
令和４年（2022年）4月10日

コード 活動場所 フリガナ 区コード 区 分類

あ 4601 アーバングルメポート ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾙﾒﾎﾟｰﾄ 11 東灘 民間企業

5051 相生市市民会館 ｱｲｵｲｼﾐﾝｶｲｶﾝ 25 相生市 兵庫県内施設

1216 愛生園 ｱｲｼｮｳｴﾝ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

2548 愛神愛隣舎 ｱｲｼﾝｱｲﾘﾝｼｬ 12 灘 児童福祉施設

2634 愛垂児童館 ｱｲﾀﾙｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 18 垂水 児童館

3502 あいな里山公園 ｱｲﾅｻﾄﾔﾏｺｳｴﾝ 15 北 国・兵庫県・民間施設

2101 藍那小学校 ｱｲﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1101 あいはーと須磨 ｱｲﾊｰﾄｽﾏ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1102 アイハート南町デイサービス ｱｲﾊｰﾄﾐﾅﾐﾏﾁ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1103 あいむ西灘 ｱｲﾑﾆｼﾅﾀﾞ 12 灘 特養・老健・ディサービス

1306 愛ランド長田 ｱｲﾗﾝﾄﾞﾅｶﾞﾀ 16 長田 特養・老健・ディサービス

3001 あおぞら ｱｵｿﾞﾗ 15 北 しあわせの村

2545 あおぞら色彩楽園 ｱｵｿﾞﾗｼｷｻｲﾗｸｴﾝ 13 中央 児童

1701 青葉台福祉センター ｱｵﾊﾞﾀﾞｲﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1401 青葉台老人クラブ ｱｵﾊﾞﾀﾞｲﾛｳｼﾞﾝｸﾗﾌﾞ 15 北 その他 老人施設

2557 青山台こばと幼稚園 ｱｵﾔﾏﾀﾞｲｺﾊﾞﾄ 18 垂水 幼稚園

3501 明石海峡公園 藍那地区 ｱｶｼｶｲｷｮｳｺｳｴﾝ ｱｲﾅ 15 北 国・兵庫県･民間施設

5021 明石公園 ｱｶｼｺｳｴﾝ 22 明石市 兵庫県内施設

5022 明石デイサービス ｱｶｼﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 22 明石市 兵庫県内施設

5023 明石天文科学館 ｱｶｼﾃﾝﾓﾝｶｶﾞｸｶﾝ 22 明石市 兵庫県内施設

2628 秋葉台児童館 ｱｷﾊﾞﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

5024 朝霧むつみ荘 ｱｻｷﾞﾘﾑﾂﾐｴﾝ 22 明石市 兵庫県内施設

3212 朝日ヶ丘自治会館 ｱｻﾋｶﾞｵｶｼﾞﾁｶｲｶﾝ 19 西区 自治会・集会所・公民館等

3161 旭が丘第２住宅集会所 ｱｻﾋｶﾞｵｶﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾀｸ 18 垂水 自治会・集会所・公民館等

2629 あさひ児童館 ｱｻﾋｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2527 あさひ保育園 ｱｻﾋﾎｲｸｴﾝ 19 西 保育所

1104 ショートステイあじさい ｱｼﾞｻｲ 15 北 特養・老健・ディサービス

5015 芦屋市民センター ｱｼﾔｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 30 芦屋市 兵庫県内施設

1105 あずさ ｱｽﾞｻ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1106 あすなろ旭 ｱｽﾅﾛｱｻﾋ 15 北 特養・老健・ディサービス

1107 アネックス湊川ホスピタル ｱﾈｯｸｽﾐﾅﾄｶﾞﾜﾎｽﾋﾟﾀﾙ 15 北 特養・老健・ディサービス

1403 アミーユ兵庫柳原 ｱﾐｰﾕﾋｮｳｺﾞﾔﾅｷﾞﾊﾗ 14 兵庫 その他 老人施設

1468 アミーユ南多門台 ｱﾐｰﾕﾐﾅﾐﾀﾓﾝﾀﾞｲ 18 垂水 その他 老人施設

1404 アメニティホーム夢野 ｱﾒﾆﾃｨﾕﾒﾉ 14 兵庫 その他 老人施設

1405 荒田ボランティアルーム ｱﾗﾀﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ 14 兵庫 その他 老人施設

1406 ありあけ ｱﾘｱｹ 19 西 グループホーム

2103 有瀬小学校 ｱﾘｾｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2104 有野小学校 ｱﾘﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2633 有野台児童館 アリノダイジドウカン 15 北 児童館

2105 有野台小学校 ｱﾘﾉﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2270 有野東小学校 ｱﾘﾉﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

4001 有馬温泉 ｱﾘﾏｵﾝｴｾﾝ 15 北 公園・観光地･鉄道沿線

2709 有馬温泉病院 ｱﾘﾏｵﾝｾﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 15 北 病院

2711 有馬高原病院 ｱﾘﾏｺｳｹﾞﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 15 北 病院

2106 有馬小学校 ｱﾘﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2107 有馬東小学校 ｱﾘﾏﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2521 有馬保育所 ｱﾘﾏﾎｲｸｼｮ 15 北 保育所

3518 淡路景観園芸学校 ｱﾜｼﾞｹｲｶﾝｴﾝｹﾞｲ 21 兵庫県 国・兵庫県・民間施設

1407 あんず ｱﾝｽﾞ 12 灘 介護・福祉施設

い 1501 いかり共同作業所 ｲｶﾘｻｷﾞｮｳｼｮ 13 中央 知的障害者授産施設

2108 伊川谷小学校 ｲｶﾞﾜﾀﾞﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1756 伊川谷地域福祉センター ｲｶﾜﾀﾞﾆﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

場所コード（五十音順）
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2559 いかわ幼稚園 ｲｶﾜﾖｳﾁｴﾝ 19 西 幼稚園

1108 いきいきの郷 ｲｷｲｷﾉｻﾄ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

4542 育成会会館 ｲｸｾｲｶｲｶｲｶﾝ 16 長田 その他

2821 生田会館 ｲｸﾀｶｲｶﾝ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

2653 生田川児童館 ｲｸﾀｶﾞﾜｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 13 中央 児童館

2822 生田神社・生田会館 ｲｸﾀｼﾞﾝｼﾞｬ･ｶｲｶﾝ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

2318 生田中学校 ｲｸﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 中学校

2601 池田児童館 ｲｹﾀﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 16 長田 児童館

2109 池田小学校 ｲｹﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

1742 池田地域福祉センター ｲｹﾀﾞﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 16 長田 福祉センター

2525 石屋川くるみ保育園 ｲｼﾔｶﾞﾜｸﾙﾐﾎｲｸｴﾝ 11 東灘 保育所

3162 泉台集会所 ｲｽﾞﾐﾀﾞｲｼｭｳｶｲｼｮ 15 北 自治会・集会所・公民館等

2110 泉台小学校 ｲｽﾞﾐﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1109 デイホーム（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） いそがみ ｲｿｶﾞﾐ 13 中央 特養・老健・ディサービス

5028 伊丹市民ホール ｲﾀﾐｼﾐﾝﾎｰﾙ 26 伊丹 兵庫県内施設

5029 伊丹ルーテル教会 ｲﾀﾐﾙｰﾃﾙｷｮｳｶｲ 26 伊丹 兵庫県内施設

3163 板宿自治会館 ｲﾀﾔﾄﾞｼﾞﾁｶｲｶﾝ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

2111 板宿小学校 ｲﾀﾔﾄﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

3101 須磨一ノ谷プラザ ｲﾁﾉﾀﾆﾌﾟﾗｻﾞ 17 須磨 神戸市施設

1332 いつでも夢を ｲﾂﾃﾞﾓﾕﾒｦ 13 中央 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1780 井吹北地域福祉センター ｲﾌﾞｷｷﾀﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

2623 井吹台児童館 ｲﾌﾞｷﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

1763 井吹西地域福祉センター ｲﾌﾞｷﾁｲｷﾆｼﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

1757 井吹地域福祉センター ｲﾌﾞｷﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

2112 井吹西小学校 ｲﾌﾞｷﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2533 井吹の丘学童保育コーナー ｲﾌﾞｷﾉｵｶｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 19 西 学童保育

2271 井吹の丘小学校 ｲﾌﾞｷﾉｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1777 井吹東地域福祉センター ｲﾌﾞｷﾋｶﾞｼｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

2113 井吹東小学校 ｲﾌﾞｷﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2602 岩岡児童館 ｲﾜｵｶｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2114 岩岡小学校 ｲﾜｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

う 4531 ウィズユきたごよう ｳｲｽﾞﾕｷﾀｺﾞﾖｳ 15 北 その他

1110 ヴィバ・サン神戸 ｳﾞｨﾊﾞｻﾝｺｳﾍﾞ 15 北 特養・老健・ディサービス

3102 神戸ウィングスタジアム ｳｨﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 19 西 神戸市施設

1111 魚崎デイサービス ｳｵｻﾞｷ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

4533 魚崎 ｳｵｻﾞｷ 11 東灘 その他

2630 魚崎児童館 ｳｵｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 11 東灘 児童館

2115 魚崎小学校 ｳｵｻﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

1778 魚崎地域福祉センター ｳｵｻﾞｷﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 11 東灘 福祉センター

2310 魚崎中学校 ｳｵｻﾞｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 中学校

1408 魚崎つるかめ会 ｳｵｻﾞｷﾂﾙｶﾒｶｲ 11 東灘 老人クラブ

4501 宇治川筋広場 ｳｼﾞｶﾜｽｼﾞﾋﾛﾊﾞ 13 中央 その他

2632 渦が森児童館 ｳｽﾞｶﾞﾓﾘｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 11 東灘 児童館

2116 渦が森小学校 ｳｽﾞｶﾞﾓﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

2117 雲中小学校 ｳﾝﾁｭｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

え 1213 永栄園 ｴｲｴｲｴﾝ 19 西 特養・老健・ディサービス

1391 エクセレント神戸 ｴｸｾﾚﾝﾄｺｳﾍﾞ 14 兵庫 その他老人施設

2118 会下山小学校 ｴｹﾞﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 小学校

2627 枝吉児童館 ｴﾀﾞﾖｼｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2119 枝吉小学校 ｴﾀﾞﾖｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1760 枝吉地域福祉センター ｴﾀﾞﾖｼﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

1301 ふれあい介護センターMGS ｴﾑｼﾞｰｴｽ 17 須磨 高齢者介護支援センター

1409 エリーネス 須磨 ｴﾘｰﾈｽｽﾏ 17 須磨 有料老人ホーム

1112 エルダービレッジ ｴﾙﾀﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞ 19 西 特養・老健・ディサービス
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1410 エレガーノ甲南 ｴﾚｶﾞｰﾉｺｳﾅﾝ 11 東灘 有料老人ホーム

