水区本多聞6-8-12 785-2558

垂水区 垂水地域福祉センター 垂水区平磯1-2-5（垂水年金会館内） 753-4193

垂水区 小束山地域福祉センター 垂水区学が丘7-1-29 784-0693

垂水区 狩口台地域福祉センター 垂水区狩口台2-31-1 782-6320

垂水区 東垂水地域福祉センター 垂水区王居殿2-5-25(東垂水小学校内) 753-6002

垂水区 本多聞地域福祉センター 垂水区本多聞4-1-2 781-8802

垂水区 千代が丘地域福祉センター 垂水区旭が丘3-12-3 708-7228

垂水区 西脇地域福祉センター 垂水区本多聞1-5-4 785-2524

垂水区 星陵台地域福祉センター 垂水区星陵台7-5-3 783-8988

垂水区 名谷地域福祉センター  垂水区名谷町中坊487-3(名谷あじさい公園内) 708-4345

垂水区 福田地域福祉センター 垂水区乙木3-3-2 753-2255
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垂水区 塩屋北地域福祉センター 垂水区塩屋北町1-11-3 753-8648

垂水区 乙木地域福祉センター 垂水区美山台1-9-40 752-9218

垂水区 舞多聞地域福祉センター 垂水区舞多聞西5-11-5 782-5512

西区 神出地域福祉センター  西区神出町田井宇長原34-2 203-4275

西区 学園西町地域福祉センター 西区学園西町5-2-3 792-9572

西区 高和地域福祉センター  西区押部谷町高和字大坪774 994-9083

西区 春日台地域福祉センター 西区春日台4-5 961-4888

西区 糀台地域福祉センター 西区糀台3-32-6 992-4178

西区 押部谷東地域福祉センター 西区秋葉台2-1-133 994-8070

西区 枝吉地域福祉センター 西区枝吉4-48-4 203-1474

西区 平野地域福祉センター  西区平野町宮前字上松148 203-1438

西区 狩場台地域福祉センター 西区狩場台3-6-2 992-8408

西区 竹の台地域福祉センター 西区竹の台2-20-1 992-6889

西区 学園東地域福祉センター 西区学園東町5-4 795-3581

西区 岩岡第２地域福祉センター 西区竜が岡2-15-12 967-0083

西区 出合地域福祉センター 西区王塚台5-73 927-1201

西区 桜が丘地域福祉センター 西区桜が丘東町1-3-1 995-2298

西区 樫野台地域福祉センター 西区樫野台5-4-2 991-9922

西区 美賀多台地域福祉センター 西区美賀多台3-13-4 961-6392

西区 玉津地域福祉センター 西区玉津町出合字古瀬204-4 925-3253

西区 北山地域福祉センター 西区北山台3-26-1(北山小学校内) 994-1195

西区 櫨谷地域福祉センター  西区櫨谷町長谷字佃井ノ上75 997-0412

西区 岩岡第１地域福祉センター  西区岩岡町岩岡字西場922-1 967-0005

西区 月が丘地域福祉センター 西区月が丘5-1-12 995-1195

西区 井吹東地域福祉センター 西区井吹台東町4-21-2 996-3569

西区 高津橋地域福祉センター  西区玉津町高津橋字澤町188 914-6336

西区 井吹西地域福祉センター 西区井吹台西町4-4 996-3006

西区 押部谷地域福祉センター  西区押部谷町西盛字老之本313 995-3346

西区 伊川谷地域福祉センター  西区伊川谷町別府字セシゲ1337-1 976-5445

西区 有瀬地域福祉センター  西区伊川谷町有瀬字金井場1137-30 976-5007

西区 長坂地域福祉センター  西区伊川谷町有瀬字栗林603-2 976-9373

西区 太山寺地域福祉センター 西区前開南町2-1-20 975-6562

西区 井吹北地域福祉センター 西区井吹台北町2-17-7 939-2146



福祉避難所指定施設一覧（神戸市老人福祉施設連盟施設）

区名 施設名称 所在地 ＴＥＬ

東灘区 特別養護老人ホーム　光明苑 東灘区住吉本町3-7-41 851-2560

東灘区 特別養護老人ホーム　おおぎの郷　　※ 東灘区北青木1-1-3 431-0001

