
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  

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）

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)

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)

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

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 ○

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 ○

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

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

290 ぴあセンターあゆみ
西区王塚台７丁目３０−２−１０２

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

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 ○

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 ○

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

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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

健康局関係施設  

362 新須磨病院 須磨区衣掛町3丁目1-14 病院 妙法寺川 ○

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 ○

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  

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
○

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 ○

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 ○

530 神視保育園 ⾧田区三番町4-8 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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

教育委員会事務局関係施設  

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 ○

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 ○

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 ○

670 神戸市立枝吉小学校 西区枝吉2-95 小学校 明石川 ○

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 ○