1411 エレガーノ神戸 ｴﾚｶﾞｰﾉｺｳﾍﾞ 13 中央 有料老人ホーム

お 2648 淡河児童館 ｵｳｺﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2120 淡河小学校 ｵｳｺﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1743 淡河福祉センター ｵｳｺﾞﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

2121 大池小学校 ｵｵｲｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2311 大池中学校 ｵｵｲｹﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 15 北 中学校

1744 大池福祉センター ｵｵｲｹﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

4502 大倉山ＬＳＡ室 ｵｵｸﾗﾔﾏｴﾙｴｽｴｲｼﾂ 13 中央 その他

5300  大阪 ｵｵｻｶ 31 大阪 兵庫県外

2122 大沢小学校 ｵｵｿﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2501 大沢幼稚園 ｵｵｿﾞﾖｳﾁｴﾝ 15 北 幼稚園

2301 太田中学校 ｵｵﾀﾁｭｳｶﾞｸ 17 須磨 中学校

2801 ホテル大谷 ｵｵﾀﾆ 13 中央 ホテル

3164 大西会館 ｵｵﾆｼｶｲｶﾝ 12 灘 自治会・集会所・公民館等

1113 オービーホーム ｵｰﾋﾞｰh-ﾑ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

4602 岡工務店 ｵｶｺｳﾑﾃﾝ 14 兵庫 民間企業

4550 岡場周辺 ｵｶﾊﾞｼｭｳﾍﾝ 15 北 その他

4537 岡本 ｵｶﾓﾄ 12 灘 その他

4045 岡本梅林公園 ｵｶﾓﾄﾊﾞｲﾘﾝｺｳｴﾝ 11 東灘 公園・観光地・鉄道沿線

5220  岡山 ｵｶﾔﾏ 33 岡山 兵庫県外

4002 奥須磨公園 ｵｸｽﾏｺｳｴﾝ 17 須磨 公園・観光地･鉄道沿線

2526 小倉台ひまわり保育園 ｵｸﾞﾗﾀﾞｲﾋﾏﾜﾘﾎｲｸｴﾝ 15 北 保育所

2622 押部谷児童館 ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2123 押部谷小学校 ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1702 押部谷地域福祉センター ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

2314 押部谷中学校 ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 19 西 中学校

1703 押部谷福祉センター ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

4503 押部東ふれあいの町協議会 ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆﾌﾚﾏﾁｷｮｳｷﾞｶｲ 15 北 その他

4551 押部谷圃場 ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆﾎｼﾞｮｳ 19 西 その他

4037 落合池 ｵﾁｱｲｲｹ 17 須磨 公園・観光地･鉄道沿線

2603 落合児童館 ｵﾁｱｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 17 須磨 児童館

2124 乙木小学校 ｵﾄｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

2635 小部児童館 ｵﾌﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2125 小部小学校 ｵﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2126 小部東小学校 ｵﾌﾞﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1772 小部東地域福祉センター ｵﾌﾞﾋｶﾞｼﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1754 小部福祉センター ｵﾌﾞﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1114 オリンピア兵庫 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾋｮｳｺﾞ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

3165 オルビスホール ｵﾙﾋﾞｽﾎｰﾙ 11 東灘 自治会・集会所・公民館等

3002 温泉健康センター 中庭･体育館 ｵﾝｾﾝｹﾝｺｳｾﾝﾀｰ 15 北 しあわせの村

か 5500 海外 ｶｲｶﾞｲ 50 海外 海外

1325 海光園 ｶｲｺｳｴﾝ 12 兵庫 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1300 介護支援センター カイゴシエンセンター 40

1480 介護センターなごみ ｶｲｺﾞｾﾝﾀｰﾅｺﾞﾐ 15 北 その他の老人施設

2522 海星学園・絵本ワールド ｶｲｾｲｶﾞｸｴﾝ・ｴﾎﾝﾜｰﾙﾄﾞ 12 灘 幼稚園

1412 かがやき ｶｶﾞﾔｷ 18 垂水 その他 老人施設

4528 輝かすみが丘 ｶｶﾞﾔｷｶｽﾐｶﾞｵｶ 18 垂水 その他

1502 かがやき神戸 ｶｶﾞﾔｷｺｳﾍﾞ 15 北 障害児福祉施設

4520 かがやきの森東地区 ｶｶﾞﾔｷﾉﾓﾘ　ﾋｶﾞｼﾁｸ 15 北 里山育成

1704 学園東地域福祉センター ｶﾞｸｴﾝﾋｶﾞｼﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

1705 学園東町地域福祉センター ｶﾞｸｴﾝﾋｶﾞｼﾏﾁﾁｲｷﾌｸｼ 19 西 福祉センター

2517 樫野学童保育コーナー ｶｼﾉｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 19 西 学童保育

2127 樫野台小学校 ｶｼﾉﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校
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2604 春日台児童館 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2128 春日台小学校 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2129 春日野小学校 ｶｽｶﾞﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

2626 霞ヶ丘児童館 ｶｽﾐｶﾞｵｶｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 18 垂水 児童館

2130 霞ケ丘小学校 ｶｽﾐｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1115 風と緑 ｶｾﾞﾄﾐﾄﾞﾘ 19 西 特養・老健・ディサービス

2823 カソリック兵庫教会 ｶｿﾘｯｸﾋｮｳｺﾞｷｮｳｶｲ 14 兵庫 会議場･会館･寺社・教会・

1525 片山工房 ｶﾀﾔﾏｺｳﾎﾞｳ 16 長田 就労支援B型事務所

2605 片山児童館 ｶﾀﾔﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 16 長田 児童館

2000 学校、幼稚園、保育所、病院ほか ｶﾞｯｺｳﾖｳﾁｴﾝﾎｲｸｼｮ 40

2606 かつらぎ児童館 ｶﾂﾗｷﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

3202 桂木集会所 ｶﾂﾗｷﾞｼｭｳｶｲｼｮ 15 北 自治会・集会所・公民館等

2131 桂木小学校 ｶﾂﾗｷﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1116 カトレアデイサービス ｶﾄﾚｱ 19 西 特養・老健・ディサービス

1493 カトレアロイヤル神戸 ｶﾄﾚｱﾛｲﾔﾙｺｳﾍﾞ 15 北 その他老人施設

1117 カトレア六甲 ｶﾄﾚｱﾛｯｺｳ 15 北 特養・老健・ディサービス

1118 かなざわ ｶﾅｻﾞﾜ 12 灘 特養・老健・ディサービス

2401 カナディアン・アカデミー ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 11 東灘 その他学校

1119 カナディアンヒル ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾋﾙ 12 灘 特養・老健・ディサービス

2132 鹿の子台小学校 ｶﾉｺﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

4003 上池田公園 ｶﾐｲｹﾀﾞｺｳｴﾝ 16 長田 公園・観光地･鉄道沿線

2824 上池田婦人会館 ｶﾐｲｹﾀﾞﾌｼﾞﾝｶｲｶﾝ 16 長田 会議場･会館･寺社・教会・

1749 上高丸福祉センター ｶﾐﾀｶﾏﾙﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

2133 上筒井小学校 ｶﾐﾂﾂｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

1413 神の谷こども会 ｶﾐﾉﾀﾆｺﾄﾞﾓｶｲ 19 西 その他 老人施設

3166 上の谷自治会館 ｶﾐﾉﾀﾆｼﾞﾁｶｲｶﾝ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

2607 神の谷児童館 ｶﾐﾉﾀﾆｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 17 須磨 児童館

2134 神の谷小学校 ｶﾐﾉﾀﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1706 神の谷地域福祉センター ｶﾐﾉﾀﾆﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

4539 烏原貯水池 ｶﾗｽﾊﾗﾁｮｽｲﾁ 14 兵庫 その他

2135 唐櫃小学校 ｶﾗﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

4033 唐櫃台一丁目公園 ｶﾗﾄﾀﾞｲｲｯﾁｮｳﾒｺｳｴﾝ 15 北 公園・観光地･鉄道沿線

1707 からと地域福祉センター ｶﾗﾄﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

2608 狩場台児童館 ｶﾘﾊﾞﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2136 狩場台小学校 ｶﾘﾊﾞﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1708 狩場台福祉センター ｶﾘﾊﾞﾀﾞｲﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

1770 川池地域福祉センター ｶﾜｲｹﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 14 兵庫 福祉センター

4004 川井公園 ｶﾜｲｺｳｴﾝ 11 東灘 公園・観光地･鉄道沿線

2701 川崎病院 ｶﾜｻｷﾋﾞｮｳｲﾝ 14 兵庫 病院

3103 こうべ環境未来館 ｶﾝｷｮｳﾐﾗｲｶﾝ 19 西 神戸市施設

5301 がんこ本店 ｶﾞﾝｺﾎﾝﾃﾝ 31 大阪 兵庫県外

1503 関西青少年サナトリウム ｶﾝｻｲｾｲｼｮｳﾈﾝｻﾅﾄﾘｳﾑ 19 西

4603 関西電力　エル・ギャラリー「のっぽ」 ｶﾝｻｲﾃﾞﾝﾘｮｸ 13 中央 民間企業

3104 神出自然教育園 ｶﾝﾃﾞｼｾﾞﾝｷｮｳｲｸｴﾝ 19 西 神戸市施設

1236 神出シニアコミュニティ ｶﾝﾃﾞｼﾆｱｺﾐｭﾆﾃｨ 19 西 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

2137 神出小学校 ｶﾝﾃﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2502 神出幼稚園 ｶﾝﾃﾞﾖｳﾁｴﾝ 19 西 幼稚園

4005 観音山公園 ｶﾝﾉﾝﾔﾏｺｳｴﾝ 16 長田 公園・観光地･鉄道沿線

き 2272 祇園小学校 ｷﾞｵﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫区 小学校

4006 菊水山 ｷｸｽｲﾔﾏ 14 兵庫 公園・観光地･鉄道沿線

1211 きしろ荘 ｷｼﾛｿｳ 12 灘 特養・老健・ディサービス

4805 その他 北区 ｷﾀｸ 15 北 神戸市　区

1709 北区在宅福祉センター ｷﾀｸｻﾞｲﾀｸﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1710 北区在宅福祉センターすずらん ｷﾀｸｻﾞｲﾀｸﾌｸｼｾﾝﾀｰｽｽ 15 北 福祉センター
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4525 北区　ゆうゆう楽天 ｷﾀｸﾕｳﾕｳﾗｸﾃﾝ 15 北 その他