東灘区
特別養護老人ホーム　協同の苑六甲アイランド
※

東灘区向洋町中3-1-2 857-5088

東灘区
特別養護老人ホーム　協同の苑六甲アイランドに
じの家

東灘区向洋町中3-2-6 858-6266

東灘区 特別養護老人ホーム　セ・ラ・ヴィ 東灘区住吉宮町3-4-17 811-2344

東灘区 特別養護老人ホーム　サンライフ魚崎　※ 東灘区魚崎中町4-10-50 435-6688

東灘区 特別養護老人ホーム　ロングステージＫＯＢＥ岡本 東灘区西岡本2-25-4-101 414-0789

東灘区 特別養護老人ホーム　友愛苑・ケアハウスゆうあい 東灘区鴨子ヶ原2-14-17 845-3660

東灘区 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1-2-18 822-5620

東灘区 ケアハウス　こすもぴあ 東灘区魚崎南町4-13-11 452-2431

東灘区 特別養護老人ホーム　甲南山手 東灘区本庄町１－10－２ 441-0001

東灘区 高齢者ケアセンター甲南 東灘区森北町6-１-１ 436-0567

東灘区 特別養護老人ホーム　かもこの風 東灘区鴨子ヶ原3-19-30 858-5070

東灘区 特別養護老人ホーム　うみのほしルルド 東灘区魚崎西町1-７-14 822-0272

東灘区 特別養護老人ホーム　芦屋すみれ園 東灘区深江南町１-１-20 862-9994

灘区
養護盲老人ホーム　千山荘・ケアハウス　きしろ長
寿の里

灘区鶴甲5-1-50 841-4504

灘区 養護老人ホーム　六甲台ビラ 灘区鶴甲5-1-50 821-1391

灘区 特別養護老人ホーム　ロングステージ灘　※ 灘区大石東町1-2-1 821-3888

灘区 特別養護老人ホーム　ブルーバレイ 灘区青谷町2-1-9 801-1702

灘区 特別養護老人ホーム　ハピータウンＫＯＢＥ　※ 灘区摩耶海岸通2-3-9 803-3609

灘区 特別養護老人ホーム　うみのほし 灘区篠原北町3-11-15 881-1345

灘区 特別養護老人ホーム　うみのほし長峰台 灘区篠原北町4-18-１ 881-1345

灘区 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2-4-22 805-3620

灘区 灘在宅福祉センター 灘区琵琶町2-1-27 882-1294

灘区 特別養護老人ホーム　まんてん六甲の丘 灘区篠原伯母野山町3-996-276 801-8151

灘区 特別養護老人ホーム　陽だまりの家きしろ 灘区鶴甲1-４-21 862-6865

灘区 特別養護老人ホーム　エル・グレイス六甲 灘区鶴甲1-5-2 862-6521

中央区 特別養護老人ホーム　オリンピア 中央区生田町1-2-32 221-7098

中央区 特別養護老人ホーム　ケアポート神戸　※ 中央区脇浜海岸通3-2-6 221-1515

中央区 介護老人福祉施設　ぽー愛　※ 中央区港島中町5-2 303-0600

中央区 特別養護老人ホーム　山手さくら苑 中央区下山手通7-1-16 367-3780

中央区 すまいるデイサービスセンター 中央区中山手通4-10-10 272-0022

中央区 神戸海岸特養ケアセンター 中央区磯辺通1-1−28 252-3003

兵庫区 養護老人ホーム　夢野老人ホーム 兵庫区夢野町4-3-13 511-3407

兵庫区 養護老人ホーム　海光園 兵庫区菊水町10-40 511-7943

兵庫区 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5-1-2 681-0080

兵庫区 特別養護老人ホーム　ラグナケア中道　※ 兵庫区中道通6-1-33 575-2500

兵庫区 特別養護老人ホーム　ラグナケア千鳥山荘 兵庫区千鳥町3-5-1 579-6200

兵庫区 特別養護老人ホーム　花みさき　※ 兵庫区浜中町1-16-18 682-8731

２．神戸市老人福祉施設連盟施設（131施設） 施設名称の右手に※印のある施設は「基幹福祉避難所」
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兵庫区 特別養護老人ホーム　花みさきⅡ 兵庫区浜中町1-17-14 652-6511

