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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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