3167 北五葉自治会館 ｷﾀｺﾞﾖｳｼﾞﾁｶｲｶﾝ 15 北 自治会・集会所・公民館等

2609 北五葉児童館 ｷﾀｺﾞﾖｳｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2139 北五葉小学校 ｷﾀｺﾞﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1711 北五葉地域福祉センター ｷﾀｺﾞﾖｳﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

2140 北須磨小学校 ｷﾀｽﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

3134 北須磨文化センター ｷﾀｽﾏﾌﾞﾝｶｾﾝﾀｰ 17 須磨 神戸市施設

4042 北野公房のまち ｷﾀﾉｺｳﾎﾞｳﾉﾏﾁ 13 中央 公園・観光地・鉄道沿線

2802 ホテル北野プラザ六甲荘 ｷﾀﾉﾌﾟﾗｻﾞﾛｯｺｳｿｳ 13 中央 ホテル

1414 北山クリニック 希望の家 ｷﾀﾔﾏｸﾘﾆｯｸｷﾎﾞｳﾉｲｴ 17 須磨 その他 老人施設

2141 北山小学校 ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1783 北山地域福祉センター ｷﾀﾔﾏﾁｲｷ 19 西 地域福祉センター

2142 木津小学校 ｷﾂﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1415 希望の家 ｷﾎﾞｳﾉｲｴ 17 須磨 グループホーム

1416 希望の家 ｷﾎﾞｳﾉｲｴ 16 長田 その他 老人施設

2143 君影小学校 ｷﾐｶｹﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1712 君影地域福祉センター ｷﾐｶｹﾞﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

3168 君影町自治会館 ｷﾐｶｹﾞﾁｮｳｼﾞﾁｶｲｶﾝ 15 北 自治会・集会所・公民館等

2410 義務教育学校港島学園 ｷﾞﾑｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ 13 中央 小中一貫校

1120 キャナルタウン高齢者介護支援ｾﾝﾀ- ｷｬﾅﾙﾀｳﾝ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

1395 チャンディタフト月見山 ｷｬﾝﾃﾞｨﾀﾌﾄﾂｷﾐﾔﾏ 17 須磨 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

3003 キャンプ場・芝生広場・テニス場・運動場 ｷｬﾝﾌﾟｼﾞｮｳ　ｳﾝﾄﾞｳｼﾞｮｳ 15 北 しあわせの村

4604 共進牧農園 ｷｮｳｼﾝﾎﾞｸﾉｳｴﾝ 13 中央 民間企業

2825 協同の苑 六甲アイランド ｷｮｳﾄﾞｳﾉｴﾝ ﾛｯｺｳｱｲ 11 東灘 会議場･会館･寺社・教会・

1396 居宅介護ゆうき ｷｮﾀｸｶｲｺﾞﾕｳｷ 13 中央 その他老人施設

1308 きらく苑 ｷﾗｸｴﾝ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

4605 キリンビール ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 15 北 民間企業

5350 近畿圏森林公園･森林浴コース ｷﾝｷｹﾝｼﾝﾘﾝｺｳｴﾝ 36 近畿 兵庫県外

く 2551 グインホーム ｸﾞｲﾝﾎｰﾑ 15 北 児童養護施設

4007 空港島人工海浜 ｸｳｺｳﾄｳｼﾞﾝｺｳｶｲﾋﾝ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

1417 グッドタイムリビング神戸 ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞｺｳﾍﾞ 18 垂水 その他 老人施設

1418 グッドタイムリビング神戸垂水 ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞｺｳﾍﾞ 18 垂水 その他 老人施設

1489 グッドタイムリビング御影 ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞﾐｶｹﾞ 11 東灘 有料老人ホーム

2803 クラウンプラザ神戸 ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞｺｳﾍﾞ 13 中央 ホテル

1304 グラソエ愛 ｸﾞﾗｿｴｱｲ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1307 グラッエ愛 ｸﾞﾗｯｴｱｲ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

1483 グランデ摂津本山 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｾｯﾂﾓﾄﾔﾏ 11 東灘 有料老人ﾎｰﾑ

1419 グランダ御影山手 ｸﾞﾗﾝﾀﾞﾐｶｹﾞﾔﾏﾃ 11 東灘 有料老人ホーム

5031 グリーンピア三木 ｸﾞﾘｰﾋﾟｱﾐｷ 23 三木市 兵庫県内施設

1392 グリーンウエル花山 ｸﾞﾘｰﾝｳｴﾙﾊﾅﾔﾏ 16 長田 その他老人施設

3004 グリーンスクール 保養センター ひよどり ｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙﾎﾖｳｾﾝﾀｰﾋﾖ 15 北 しあわせの村

3169 グリーンヒルズ 御影 南集会所 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞﾐｶｹﾞﾐﾅﾐｼ 12 灘 自治会・集会所・公民館等

5025 グリーンヒルホテル 明石 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙｱｶｼ 22 明石市 兵庫県内施設

1521 グリーンホーム平成 ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑﾍｲｾｲ 15 北 障害福祉サービス事務所

1121 グリーンリーフ高倉 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌﾀｶｸﾗ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

2827 クリスタルタワー ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

1497 グループホームハッピージョイ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾊｯﾋﾟｰｼﾞｮｲ 18 垂水 グループホーム

1481 グループホームハナの会 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾊﾅﾉｶｲ 16 長田 グループホーム

1393 グループホームふれんど伊川谷 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌﾚﾝﾄﾞｲｶﾜ 19 西 ｸﾞﾙｰﾋﾟﾎｰﾑ

け 1239 ケア・スタジオごりら ｹｱ･ｽﾀｼﾞｵごりら 17 須磨 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1122 ケアセンターふれあい ｹｱｰｾﾝﾀｰﾌﾚｱｲ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1475 ケアセンターひょうご ｹｱｾﾝﾀｰﾋｮｳｺﾞ 14 兵庫 その他老人施設

1420 ケアパートナー伊川谷 ｹｱﾊﾟｰﾄﾅｰｲｶﾞﾜﾀﾞﾆ 19 西 その他 老人施設

1214 ケアハウスシェ・モアー ｹｱﾊｳｽｼｪ・ﾓｱｰ 19 西 特養・老健・ディサービス
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1479 ケアハウスまんてん垂水 ケアハウスマンテンタ 18 垂水 その他老人施設

1498 ケアプラザそよ風　ながた ｹｱﾌﾟﾗｻﾞｿﾖｶｾﾞ　ﾅｶﾞﾀ 16 長田 デイサービス

1421 ケアポート ｹｱﾎﾟｰﾄ 13 中央 その他 老人施設

1123 ケアポート神戸 ｹｱﾎﾟｰﾄｺｳﾍﾞ 13 中央 特養・老健・ディサービス

1422 ケアホーム スバル ｹｱﾎｰﾑｽﾊﾞﾙ 12 灘 その他 老人施設

2828 慶雲寺会館 ｹｲｳﾝｼﾞｶｲｶﾝ 17 須磨 会議場･会館･寺社・教会・

5026 恵心老人ホーム ｹｲｼﾝﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ 22 明石市 兵庫県内施設

3005 研修館・たんぽぽの家 ｹﾝｼｭｳｶﾝ 15 北 しあわせの村

5041 県立人と自然の博物館 ｹﾝﾘﾂﾋﾄﾄｼｾﾞﾝﾉﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 24 三田市 兵庫県内施設

こ 2144 五位の池小学校 ｺﾞｲﾉｲｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

4000 公園・観光地･広場・鉄道駅周辺ほか ｺｳｴﾝｶﾝｺｳﾁ 40

2145 糀台小学校 ｺｳｼﾞﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2146 高津橋小学校 ｺｳﾂﾞﾊﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2625 好徳児童館 ｺｳﾄｸｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2147 好徳小学校 ｺｳﾄｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2407 甲南大学 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 11 東灘 大学

1124 老健こうべ ｺｳﾍﾞ 13 中央 特養・老健・ディサービス

1517 神戸育成会筒井宮作業所 ｺｳﾍﾞｲｸｾｲｶｲﾂﾂｲﾐﾔ 13 中央 知的障害者施設

1125 デーサービス 神戸岡本 ｺｳﾍﾞｵｶﾓﾄ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

2409 神戸学院大学 ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 13 中央 大学

3503 神戸勤労会館 ｺｳﾍﾞｷﾝﾛｳｶｲｶﾝ 13 中央 国・兵庫県･民間施設

3514 神戸県民センター（兵庫県） ｺｳﾍﾞｹﾝﾐﾝｾﾝﾀｰﾋｮｳｺﾞｹﾝ 13 中央 国・兵庫県・民間施設

3105 神戸国際会議場 ｺｳﾍﾞｺｸｻｲｶｲｷﾞｼﾞｮｳ 13 中央 神戸市施設

1185 神戸サルビア福祉会　ふれあいホーム ｺｳﾍﾞｻﾙﾋﾞｱ　ﾌﾚｱｲ 16 長田 特養・老健・ディサービス

5000 その他 神戸市 ｺｳﾍﾞｼ 20 神戸市 神戸市　区

5002 神戸市外中学校 ｺｳﾍﾞｼｶﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 21 兵庫県 兵庫県内施設

2408 神戸市看護大学 ｺｳべｼｶﾝｺﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 19 西 大学

3123 神戸市総合福祉センター ｺｳﾍﾞｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ 13 中央 神戸市施設

2519 神戸実業学院 ｺｳﾍﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳｶﾞｸｲﾝ 15 北 児童養護施設

2552 神戸実践学院 ｺｳﾍﾞｼﾞｯｾﾝ 14 兵庫 児童養護施設

2843 神戸市兵庫勤労市民センター ｺｳﾍﾞｼﾋｮｳｺﾞｷﾝﾛｳｼﾐﾝ 14 兵庫 会議場･会館･寺社・教会

3125 神戸市総合福祉センター ｺｳﾍﾞｼﾌｸｼｿｳｺﾞｳｾﾝﾀｰ 13 中央 神戸市施設

3106 神戸市役所 ｺｳﾍﾞｼﾔｸｼｮ 13 中央 神戸市施設

2148 こうべ小学校 ｺｳﾍﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

1747 神戸市立人材支援センター ｺｳﾍﾞｼﾘﾂｼﾞﾝｻﾞｲｼｴﾝ 16 長田 福祉センター

1746 神戸市立地域人材支援センター ｺｳﾍﾞｼﾘﾂﾁｲｷｼﾞﾝｻﾞｲｼｴﾝ 16 長田 福祉センター

2539 神戸真生塾 ｺｳﾍﾞｼﾝｾｲｼﾞｭｸ 13 中央 養護児童施設

3504 神戸生活創造センター ｺｳﾍﾞｾｲｶﾂｿｳｿﾞｳｾﾝﾀｰ 16 長田 国・兵庫県･民間施設

2402 神戸大学医学部保健学科 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾎｹﾝ 17 須磨 その他学校