兵庫区
特別養護老人ホーム　高齢者ケアセンターひょう
ご・デイサービスセンターさとやま

兵庫区里山町1-48 612-3335

兵庫区 高齢者総合福祉施設　オリンピア兵庫 兵庫区小松通5-1-14 671-7065

兵庫区 特別養護老人ホーム　真愛たきやまホ－ム 兵庫区滝山町511 595-9401

兵庫区
特別養護老人ホーム　海光園ミラホーム・介護型
ケアハウス　イルマーレ

兵庫区菊水町10-40-１ 511-7767

兵庫区 特別養護老人ホーム　真愛あらたホーム　※ 兵庫区荒田町3-47-１ 335-8120

北区 養護老人ホーム　鈴蘭台荘 北区鈴蘭台東町2-4-6 591-0024

北区 特別養護老人ホーム　六甲の館 北区山田町小部字妙賀山13-17 594-2451

北区 特別養護老人ホーム　さつき園　※ 北区山田町小部字杉ノ木3-2 594-7711

北区 特別養護老人ホーム　神港園しあわせの家 北区しあわせの村１-10 743-8291

北区 特別養護老人ホーム　つくし園 北区山田町東下野田南30 582-0041

北区 特別養護老人ホーム　梅香園 北区山田町小部字南山2-35 595-2001

北区 特別養護老人ホーム　ひよどりホーム 北区ひよどり北町3-2 743-6100

北区 特別養護老人ホーム　さくらガーデン 北区長尾町上津4658-6 986-6571

北区 特別養護老人ホーム　ふじの里　※ 北区藤原台中町5-1-2 987-2230

北区 特別養護老人ホーム　八多の里 北区八多町中681 951-1130

北区 特別養護老人ホーム　大池サンホーム 北区山田町上谷上字ﾔﾝｹﾞﾝ3 581-0230

北区 特別養護老人ホーム　やすらぎの里道場 北区道場町塩田3080 985-1165

北区 ケアハウス　南風 北区山田町下谷上字梅木谷39-11 583-3131

北区 ケアハウス　カトレア神戸 北区松宮台1-37-2 593-0001

北区 小規模特別養護老人ホーム　ほわいえ 北区八多町中1306 952-0877

北区 特別養護老人ホーム　なでしこ神戸 北区藤原台南町3-18-4 984-3211

北区 特別養護老人ホーム　やすらぎの里神戸赤松台 北区赤松台1-1-77 986-8228

北区 特別養護老人ホーム　駒どりの郷 北区西大池2-７-41 583-3100

北区
介護老人福祉施設　カトレア鈴蘭台・ケアハウスカ
トレアすずらん台

北区鈴蘭台北町1-21-10 592-0077

北区 特別養護老人ホーム　万寿の家 北区鳴子3-１-18 595-7010

北区 在宅サービス複合施設　さくらホーム 北区山田町小部字惣六畑山8-18 596-6622

長田区 特別養護老人ホーム　長田ケアホーム　※ 長田区北町3-3 575-8777

長田区 高齢者ケアセンターながたサテライト宮丘 長田区宮丘町1-3-11 641-1222

長田区 特別養護老人ホーム　長田すみれ園 長田区鹿松町2-9-43 691-8008

長田区 特別養護老人ホーム　故郷の家・神戸 長田区東尻池町7‐4‐21 651-1555

長田区 ふれあいホーム 長田区三番町1-4-1 515-8200

長田区 特別養護老人ホーム　ふたば　※ 長田区二葉町5-1-1-101 642-8628

長田区 神戸市立　ケアハウス松寿園 長田区丸山町2-3-17 646-5287

長田区 ケアハウス丸山の郷 長田区雲雀ヶ丘1-14-1 611-7008

長田区 長田在宅福祉センター 長田区腕塚町2-1-28 611-2015

長田区 特別養護老人ホーム　神戸まどか園 長田区大丸町1-5-１ 646-3111

長田区 特別養護老人ホーム　雲雀丘すみれ園 長田区雲雀ヶ丘1-1-2 631-9908

須磨区 神戸市立和光園 須磨区養老町1-8-30 731-0383

須磨区 特別養護老人ホーム　友が丘ＹＵＡＩ 須磨区友が丘3-126 792-2340

須磨区 特別養護老人ホーム　愛の園 須磨区妙法寺字野路山1053 741-8750
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須磨区 特別養護老人ホーム　離宮しあわせ荘　※ 須磨区離宮西町2-2-3 731-4164

須磨区
特別養護老人ホーム　神港園サニーライフ白川
※

須磨区白川台1-35-3 793-8071

須磨区 特別養護老人ホーム　あいハート須磨 須磨区松風町4-2-26 737-2525

須磨区 特別養護老人ホーム 須磨浦の里 須磨区一ノ谷町3-3-21 732-4165

須磨区 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3-3-18 737-3737

須磨区 特別養護老人ホーム　宙カミーノ 須磨区神の谷5-2－2 797-7002

須磨区 特別養護老人ホーム　ＫＯＢＥ須磨きらくえん 須磨区車字菅ノ池1351－14 747-3001

須磨区 ショートステイやまもも 須磨区白川台3-63-1 792-2210

須磨区 ケアハウス須磨浦の里みち 須磨区一ノ谷町3-3-16 731-4131

垂水区 特別養護老人ホーム オービーホーム　※ 垂水区名谷町字猿倉273-7 706-9488

垂水区 特別養護老人ホーム　桃山台ホーム 垂水区桃山台5-1139-3 751-0006

垂水区 特別養護老人ホーム　本多聞ケアホーム　※ 垂水区本多聞7-2-2 786-1865

垂水区 特別養護老人ホーム　ファボール星陵 垂水区星陵台4-4-43 787-7377

垂水区
サテライト型特別養護老人ホーム　ファボール泉
が丘

垂水区泉が丘5-8-34 751-5568

垂水区 特別養護老人ホーム ふるさと 垂水区塩屋町6-38-8 752-8349

垂水区 介護老人福祉施設　舞子台ホーム 垂水区舞子台7-2-1 785-8666

垂水区 特別養護老人ホーム　メープルホーム 垂水区名谷町大谷1905-1 794-6584

垂水区 特別養護老人ホーム　塩屋さくら苑 垂水区塩屋町4-25-11 755-5671

垂水区 特別養護老人ホーム　舞子すみれ園 垂水区西舞子6-1-13 782-1151

垂水区
さん舞子神港園・特別養護老人ホーム　さん舞子
神港園いこいの家

垂水区五色山7-12-38
704-2081
704-1221

垂水区 ケアハウス　ふるさと 垂水区塩屋町6-32-48 752-9482

垂水区 ケアハウスまんてん垂水 垂水区名谷町1547-1 706-2882

垂水区 多夢の森デイサービスセンター 垂水区南多聞台4-4-50 787-0937

垂水区 垂水在宅福祉センター 垂水区平磯1-2-5（垂水年金会館内） 751-1294

垂水区 特別養護老人ホーム　向陽荘 垂水区福田5-2-21 754-5675

垂水区 小規模特別養護老人ホーム　花の森 垂水区名谷町1941-１ 791-0608

垂水区 特別養護老人ホーム　オレンジ神戸 垂水区舞子台4-9-11 782-3030

垂水区 神戸垂水ちどり 垂水区高丸6-7-2 786-3755

垂水区 特別養護老人ホーム オービーホーム高丸 垂水区上高丸3-７-22 754-8522

西区
養護老人ホーム　大慈吉祥園・特別養護老人
ホーム　大慈弥勒園・大慈デイサービスセンター
※

西区櫨谷町長谷13-1 992-0065

西区
養護老人ホーム　神港園・特別養護老人ホーム
神港園シルビアホーム・神港園シルビアデイサー
ビスセンター

西区神出町東1188-345 965-3661

西区 特別養護老人ホーム　透鹿園 西区平野町常本309-5 961-2335

西区 特別養護老人ホーム　萬寿園 西区神出町小束野58-92 965-2218

西区 特別養護老人ホーム　永栄園　※ 西区伊川谷町長坂800 974-4812

西区 特別養護老人ホーム　神出シニアコミュニティ 西区神出町南368-119 965-3080

西区 特別養護老人ホーム　花園ホーム 西区平野町慶明字花岡77 924-0300

西区 特別養護老人ホーム　サンビラこうべ 西区神出町宝勢774-39 964-3838

西区 特別養護老人ホーム　岩岡の郷 西区岩岡町岩岡656－2 967-5566



福祉避難所指定施設一覧（神戸市老人福祉施設連盟施設）

区名 施設名称 所在地 ＴＥＬ

２．神戸市老人福祉施設連盟施設（131施設） 施設名称の右手に※印のある施設は「基幹福祉避難所」