2523 神戸大学はとぽっぽ保育所 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾊﾄﾎﾟｯﾎﾟﾎｲｸｼｮ 13 中央 保育所

3203 神戸西体育館 ｺｳﾍﾞﾆｼﾀｲｸｶﾝ 19 西 自治会・集会所・公民館等

3170 神戸文化ホール ｺｳﾍﾞﾌﾞﾝｶﾎｰﾙ 13 中央 自治会・集会所・公民館等

2805 神戸ポートピアホテル ｺｳﾍﾞﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ 13 中央 ホテル

1602 神戸盲学校 ｺｳﾍﾞﾓｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 養護学校等

4544 神戸YMCA西神戸 ｺｳﾍﾞﾔｲｴﾑｼｰｴｲﾆｼｺｳﾍﾞ 19 西 その他

2554 神戸幼稚園 ｺｳﾍﾞﾖｳﾁｴﾝ 13 中央 幼稚園

1423 神戸老人ホーム ｺｳﾍﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ 11 東灘 その他 老人施設

2610 向洋児童館 ｺｳﾖｳｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 11 東灘 児童館

2149 向洋小学校 ｺｳﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

2150 広陵小学校 ｺｳﾘｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1713 広陵地域福祉センター ｺｳﾘｮｳﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

2316 広陵中学校 ｺｳﾘｮｳﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 中学校

1714 広陵福祉センター ｺｳﾘｮｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

2151 甲緑小学校 ｺｳﾘｮｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校
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1715 甲緑地域福祉センター ｺｳﾘｮｸﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1471 高齢者ケアーセンター兵庫 ｺｳﾚｲｼｬｹｱｾﾝﾀｰﾋｮｳ 14 兵庫 その他老人施設

1478 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰひょうご ｺｳﾚｲｼｬｹｱｾﾝﾀｰﾋｮｳｺﾞ 14 兵庫 その他老人施設

4521 コープこうべからと ｺｰﾌﾟｺｳﾍﾞｶﾗﾄ 15 北 その他

4527 コープこうべ須磨 ｺｰﾌﾟｺｳﾍﾞｽﾏ 17 須磨 その他

1424 ＫＯＢＥふれあいの会 ｺｰﾍﾞﾌﾚｱｲﾉｶｲ 13 中央 その他 老人施設

1126 故郷の家 ｺｷｮｳﾉｲｴ 16 長田 特養・老健・ディサービス

2829 国際会議場 ｺｸｻｲｶｲｷﾞｼﾞｮｳ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

1127 コスモス苑 ｺｽﾓｽｴﾝ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

4530 子育てひろばぽかぽっぽモトロク ｺｿﾀﾞﾃﾋﾛﾊﾞﾎﾟｶﾎﾟｯﾎﾟﾓﾄ 13 中央 その他

2650 小束山児童館 ｺﾂﾞｶﾔﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 18 垂水 児童館

2152 小束山小学校 ｺﾂｶﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1755 小束山福祉センター ｺﾂｶﾔﾏﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

2153 小寺小学校 ｺﾃﾞﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

3107 神戸市こども家庭センター ｺﾄﾞﾓｶﾃｲｾﾝﾀｰ 13 中央 神戸市施設

4008 こべっこランド ｺﾍﾞｯｺﾗﾝﾄﾞ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

2645 駒栄児童館 ｺﾏｴｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 16 長田 児童館

2154 駒ケ林小学校 ｺﾏｶﾞﾊﾞﾔｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

1321 駒とりの郷 ｺﾏﾄﾘﾉｻﾄ 15 北 特養・老健・ディサービス

3108 コミスタ神戸 ｺﾐｽﾀｺｳﾍﾞ 13 中央 神戸市施設

1504 こんにちは 友が丘 ｺﾝﾆﾁﾊﾄﾓｶﾞｵｶ 17 須磨 知的障害者更生施設

さ 4504 サークル・クルレ ｻｰｸﾙｸﾙﾚ 18 垂水 その他

5011 西開公園 ｻｲｶｲｺｳｴﾝ 21 西宮市 兵庫県内施設

3171 栄自治会館 ｻｶｴｼﾞﾁｶｲｶﾝ 19 西 自治会・集会所・公民館等

2155 桜が丘小学校 ｻｸﾗｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

3172 桜木町自治会 ｻｸﾗｷﾞﾁｮｳｼﾞﾁｶｲ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

4040 桜木町市民公園 ｻｸﾗｷﾞﾁｮｳｼﾐﾝｺｳｴﾝ 17 須磨 公園・観光地・鉄道沿線

2156 桜の宮小学校 ｻｸﾗﾉﾐﾔｼｭｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1779 桜の宮地域福祉センター ｻｸﾗﾉﾐﾔﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1128 さつき園 ｻﾂｷｴﾝ 15 北 特養・老健・ディサービス

4035 さつき園 ｻﾂｷｴﾝ 16 長田 公園・観光地･鉄道沿線

1305 サニーヒル ｻﾆｰﾋﾙ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1129 佐野記念アットホーム ｻﾉｱｯﾄﾎｰﾑ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1716 在宅福祉センター さるびあ ｻﾙﾋﾞｱ 16 長田 福祉センター

2830 サロン・ド・ソネ ｻﾛﾝﾄﾞｿﾈ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

1425 サンシャイン ワーク ｻﾝｼｬｲﾝﾜｰｸ 11 東灘 その他 老人施設

1320 三聖病院（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻﾝｹｱ） ｻﾝｾｲﾋﾞｮｳｲﾝﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 13 中央 特養・老健・ディサービス

5042 三田福祉会館 ｻﾝﾀﾞﾌｸｼｶｲｶﾝ 24 三田市 兵庫県内施設

4009 三宮（駅および周辺） ｻﾝﾉﾐﾔ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

4505 サンパル ｻﾝﾊﾟﾙ 13 中央 その他

1229 サンビラこうべ（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) ｻﾝﾋﾞﾗｺｳﾍﾞ 19 西 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1130 サン舞子 ｻﾝﾏｲｺ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1426 サン舞子マンション ｻﾝﾏｲｺﾏﾝｼｮﾝ 18 垂水 有料老人ホーム

1131 サンライフ魚崎 ｻﾝﾗｲﾌｳｵｻﾞｷ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

し 1132 しあわせ家族 ｼｱﾜｾｶｿﾞｸ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

3006 しあわせの村 ｼｱﾜｾﾉﾑﾗ 15 北 しあわせの村

3007 しあわせの村 ビオトープ ｼｱﾜｾﾉﾑﾗﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ 15 北 しあわせの村

1467 ｼｰｽﾞﾝﾌｨﾙ垂水 ｼｰｽﾞﾝﾌｨﾙﾀﾙﾐ 18 垂水 その他 老人施設

4606 JA岩岡 ｼﾞｪｲｱｲｲﾜｵｶ 19 西 民間企業

4532 JA兵庫六甲玉津支店 ｼﾞｪｲｴｲﾋｮｳｺﾞﾛｯｺｳﾀﾏﾂ 19 西 その他

2157 塩屋北小学校 ｼｵﾔｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1717 塩屋北地域福祉センター ｼｵﾔｷﾀﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

1327 塩屋さくら苑 ｼｵﾔｻｸﾗｴﾝ 18 垂水 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

2611 塩屋児童館 ｼｵﾔｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 18 垂水 児童館
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2158 塩屋小学校 ｼｵﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1492 塩屋すみれビレッジ ｼｵﾔｽﾐﾚﾋﾞﾚｯｼﾞ 18 垂水 有料老人ホーム

3173 塩屋台自治会館 ｼｵﾔﾀﾞｲｼﾞﾁｶｲｶﾝ 18 垂水 自治会・集会所・公民館等

2309 塩屋中学校 ｼｵﾔﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 中学校

2600 児童館 ｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 40

2621 篠原児童館 ｼﾉﾊﾗｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 11 東灘 児童館

2702 神戸中央市民病院 ｼﾐﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 13 中央 病院

2159 下畑台小学校 ｼﾓﾊﾀﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1133 社会保険中央病院老健 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 15 北 特養・老健・ディサービス

2703 社会保険病院 ｼｬｶｲﾎｹﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 15 北 病院

5012 夙川地域福祉センター ｼｭｸｶﾞﾜﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 21 西宮市 兵庫県内施設

1134 珠光庵 ｼﾞｭｺｳｴﾝ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1427 ジョイ垂水 ｼﾞｮｲﾀﾙﾐ 18 垂水 有料老人ホーム

2503 正英幼稚園 ｼｮｳｴｲﾖｳﾁｴﾝ 15 北 幼稚園

1500 障害者施設 ｼｮｳｶﾞｲｼｬｼｾﾂ 40

2100 小学校 ｼｮｳｶﾞｯｺｳ 40

1428 ケアハウス松寿園 ｼｮｳｼﾞｭｴﾝ 16 長田 有料老人ホーム

2160 白川小学校 ｼﾗｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

3207 白川台さわやかクラブ ｼﾗｶﾜﾀﾞｲｻﾜﾔｶｸﾗﾌﾞ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

3174 白川台住宅集会所 ｼﾗｶﾜﾀﾞｲｼﾞｭｳﾀｸｼｭｳｶｲ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

1302 （ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ平成）白川台ホーム ｼﾗｶﾜﾀﾞｲﾎｰﾑ 17 須磨 障害者グループホーム

1361 白川台ホーム ｼﾗｶﾜﾀﾞｲﾎｰﾙ 17 須磨 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

2550 白百合学園 ｼﾗﾕﾘｶﾞｸｴﾝ 15 北 児童養護施設

1505 自立センター あづま ｼﾞﾘﾂｾﾝﾀｰｱﾂﾞﾏ 13 中央 知的障害者通所更正施設

3008 シルバーカレッジ ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ 15 北 しあわせの村

3009 シルバーカレッジ里山 ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞｻﾄﾔﾏ 15 北 しあわせの村

1135 シルバーハイツ ｼﾙﾊﾞｰﾊｲﾂ 15 北 特養・老健・ディサービス

1429 シルバーハイツひよどり台 ｼﾙﾊﾞｰﾊｲﾂﾋﾖﾄﾞﾘ 15 北 その他 老人施設

2520 信愛学園 ｼﾝｱｲｶﾞｸｴﾝ 11 東灘 児童養護施設

1136 真愛ホーム ｼﾝｱｲﾎｰﾑ 13 中央 特養・老健・ディサービス

1137 神港園しあわせの家(しあわせの村) ｼﾝｺｳｴﾝ 15 北 特養・老健・ディサービス

1138 神港園サニーライフ白川 ｼﾝｺｳｴﾝｻﾆｰﾗｲﾌｼﾗｶﾜ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

2704 神鋼病院 ｼﾝｺｳﾋﾞｮｳｲﾝ 12 灘 病院

2534 新生保育園 ｼﾝｾｲﾎｲｸｴﾝ 16 長田 保育園

1463 神前ホーム ｼﾝｾﾞﾝﾎｰﾑ 12 灘 神戸市　区

1139 神鉄デイサービス ｼﾝﾃﾂ 15 北 特養・老健・ディサービス

3175 新長田勤労市民センター ｼﾝﾅｶﾞﾀｷﾝﾛｳｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 16 長田 自治会・集会所・公民館等

2302 親和中学校 ｼﾝﾅﾁｭｳｶﾞｸ 12 灘 中学校

2161 真陽小学校 ｼﾝﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

2162 神陵台小学校 ｼﾝﾘｮｳﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

4500 神陵台日本語学校 ｼﾝﾘｮｳﾀﾞｲﾆﾎﾝｺﾞ 18 垂水 その他

1745 神陵台福祉センター ｼﾝﾘｮｳﾀﾞｲﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

5003 森林公園・森林浴コース（兵庫県内） ｼﾝﾘﾝｺｳｴﾝ･ｼﾝﾘﾝﾖｸｺｰｽ 21 兵庫県 兵庫県内施設

4011 森林植物園 ｼﾝﾘﾝｼｮｸﾌﾞﾂｴﾝ 15 北 公園・観光地･鉄道沿線

す 2163 菅の台小学校 ｽｶﾞﾉﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1140 デイホーム すずらん ｽｽﾞﾗﾝ 15 北 特養・老健・ディサービス

4046 鈴蘭台駅周辺 ｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲｴｷｼｭｳﾍﾝ 15 北 公園・観光地・鉄道沿線

2164 鈴蘭台小学校 ｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1762 鈴蘭台地域福祉センター ｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1141 すずらんDays ｽｽﾞﾗﾝﾃﾞｲｽﾞ 15 北 特養・老健・ディサービス

3176 すずらんホール ｽｽﾞﾗﾝﾎｰﾙ 15 北 自治会・集会所・公民館等

1430 ケアホーム すばる ｽﾊﾞﾙ 12 灘 グループホーム

1314 すばる六甲 ｽﾊﾞﾙﾛｯｺｳ 12 灘 特養・老健・ディサービス

1781 須磨あんしんすこやかセンター ｽﾏｱﾝｼﾝｽｺﾔｶｾﾝﾀｰ 17 須磨 あんしんすこやかセンター
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4553 須磨一の谷 ｽﾏｲﾁﾉﾀﾆ 17 須磨 その他

1310 すまいるＳＵＭＡデイサービスセンター ｽﾏｲﾙｽﾏﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1311 すまいるディサービスセンター ｽﾏｲﾙﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 13 中央 特養・老健・ディサービス

4012 須磨浦公園 ｽﾏｳﾗｺｳｴﾝ 17 須磨 公園・観光地･鉄道沿線

1315 須磨浦の里 ｽﾏｳﾗﾉｻﾄ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

4013 須磨海岸 ｽﾏｶｲｶﾞﾝ 17 須磨 公園・観光地･鉄道沿線

1142 介護デイサービス須磨海浜 ｽﾏｶｲﾋﾝ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1386 須磨きらくえん ｽﾏｷﾗｸｴﾝ 17 須磨 福祉センター

4807 その他 須磨区 ｽﾏｸ 17 須磨 神戸市　区

3131 須磨区役所 ｽﾏｸﾔｸｼｮ 17 須磨 神戸市施設

1767 須磨在宅福祉センター（ﾃﾞｲﾎｰﾑｺｽﾓｽ） ｽﾏｻﾞｲﾀｸﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

2831 須磨寺 ｽﾏﾃﾞﾗ 17 須磨 会議場･会館･寺社・教会・

4014 須磨背山 ｽﾏﾊｲｻﾞﾝ 17 須磨 公園・観光地･鉄道沿線

4547 須磨パティオお買いものサポータ ｽﾏﾊﾟﾃィｵｵｶｲﾓﾉｻﾎﾟｰﾀ 17 須磨 その他

1143 須磨はなやぎ倶楽部 ｽﾏﾊﾅﾔｷﾞｸﾗﾌﾞ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

2712 須磨裕厚病院 ｽﾏﾕｳｺｳﾋﾞｮｳｲﾝ 17 須磨 病院

1431 住吉苑 ｽﾐﾖｼｴﾝ 11 東灘 その他 老人施設

4038 住吉川 ｽﾐﾖｼｶﾞﾜ 11 東灘 公園・観光地･鉄道沿線

4048 住吉駅周辺 ｽﾐﾖｼｷｼｭｳﾍﾝ 11 東灘 公園・観光地・鉄道沿線

4043 住吉公園 ｽﾐﾖｼｺｳｴﾝ 11 東灘 公園・観光地・鉄道沿線

2165 住吉小学校 ｽﾐﾖｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

1237 住吉デイサービス ｽﾐﾖｼﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 11 東灘 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1144 住吉南デイサービス ｽﾐﾖｼﾐﾅﾐ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1145 すみれ デイサービス ｽﾐﾚ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1146 垂水すみれ苑 ｽﾐﾚｴﾝ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1147 名谷すみれ苑 ｽﾐﾚｴﾝ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1432 すみれビレッジ ｽﾐﾚﾋﾞﾚｯｼﾞ 16 長田 有料老人ホーム

4015 諏訪山公園 ｽﾜﾔﾏｺｳｴﾝ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

せ 1148  静耕 ｾｲｺｳ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

3109 神戸市青少年補導センター ｾｲｼｮｳﾈﾝﾎﾄﾞｳｾﾝﾀｰ 13 中央 神戸市施設

1149 西神デイサービス ｾｲｼﾝ 19 西 特養・老健・ディサービス

1150 西神中央デイサービス ｾｲｼﾝﾁｭｳｵｳ 19 西 特養・老健・ディサービス

1151 西神中央ユイックス ｾｲｼﾝﾁｭｳｵｳﾕｲｯｸｽ 19 西 特養・老健・ディサービス

2305 西神中学校 ｾｲｼﾝﾁｭｶﾞｯｺｳ 19 西 中学校

4506 西神プレンティアナトリウムコート ｾｲｼﾝﾌﾟﾚﾝﾃｨｱﾄﾘｳﾑｺｰﾄ 19 西 その他

4016 西神南駅 光の広場 ｾｲｼﾝﾐﾅﾐｴｷ ﾋｶﾘﾉﾋﾛﾊﾞ 19 西 公園・観光地･鉄道沿線

3177 西神南集会所 ｾｲｼﾝﾐﾅﾐｼｭｳｶｲｼｮ 19 西 自治会・集会所・公民館等

2166 成徳小学校 ｾｲﾄｸｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

1718 成徳地域福祉センター ｾｲﾄｸﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 12 灘 福祉センター

3178 清風公民館 ｾｲﾌｳｺｳﾐﾝｶﾝ 13 中央 自治会・集会所・公民館等

2639 清風児童館 ｾｲﾌｳｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 13 中央 児童館

2504 清風幼稚園 ｾｲﾌｳﾖｳﾁｴﾝ 13 中央 幼稚園

3179 西部障害者センター  舞子山手集会所 ｾｲﾌﾞｼｮｳｶﾞｲｼｬｾﾝﾀｰ ﾏｲｺ 18 垂水 自治会・集会所・公民館等

2505 聖ミカエル幼稚園 ｾｲﾐｶｴﾙﾖｳﾁｴﾝ 15 北 幼稚園

1512 青陽須磨支援学校 ｾｲﾖｳｽﾏｼｴﾝｶﾞｯｺｳ 17 須磨 障害者施設

1604 青陽西養護学校 ｾｲﾖｳﾆｼﾖｳｺﾞｶﾞｯｺｳ 18 垂水 養護学校等

1605 青陽東養護学校 ｾｲﾖｳﾋｶﾞｼﾖｳｺﾞｶﾞｯｺｳ 12 灘 養護学校等

2612 星陵台児童館 ｾｲﾘｮｳﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 18 垂水 児童館

1719 星陵台地域福祉センター ｾｲﾘｮｳﾀﾞｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

2167 星和台小学校 ｾｲﾜﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1720 星和台地域福祉センター ｾｲﾜﾀﾞｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

2303 星和台中学校 ｾｲﾜﾀﾞｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 15 北 中学校

4507 星和台・鳴子 ｾｲﾜﾀﾞｲﾅﾙｺ 15 北 その他

1721 星和台・鳴子福祉センター ｾｲﾜﾀﾞｲﾅﾙｺﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター
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3180 星和台ファミリーホール ｾｲﾜﾀﾞｲﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾙ 15 北 自治会・集会所・公民館等

1722 星和台福祉センター ｾｲﾜﾀﾞｲﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1519 ゼノの村（樅の木福祉会） ｾﾞﾉﾉﾑﾗ 19 西 障害者支援施設

4508 ルゼフィール名谷東　？ ｾﾞﾌｨ0ﾙﾐｮｳﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ 17 須磨 その他

1152 ゼフィール白川 ｾﾞﾌｨｰﾙｼﾗｶﾜ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

3211 前開八幡会館 ｾﾞﾝｶｲﾊﾁﾏﾝｶｲｶﾝ 19 西区 自治会・集会所・公民館等

1474 センター垂水 ｾﾝﾀｰﾀﾙﾐ 18 垂水 その他老人施設

2705 先端医療センター ｾﾝﾀﾝｲﾘｮｳｾﾝﾀｰ 13 中央 病院

そ 4017 総合運動公園 ｿｳｺﾞｳｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝ 19 西 公園・観光地･鉄道沿線

3110 神戸市立総合児童センター ｿｳｺﾞｳｼﾞﾄﾞｳｾﾝﾀｰ 13 中央 神戸市施設

1433 総合リハビリテーションセンター ｿｳｺﾞｳﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 19 西 その他 老人施設