西区 特別養護老人ホーム　西神の里 西区岩岡町古郷2888 967-7151

西区 特別養護老人ホーム　ラグナケア春日台 西区春日台7-45－2 963-3400

西区 特別養護老人ホーム オリンピア神戸西 西区玉津町上池315-10 918-7098

西区 軽費老人ホーム　ケアハウスかんで 西区神出町小束野58-91 965-2604

西区 特別養護老人ホーム　大慈智音園 西区玉津町今津364-61 913-0065

西区 特別養護老人ホーム　サンホーム神戸西 西区平野町印路887-8 961-5200

西区 特別養護老人ホーム　三芳苑 西区伊川谷町潤和1447-１ 975-0500

西区
地域密着型特別養護老人ホーム　フェニックス月
が丘ケアセンター

西区月が丘1-634-14 998-0306

西区 特別養護老人ホーム　ときわ 西区前開南町2-1-12 974-1515

西区 特別養護老人ホーム　櫻ホーム西神 西区月が丘1-41-12 995-7145

西区 ケアハウス　シェ・モア 西区伊川谷町有瀬556-6 975-6517

西区 神港園あんすこハウス神出 西区神出町東1188-70 964-2481

西区 ケアハウス大慈 西区櫨谷町長谷83-6 993-3965



福祉避難所指定施設一覧（神戸市介護老人保健施設協会会員施設）

区名 施設名称 所在地 ＴＥＬ

東灘区 介護老人保健施設　アトレーユうおざき 東灘区魚崎南町3-7-18 411-9597

東灘区 介護老人保健施設　すばる魚崎の郷 東灘区魚崎西町2-3-19 811-8900

灘区 介護老人保健施設　ケアホームすばる 灘区大和町1-2-1 858-6185

灘区 介護老人保健施設　すばる六甲 灘区鶴甲1-3-10 843-0501

兵庫区 介護老人保健施設　ドリームヒルズ滝山 兵庫区滝山町7-2 579-4130

北区 介護老人保健施設　あすなろ旭 北区西大池1-31-28 581-7931

北区 介護老人保健施設　うらら 北区淡河町淡河574 950-5177

北区 介護老人保健施設　シルバーステイあじさい 北区緑町8-12-1 583-2233

長田区 介護老人保健施設　サニーヒル 長田区大日丘町3-2-1 647-3255

須磨区 介護老人保健施設　オラージュ須磨 須磨区若草町3-622-11 747-1136

須磨区 介護老人保健施設　コスモス苑 須磨区妙法寺字荒打308-1 747-2520

須磨区 介護老人保健施設　すま松の郷 須磨区妙法寺字樫原2-1 741-8585

西区 介護老人保健施設　ハーベスピア 西区伊川谷町有瀬字屋敷前1432-1 976-2626

３．神戸市介護老人保健施設協会会員施設（13施設）



福祉避難所指定施設一覧（障害者施設連盟施設）

4．神戸市身体障害者施設連盟施設（６施設）

区名 施設名称 所在地 ＴＥＬ

北区 障害者支援施設　二郎苑 北区有野町二郎898-10 981-8261

北区 障害者支援施設　ワークホーム明友 北区しあわせの村１-13 743-8270

須磨区 ホーリーツリー西部 須磨区須磨本町１-１-6 739-5390

須磨区 神戸愛生園 須磨区友が丘１-１ 791-2222

西区 障害者支援施設　リバティ神戸 西区伊川谷町潤和2-2 977-2271

西区 神戸市立 さざんか療護園 西区井吹台北町5-2 991-5586

5．神戸市知的障害者施設連盟施設（20施設）

区名 施設名称 所在地 ＴＥＬ

東灘区 協同の苑もとやま園 東灘区西岡本4-17-１ 855-5565

北区 障害児入所施設　おかば学園 北区有野中町2-5-19 981-7271

北区 みのたに園 北区山田町下谷上字鷹の子9 583-2850

北区 ワークホーム緑友 北区しあわせの村１-12 743-8282

北区 グリーンホーム平成 北区しあわせの村１-11 743-8281

北区 障害者支援施設　ヨゼフ寮 北区淡河町神田382－27 958-0109

北区 ひふみ園 北区山田町藍那字2-4 591-8491

北区 障害者支援施設　神戸明生園 北区しあわせの村１-15 743-8060

北区 障害者支援施設　清心ホーム 北区若葉台1-1-6 591-0256