3127 相楽園 ｿｳﾗｸｴﾝ 13 中央 神戸市施設

5016 その他芦屋市 ｿﾉﾀｱｼﾔｼ 30 芦屋市 兵庫県内施設

5014 その他尼崎市 ｿﾉﾀｱﾏｶﾞｻｷｼ 29 尼崎市 兵庫県内施設

5030 その他伊丹市 ｿﾉﾀｲﾀﾐｼ 26 伊丹市 兵庫県内施設

5054 その他小野市 ｿﾉﾀｵﾉｼ 27 小野 兵庫県内施設

5053 その他加古川市 ｿﾉﾀｶｺｶﾞﾜｼ 26 加古川市 兵庫県内施設

5043 その他三田市 ｿﾉﾀｻﾝﾀﾞｼ 24 三田市 兵庫県内施設

5013 その他西宮市 ｿﾉﾀﾆｼﾉﾐﾔｼ 28 西宮市 兵庫県内施設

5032 その他三木市 ｿﾉﾀﾐｷｼ 23 三木市 兵庫県内施設

1400 その他老人施設 ｿﾉﾀﾛｳｼﾞﾝｼｾﾂ 40

1224 そよ風 ｿﾖｶｾﾞ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1490 SOMPOケアラヴィーレ神戸垂水 ｿﾝﾎﾟｹｱﾗｳﾞｨｰﾚｺｳﾍﾞﾀﾙ 18 垂水 有料老人ホーム

た 1723 大開地域福祉センター ﾀﾞｲｶｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 14 兵庫 福祉センター

2400 大学・その他学校 ﾀﾞｲｶﾞｸｿﾉﾀ 40

3181 大黒自治センター ﾀﾞｲｺｸｼﾞﾁｾﾝﾀｰ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

2644 太山寺児童館 ﾀｲｻﾝｼﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2168 太山寺小学校 ﾀｲｻﾝｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2315 太山寺中学校 ﾀｲｻﾞﾝｼﾞﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 19 西 中学校

2558 太山寺幼稚園 ﾀｲｻﾞﾝｼﾞﾖｳﾁｴﾝ 19 西 幼稚園

1434 大慈苑 ﾀﾞｲｼﾞｴﾝ 19 西 その他 老人施設

2530 だいち学童保育コーナー ﾀﾞｲﾁｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 17 須磨 学童保育

2169 だいち小学校 ﾀﾞｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

2170 多井畑小学校 ﾀｲﾉﾊﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

3182 多井畑南町自治会 ﾀｲﾉﾊﾀﾐﾅﾐﾏﾁｼﾞﾁｶｲ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

2642 高尾児童館 ﾀｶｵｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 17 須磨 児童館

2171 高倉台小学校 ﾀｶｸﾗﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1724 高倉台地域福祉センター ﾀｶｸﾗﾀﾞｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

2506 高倉台保育所 ﾀｶｸﾗﾀﾞｲﾎｲｳkｼｮ 17 須磨 幼稚園

2507 高倉台幼稚園 ﾀｶｸﾗﾀﾞｲﾖｳﾁｴﾝ 17 須磨 幼稚園

1485 たかくらの夢（グループホーム） ﾀｶｸﾗﾉﾕﾒ 17 須磨 グループホーム

1758 たかとりあんしんすこやかｾﾝﾀｰ（須磨在宅福祉ｾﾝﾀｰ） ﾀｶﾄﾘｱﾝｼﾝｽｺﾔｶｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

2641 たかとり児童館 ﾀｶﾄﾘｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 17 須磨 児童館

2308 鷹取中学校 ﾀｶﾄﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 中学校

1725 高取福祉センター ﾀｶﾄﾘﾌｸｼｾﾝﾀｰ 16 長田 福祉センター

2172 高羽小学校 ﾀｶﾊｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

2508 高羽美賀多台幼稚園 ﾀｶﾊﾐｶﾀﾀﾞｲﾖｳﾁｴﾝ 19 西 幼稚園

2532 高丸学童保育コーナー ﾀｶﾏﾙｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 18 垂水 学童保育

2173 高丸小学校 ﾀｶﾏﾙｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

4545 高和教会 ﾀｶﾜｷｮｳｶｲ 19 西 その他

2174 高和小学校 ﾀｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1328 たかわの里（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) ﾀｶﾜﾉｻﾄﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 19 西 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1506 滝谷グループホーム ﾀｷﾀﾆｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 14 兵庫 障害者施設

1507 滝谷ホーム ﾀｷﾀﾆﾎｰﾑ 16 長田 障害者施設

10 / 20 ページ



コード 活動場所 フリガナ 区コード 区 分類

4018 竹の北公園 ﾀｹﾉｷﾀｺｳｴﾝ 19 西 公園・観光地･鉄道沿線

2646 竹の台児童館 ﾀｹﾉﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

2175 竹の台小学校 ﾀｹﾉﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1726 竹の台福祉センター ﾀｹﾉﾀﾞｲﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

3205 たけのパーク ﾀｹﾉﾊﾟｰｸ 19 西 自治会

3183 橘地域ふれあいセンター ﾀﾁﾊﾞﾅﾁｲｷﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰ 13 中央 自治会・集会所・公民館等

2624 田中児童館 ﾀﾅｶｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 11 東灘 児童館

2176 谷上小学校 ﾀﾆｶﾞﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1748 谷上福祉センター ﾀﾆｶﾞﾐﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

4607 谷口農園 ﾀﾆｸﾞﾁﾉｳｴﾝ 19 西 民間企業

2177 玉津第１小学校 ﾀﾏﾂﾀﾞｲｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2509 玉津第２幼稚園 ﾀﾏﾂﾀﾞｲﾆﾖｳﾁｴﾝ 19 西 幼稚園

1765 玉津地域福祉センター ﾀﾏﾂﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

3111 玉津水環境センター ﾀﾏﾂﾐｽﾞｶﾝｷｮｳｾﾝﾀｰ 19 西 神戸市施設

1333 玉津南寿楽会 ﾀﾏﾂﾐﾅﾐ 19 西 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

2560 たまつ幼稚園 ﾀﾏﾂﾖｳﾁｴﾝ 19 西 幼稚園

1508 たまも園 ﾀﾏﾓｴﾝ 16 長田 障害者施設

2178 多聞台小学校 ﾀﾓﾝﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1727 多聞台地域福祉センター ﾀﾓﾝﾀﾞｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

2223 多聞の丘小学校 ﾀﾓﾝﾉｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

2179 多聞東小学校 ﾀﾓﾝﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1728 多聞東地域福祉センター ﾀﾓﾝﾋｶﾞｼﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

2510 多聞ひまわり幼稚園 ﾀﾓﾝﾋﾏﾜﾘﾖｳﾁｴﾝ 18 垂水 幼稚園

2180 多聞南小学校 ﾀﾓﾝﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

4019 舞子駅周辺 ﾀﾙﾐｴｷ 18 垂水 公園・観光地･鉄道沿線

4808 その他 垂水区 ﾀﾙﾐｸ 18 垂水 神戸市　区

3135 垂水区文化センター ﾀﾙﾐｸﾌﾞﾝｶｾﾝﾀ 18 垂水 神戸市施設

3112 垂水区役所 ﾀﾙﾐｸﾔｸｼｮ 18 垂水 神戸市施設

1435 たるみグループホーム ﾀﾙﾐｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 18 垂水 グループホーム

1436 垂水グループホーム ﾀﾙﾐｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 18 垂水 グループホーム

1729 垂水在宅福祉センター ﾀﾙﾐｻﾞｲﾀｸﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

2181 垂水小学校 ﾀﾙﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

3124 垂水処理場 ﾀﾙﾐｼｮﾘｼﾞｮｳ 18 垂水 神戸市施設

1217 垂水すみれ苑 ﾀﾙﾐｽﾐﾚｴﾝ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

2832 垂水年金会館 ﾀﾙﾐﾈﾝｷﾝｶｲｶﾝ 18 垂水 会議場･会館･寺社・教会・

2312 垂水東中学校 ﾀﾙﾐﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 中学校

2542 たるみ保育園 ﾀﾙﾐﾎｲｸｴﾝ 18 垂水 保育園

1606 垂水養護学校 ﾀﾙﾐﾖｳｺﾞｶﾞｯｺｳ 18 垂水 養護学校等

2556 たるみ幼稚園 ﾀﾙﾐﾖｳﾁｴﾝ 18 垂水 幼稚園

ち 1518 地域活動ｼｴﾝｾﾝﾀｰ　わかば ﾁｲｷｼｴﾝｾﾝｾﾝﾀｰﾜｶﾊﾞ 11 東灘 障害者施設

4036 ちとせ公園 ﾁﾄｾｺｳｴﾝ 16 長田 公園・観光地･鉄道沿線

3184 千歳地区センター集会所 ﾁﾄｾﾁｸｾﾝﾀｰ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

2655 千鳥が丘児童館 ﾁﾄﾞﾘｶﾞｵｶｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 18 垂水 児童館

2182 千鳥が丘小学校 ﾁﾄﾞﾘｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1154 千鳥山山荘デイサービス ﾁﾄﾞﾘﾔﾏｻﾝｿｳ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

1397 チャーム須磨海浜公園 ﾁｬｰﾑｽﾏｶｲﾋﾝｺｳｴﾝ 17 須磨 その他老人施設

4803 その他 中央区 ﾁｭｳｵｳｸ 13 中央 神戸市　区

2183 中央小学校 ﾁｭｳｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

2300 中学校・高等学校ほか ﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 40

1155 長寿庵 ﾁｮｳｼﾞｭｱﾝ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

2184 千代が丘小学校 ﾁﾖｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1730 千代丘地域福祉センター ﾁﾖｶﾞｵｶﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

つ 2833 通照院 ﾂｳｼｮｳｲﾝ 18 垂水 会議場･会館･寺社・教会・

2620 月が丘児童コーナー ﾂｷｶﾞｵｶｼﾞﾄﾞｳｺｰﾅｰ 19 西 児童館
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2185 月が丘小学校 ﾂｷｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

4509 月見山学習センター ﾂｷﾐﾔﾏｶﾞｸｼｭｳｾﾝﾀｰ 17 須磨 その他

3185 月見山自治会館 ﾂｷﾐﾔﾏｼﾞﾁｶｲｶﾝ 17 須磨 自治会・集会所・公民館等

1390 ツクイ秋葉台 ﾂｸｲｱｷﾊﾞﾀﾞｲ 19 西 その他老人施設

1156 ツクイ落合デイサービスセンター ﾂｸｲｵﾁｱｲ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1323 ツクイ神戸学園東町 ﾂｸｲｺｳﾍﾞｶﾞｸｴﾝﾋｶﾞｼﾏﾁ 19 西 特養・老健・ディサービス

1157 ツクイ長田デイサービスふれあい ﾂｸｲﾅｶﾞﾀ 16 長田 特養・老健・ディサービス

4529 筑紫が丘（サマーフェスティバル） ﾂｸｼｶﾞｵｶｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 15 北 その他

2186 筑紫が丘小学校 ﾂｸｼｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2187 つつじが丘小学校 ﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

2188 鶴甲小学校 ﾂﾙｶﾌﾞﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

て 3209 出合公民館 ﾃﾞｱｲｺｳﾐﾝｶﾝ 19 西 自治会・集会所・公民館等

2189 出合小学校 ﾃﾞｱｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1472 ディアージュ神戸 ﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ神戸 18 垂水 その他老人施設

1303 ディサービスあおぞら ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｱｵｿﾞﾗ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1221 ディサービスあったか西舞子 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｱｯﾀｶﾆｼﾏｲｺ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1235 デイサービスかみさわ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｶﾐｻﾜ 14 兵庫 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1153 デイサービス サクラ　板宿 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｸﾗ　ｲﾀﾔﾄﾞ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1309 デイサービスサクラ　須磨 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｸﾗ　ｽﾏ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1220 デイサービスサクラ　長田 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｸﾗ　ﾅｶﾞﾀ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1215 ディサービス珠光庵 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽシュｺｳｱﾝ 19 西 特養・老健・ディサービス

1233 デイサービス笑楽岡場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｼｮｳﾗｸｵｶﾊﾞ 15 北 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1234 デイサービスはやしやま ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊﾔｼﾔﾏ 16 北 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1331 デイサービス　ファーストクラス ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾌｱｽﾄｸﾗｽ 19 西 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1212 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾌﾚﾝﾄﾞ神戸 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾌﾚﾝﾄﾞｺｳﾍﾞ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1238 デイサービスみなみおちあい ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾐﾅﾐｵﾁｱｲ 17 須磨 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1232 デイサービスりきゅうまえ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾘｷｭｳﾏｴ 17 須磨 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1230 デイサービスなんきんまめ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾝﾝｷﾝﾏﾒ 19 西 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

3113 デュオこうべ ﾃﾞｭｵｺｳﾍﾞ 13 中央 神戸市施設

と 1313 透鹿園 ﾄｳｶｴﾝ 19 西 特養・老健・ディサービス

5210 東京 ﾄｳｷｮｳ 32 東京 兵庫県外

2638 道場児童館 ﾄﾞｳｼﾞｮｳｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2190 道場小学校 ﾄﾞｳｼﾞｮｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1163 東部（灘）デイサービス ﾄｳﾌﾞ（ﾅﾀﾞ） 12 灘 特養・老健・ディサービス

2546 同朋学園 ﾄﾞｳﾎｳｶﾞｸｴﾝ 12 灘 児童福祉施設

4020 都賀川 ﾄｶﾞｶﾞﾜ 12 灘 公園・観光地･鉄道沿線

1603 県立特別支援学校 ﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝﾖｳｺﾞｶﾞｯｺｳ 15 北 養護学校等

1218 特養うみのほし ﾄｸﾖｳｳﾐﾉﾎｼ 12 灘 特養・老健・ディサービス

1100

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設(老健)/ﾃﾞｲサービス トクヨウロウジンホーム 40

1158 友が丘 いきいきの郷 ﾄﾓｶﾞｵｶｲｷｲｷﾉｻﾄ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1437 友が丘ゆうあい ﾄﾓｶﾞｵｶﾕｳｱｲ 19 西 その他 老人施設

1316 ドリームヒルズ滝山 ﾄﾞﾘｰﾑﾋﾙｽﾞﾀｷﾔﾏ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

3010 トリム園地斜面 ﾄﾘﾑｴﾝﾁｼｬﾒﾝ 15 北 いあわせの村

な 2191 長尾小学校 ﾅｶﾞｵｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1159 長坂園 ﾅｶﾞｻｶｴﾝ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

2192 長坂小学校 ﾅｶﾞｻｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1731 長坂地域福祉センター ﾅｶﾞｻｶﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

4806 その他 長田区 ﾅｶﾞﾀｸ 16 長田 神戸市　区

3186 長田公民館 ﾅｶﾞﾀｺｳﾐﾝｶﾝ 16 長田 自治会・集会所・公民館等

2543 長田こどもホーム ﾅｶﾞﾀｺﾄﾞﾓﾎｰﾑ 16 長田 児童養護施設

1732 長田在宅福祉センター ﾅｶﾞﾀｻﾞｲﾀｸﾌｸｼｾﾝﾀｰ 16 長田 福祉センター

2637 長田児童館 ﾅｶﾞﾀｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 16 長田 児童館

2193 長田小学校 ﾅｶﾞﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

1160 長田すみれデイサービス ﾅｶﾞﾀｽﾐﾚ 16 長田 特養・老健・ディサービス
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1161 長田すみれビレッジ ﾅｶﾞﾀｽﾐﾚﾋﾞﾚｯｼﾞ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1733 長田地域福祉センター ﾅｶﾞﾀﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 16 長田 福祉センター

2194 長田南小学校 ﾅｶﾞﾀﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

4608 仲間農園 ﾅｶﾏﾉｳｴﾝ 19 西 民間企業

1775 中道地域福祉センター ﾅｶﾐﾁﾌｸｼｾﾝﾀｰ 14 兵庫 福祉センター

4021 長楽公園 ﾅｶﾞﾗｺｳｴﾝ 16 長田 公園・観光地･鉄道沿線

2654 長楽児童館 ﾅｶﾞﾗｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 16 長田 児童館

2613 なぎさ児童館 ﾅｷﾞｻｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 13 中央 児童館

2195 なぎさ小学校 ﾅｷﾞｻｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

2196 名倉小学校 ﾅｸﾞﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

1162 和み ﾅｺﾞﾐ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1317 なごみ介護センター ﾅｺﾞﾐｶｲｺﾞｾﾝﾀｰ 15 北 特養・老健・ディサービス

4802 その他 灘区 ﾅﾀﾞｸ 12 灘 神戸市　区

3133 灘区文化センター ﾅﾀﾞｸﾌﾞﾝｶｾﾝﾀｰ 12 灘 神戸市施設

3187 灘区民ホール ﾅﾀﾞｸﾐﾝﾎｰﾙ 12 灘 自治会・集会所・公民館等

1768 灘在宅福祉センター ﾅﾀﾞｻﾞｲﾀｸﾌｸｼｾﾝﾀｰ 12 灘 福祉センター

2614 灘児童館 ﾅﾀﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 12 灘 児童館

2197 灘小学校 ﾅﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

3505 灘浜サイエンススクエアー ﾅﾀﾞﾊﾏｻｲｴﾝｽｽｸｴｱｰ 12 灘 国・兵庫県･民間施設

1164 ナチュラルハウス ﾅﾁｭﾗﾙﾊｳｽ 19 西 特養・老健・ディサービス

1165 なでしこデイホーム ﾅﾃﾞｼｺ 19 西 特養・老健・ディサービス

1166 なでしこの里 デイサービス ﾅﾃﾞｼｺﾉｻﾄ 19 西 特養・老健・ディサービス

1167 なでしこホーム（西在宅福祉センター） ﾅﾃﾞｼｺﾎｰﾑ 19 西 特養・老健・ディサービス

1465 なのはな高倉台 ﾅﾉﾊﾅﾀｶｸﾗﾀﾞｲ 17 須磨 その他 老人施設

3208 南陽台自治会集会所 ﾅﾝﾖｳﾀﾞｲｼﾞﾁｶｲｼｭｳ 19 西 自治会・集会所・公民館等

に 3188 にくつか公民館 ﾆｸﾂｶｺｳﾐﾝｶﾝ 16 長田 自治会・集会所・公民館等

4548 にこすま食堂 ﾆｺｽﾏｼｮｸﾄﾞｳ 17 須磨 その他

1438 にこにこハウス療育センター ﾆｺﾆｺﾊｳｽﾘｮｳｲｸｾﾝﾀｰ 15 北 しあわせの村

2198 西落合小学校 ﾆｼｵﾁｱｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

4809 その他 西区 ﾆｼｸ 19 西 神戸市　区

3189 西区民センター ﾆｼｸﾐﾝｾﾝﾀｰ 19 西 自治会・集会所・公民館等

3190 西区民センター なでしこホール ﾆｼｸﾐﾝｾﾝﾀｰ ﾅﾃﾞｼｺﾎｰﾙ 19 西 自治会・集会所・公民館等

2199 西郷小学校 ﾆｼｺﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

1464 西神戸エルダーハウス ﾆｼｺｳﾍﾞｴﾙﾀﾞｰﾊｳｽ 19 西 神戸市　区

1168 西神戸老人ホーム ﾆｼｺｳﾍﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ 19 西 特養・老健・ディサービス

2710 西市民病院 ﾆｼｼﾐﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 16 長田 病院

2535 西鈴蘭台頌栄保育園 ﾆｼｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲｼｮｳｴｲﾎｲｸ 15 北 保育園

2511 西鈴蘭台保育所 ﾆｼｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲﾎｲｸｼｮ 15 北 幼稚園

2200 西須磨小学校 ﾆｼｽﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

2512 西須磨幼稚園 ﾆｼｽﾏﾖｳﾁｴﾝ 17 須磨 幼稚園

3191 西垂水会館 ﾆｼﾀﾙﾐｶｲｶﾝ 18 垂水 自治会・集会所・公民館等

2201 西灘小学校 ﾆｼﾅﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

2528 西舞子学童保育コーナー ﾆｼﾏｲｺｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 18 垂水 学童保育

2202 西舞子小学校 ﾆｼﾏｲｺｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

2561 西山学童保育 ﾆｼﾔﾏｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸ 15 北 学童保育

2834 西山記念会館 ﾆｼﾔﾏｷﾈﾝｶｲｶﾝ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

2615 西山児童館 ﾆｼﾔﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2203 西山小学校 ﾆｼﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2636 西脇こども広場 ﾆｼﾜｷｺﾄﾞﾓﾋﾛﾊﾞ 18 垂水 こども広場

2204 西脇小学校 ﾆｼﾜｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

2706 日赤 ﾆｯｾｷ 13 中央 病院

2616 二宮児童館 ﾆﾉﾐﾔｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 13 中央 児童館

1782 二宮地域福祉センター ﾆﾉﾐﾔﾁｲｷ 13 中央 地域福祉センター

3011 日本庭園 ﾆﾎﾝﾃｲｴﾝ 15 北 いあわせの村
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3506 日本郵便 ﾆﾎﾝﾕｳﾋﾞﾝ 13 中央 国・兵庫県･民間施設

2804 ホテル ニューオータニ ﾆｭｰｵｰﾀﾆ 13 中央 ホテル

の 1509 のばら学園 ﾉﾊﾞﾗｶﾞｸｴﾝ 18 垂水 知的障害児通園施設

は 1439 ハートフル湊川 ﾊｰﾄﾌﾙﾐﾅﾄｶﾞﾜ 14 兵庫 その他 老人施設

1469 ハートランド ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ 18 垂水 その他 老人施設

4022 ハーバーランド ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

4609 ハーバーランドスペースシアター ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｽﾍﾟｰｽｼｱﾀｰ 13 中央 民間企業