長田区 くすのき会たまも園 長田区細田町5-2-6 647-6223

長田区 ワークステーション細田 長田区細田町6-1-１ 642-1192

長田区 みらい　おもいけ園 長田区重池町2-3-１ 646-3363

須磨区 神戸聖生園 須磨区友が丘1-１ 791-2001

垂水区 神戸光生園 垂水区南多聞台8-23-15 784-8651

西区 あさぎりの里・さわらび学園・ゼノの村 西区神出町南619 965-0211

西区 新緑の家 西区春日台5-1-2 961-5060

西区 玉津むつみの家・とこはの家 西区玉津町水谷字セリ合400-７ 913-0255

西区 あゆみの里 西区神出町宝勢字辻堂西858-1 965-2360

西区 西神ファーム 西区櫨谷町友清字南谷130-１ 990-1200

西区 なごみの里 西区神出町宝勢字辻堂西859-１ 965-0137



福祉避難所指定施設一覧（その他施設）

6．その他施設（40施設）

区名 施設名称 所在地 ＴＥＬ

中央区 神戸ポートタワーホテル 中央区波止場町6-1 371-8080

中央区 神戸プラザホテル 中央区元町通1-13-12 332-1141

北区 介護付有料老人ホーム神戸ゆうゆうの里 北区鳴子3-1-2 594-9000

北区 特別養護老人ホーム　恵風園 北区山田町小部字惣六畑山８-88 592-7100

北区 しあわせの村 北区しあわせの村１-１ 743-8183

北区 陵楓閣 北区有馬町1537-2 904-0675

北区 御所坊 北区有馬町858 904-0551

北区 ホテル花小宿 北区有馬町1007 904-0281

北区 有馬山叢御所別墅 北区有馬町958 904-0554

北区 亀の井ホテル有馬 北区有馬町1617-1 904-0951

北区 高山荘華野 北区有馬町400-1 904-0744

北区 御幸荘花結び 北区有馬町1740-12 904-0166

北区 小都里 北区有馬町353-1 904-0167

北区 古泉閣（ザ・ロッジアリマ・リゾート） 北区有馬町1455-1 904-0731

北区 有馬ロイヤルホテル 北区有馬町987 904-0541

北区 龍泉閣 北区有馬町ウツギ谷1663 904-0901

北区 竹取亭円山 北区有馬町1364-1 904-0631

北区 竹取亭別亭　康貴 北区有馬町1401 904-0221

北区 橋乃家別館嵐翠 北区有馬町1684 904-0825

北区 上大坊 北区有馬町1175 904-0531

北区 有馬きらり 北区有馬町池の尻292-2 904-3117

北区 有馬御苑 北区有馬町1296 904-3737

北区 メープル有馬 北区有馬町406-3 903-5000

北区 旅篭（R4.7.20　現在改装のため休業中） 北区有馬町1389-3 903-6456

北区 奥の細道 北区有馬町1683-2 907-3555

北区 欽山 北区有馬町1302-4 904-0701

北区 東急ハーヴェストクラブ有馬六彩 北区有馬町341-1 903-1109

北区 兵衛向陽閣 北区有馬町1904 904-0501

北区 有馬グランドホテル 北区有馬町1304-1 904-0181

北区 中の坊瑞苑 北区有馬町808 904-0781

北区 角の坊 北区有馬町878 904-0771

北区 銀水荘兆楽 北区有馬町1654-1 904-0666

北区 SPA　TERRACE　紫翠 北区有馬町1656-1 904-0622

北区 月光園鴻朧館・游月山荘 北区有馬町318 903-2255

長田区 神戸常盤大学 長田区大谷町2-6-2 611-1821

垂水区 苔谷公園コミュニティセンター 垂水区舞子台4-1-1 785-2777

垂水区 コ・クール垂水 垂水区下畑町498-53 755-5906

西区 神戸西神オリエンタルホテル 西区糀台5-6-3 992-8111

西区
国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局神戸視力障害センター

西区曙町1070 923-4670

西区 神戸市看護大学 西区学園西町3-4 794-8080