1470 ﾊﾟｰﾏﾘｨ･ｲﾝ西神春日台 ﾊﾟｰﾏﾘｨ・ｲﾝﾆｼｶｽｶﾞﾀﾞｲ 19 西 有料老人ホーム

1494 パーマリィ・イン須磨 ﾊﾟｰﾏﾘｨｲﾝｽﾏ 17 須磨 有料老人ホーム

1169 パーマリ･イン中道 ﾊﾟｰﾏﾘｲﾝﾅｶﾐﾁ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

1440 ハーモニアス谷上 ﾊｰﾓﾆｱｽﾀﾆｶﾞﾐ 15 北 有料老人ホーム

1324 梅香園 ﾊﾞｲｺｳｴﾝ 15 北 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

5302 ハイヤットリージェンシーホテル ﾊｲﾔｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰﾎﾃﾙ 31 大阪 兵庫県外

1207 白寿苑 ﾊｸｼﾞｭｴﾝ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1441 柏寿園 ﾊｸｼﾞｭｴﾝ 15 北 市立老人ホーム

2205 蓮池小学校 ﾊｽｲｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

4540 櫨谷川 ﾊｾﾀﾆｶﾞﾜ 19 西 その他

2206 櫨谷小学校 ﾊｾﾞﾀﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

2317 櫨谷中学校 ﾊｾﾞﾀﾆﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 19 西 中学校

3192 灘区民センター ﾊﾞﾀﾞｸﾐﾝｾﾝﾀｰ 12 灘 自治会・集会所・公民館等

2207 八多小学校 ﾊﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2631 旗塚児童館 ﾊﾀツカﾞﾄﾞｳｶﾝ 19 西 児童館

3507 ＨＡＴ神戸 ﾊｯﾄｺｳﾍﾞ 13 中央 国・兵庫県･民間施設

1312 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ北鈴蘭台ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞ 15 北 特養・老健・ディサービス

2208 花谷小学校 ﾊﾅﾀﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1734 花谷地域福祉センター ﾊﾅﾀﾆﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

1484 花ちとせ（グループホーム） ﾊﾅﾁﾄｾ 17 須磨 グループホーム

3122 花と緑のまち推進センター ﾊﾅﾄﾐﾄﾞﾘﾉﾏﾁｽｲｼﾝｾﾝﾀｰ 13 中央 神戸市施設

1170 花の風 ﾊﾅﾉｶｾﾞ 19 西 特養・老健・ディサービス

1171 花みさき ﾊﾅﾐｻｷ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

3013 しあわせのむら(花見の森) ﾊﾅﾐﾉﾓﾘ 15 北 しあわせのむら

2209 花山小学校 ﾊﾅﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

4032 花山小学校裏山 ﾊﾅﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳｳﾗﾔﾏ 15 北 公園・観光地･鉄道沿線

3193 花山手自治会館 ﾊﾅﾔﾏﾃｼﾞﾁｶｲｶﾝ 15 北 自治会・集会所・公民館等

1488 はぴね ﾊﾋﾟﾈ 19 西 有料老人ホーム

1491 はぴね神戸学園都市 ﾊﾋﾟﾈｺｳﾍﾞｶﾞｸｴﾝﾄｼ 19 西 有料老人ホーム

2210 浜山小学校 ﾊﾏﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 小学校

2708 林山クリニック ﾊﾔｼﾔﾏｸﾘﾆｯｸ 16 長田 病院

1442 林山クリニック  希望の家 ﾊﾔｼﾔﾏｸﾘﾆｯｸｷﾎﾞｳﾉｲｴ 17 須磨 ホスピス

ひ 4510 PHD協会事務所 ﾋﾟｰｴｲﾁﾃﾞｨｷｮｳｶｲ 13 中央 その他

2531 稗田学童保育コーナー ﾋｴﾀﾞｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 12 灘 学童保育

2211 稗田小学校 ﾋｴﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

2212 東落合小学校 ﾋｶﾞｼｵﾁｱｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1443 東川崎高齢者ケアセンター ﾋｶﾞｼｶﾜｻｷｺｳﾚｲｼｬｹｱ 13 中央 その他 老人施設

1172 東川崎デイサービス真愛 ﾋｶﾞｼｶﾜｻｷﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

4023 東白川台団地 広場 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜﾀﾞｲﾀﾞﾝﾁﾋﾛﾊﾞ 17 須磨 公園・観光地･鉄道沿線

1444 東須磨愛育園 ﾋｶﾞｼｽﾏｱｲｲｲｸｴﾝ 17 須磨 その他 老人施設

2640 東須磨児童館 ﾋｶﾞｼｽﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 17 須磨 児童館

2213 東須磨小学校 ﾋｶﾞｼｽﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1387 東須磨地域福祉センター ﾋｶﾞｼｽﾏﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

2214 東垂水小学校 ﾋｶﾞｼﾀﾙﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

4801 その他 東灘区 ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞｸ 11 東灘 神戸市　区

4524 東灘区西国浜街道 ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞｸｻｲｺｸﾊﾏｶｲﾄﾞｳ 11 東灘 その他

3194 東灘区民センター ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞｸﾐﾝｾﾝﾀｰ 11 東灘 自治会・集会所・公民館等
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3129 東灘区民センター小ホール（魚崎） ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞｸﾐﾝｾﾝﾀｰｼｮｳﾎ 11 東灘 神戸市施設

3120 東灘区役所 ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞｸﾔｸｼｮ 11 東灘 神戸市施設

2215 東灘小学校 ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞｼｭｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

2524 東灘のぞみ幼稚園 ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞﾉｿﾞﾐﾖｳﾁｴﾝ 11 東灘 幼稚園

2563 東舞子学童保育コーナー ﾋｶﾞｼﾏｲｺｶﾞｸﾄﾞｳ 18 垂水 学童保育

2216 東舞子小学校 ﾋｶﾞｼﾏｲｺｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

2217 東町小学校 ﾋｶﾞｼﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1735 東町地域福祉センター ﾋｶﾞｼﾏﾁﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 19 西 福祉センター

4024 三宮 東遊園地 ﾋｶﾞｼﾕｳｴﾝﾁ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

1173 菱興デイサービスふれあい ﾋｼｺｳﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾌﾚｱｲ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

3515 人と防災未来センター ﾋﾄﾄﾎﾞｳｻｲﾐﾗｲｾﾝﾀｰ 13 中央 国・兵庫県・民間施設

2219 雲雀丘小学校 ﾋﾊﾞﾘｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

1520 ひふみ園（くすのき会） ﾋﾌﾐｴﾝ 15 北 障害者支援施設

1174 デイサービス ひまわり ﾋﾏﾜﾘ 12 灘 特養・老健・ディサービス

1175 ひまわりの家 ﾋﾏﾜﾘ 12 灘 特養・老健・ディサービス

1445 ひまわり ﾋﾏﾜﾘ 12 灘 その他 老人施設

1446 ひまわりの家 ﾋﾏﾜﾘﾉｲｴ 12 灘 グループホーム

1176 ヒューマンライフ ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1177 ヒューマンライフ板宿 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｲﾀﾔﾄﾞ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1178 ヒューマンライフ板宿の湯 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｲﾀﾔﾄﾞﾉﾕ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1179 ヒューマンライフケア ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｹｱ 13 中央 特養・老健・ディサービス

1219 ヒューマンライフケア東灘 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｹｱﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1447 ヒューマンライフ 灘の湯 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌﾅﾀﾞﾉﾕ 12 灘 その他 老人施設

2700 病院・ ﾋﾞｮｳｲﾝ 40

2835 兵庫カソリック教会 ﾋｮｳｺﾞｶｿﾘｯｸ 14 兵庫 会議場･会館･寺社・教会・

3128 兵庫勤労市民センター ﾋｮｳｺﾞｷﾝﾛｳｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 14 兵庫 神戸市施設

4804 その他 兵庫区 ﾋｮｳｺﾞｸ 14 兵庫 神戸市　区

1482 兵庫区リヴィラ ﾋｮｳｺﾞｸﾘｳﾞｨﾗ 14 兵庫 その他老人施設

3000 兵庫県・神戸市施設 ヒョウゴケコウベシシセツ 40

4555 兵庫ケナフの会の畑 ﾋｮｳｺﾞｹﾅﾌ 15 北 その他

5001 その他 兵庫県 ﾋｮｳｺﾞｹﾝ 21 兵庫県 兵庫県内施設

3500 兵庫県・国の施設 ヒョウゴケン・クニ 40

5200 その他兵庫県外 ﾋｮｳｺﾞｹﾝｶﾞｲ 30 県外 兵庫県外

3517 兵庫県公館 ﾋｮｳｺﾞｹﾝｺｳｶﾝ 13 中央 国・兵庫県・民間施設

5052 兵庫県公館 ﾋｮｳｺﾞｹﾝｺｳｶﾝ 13 中央 兵庫県内施設

3508 兵庫健康ライフプラザ ﾋｮｳｺﾞｹﾝｺｳﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ 14 兵庫 国・兵庫県･民間施設

3512 兵庫県私学会館 ﾋｮｳｺﾞｹﾝｼｶﾞｸｶｲｶﾝ 13 中央 国・兵庫県・民間施設

3509 兵庫県庁 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾁｮｳ 13 中央 国・兵庫県･民間施設

1736 兵庫県福祉センター ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ 13 中央 福祉センター

3513 兵庫県民会館 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾐﾝｶｲｶﾝ 13 中央 国・兵庫県・民間施設

2405 兵庫県立大学 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 19 西 大学

3510 兵庫県立美術館 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 13 中央 国・兵庫県･民間施設

1751 兵庫在宅福祉センター ﾋｮｳｺﾞｻﾞｲﾀｸﾌｸｼｾﾝﾀｰ 14 兵庫 福祉センター

2649 兵庫児童館 ﾋｮｳｺﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 14 兵庫 児童館

2220 兵庫大開小学校 ﾋｮｳｺﾞﾀﾞｲｶｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 小学校

3511 ひょうごボランタリープラザ ﾋｮｳｺﾞﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ 13 中央 国・兵庫県･民間施設

4511 兵庫ボランタリープラザ ﾋｮｳｺﾞﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ 14 兵庫 その他

3195 ひよどり ﾋﾖﾄﾞﾘ 15 北 自治会・集会所・公民館等

4034 ひよどりごえ森林公園 ﾋﾖﾄﾞﾘｺﾞｴｼﾝﾘﾝｺｳｴﾝ 15 北 公園・観光地･鉄道沿線

4512 ひよどり台エポック ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲｴﾎﾟｯｸ 15 北 その他

4513 ひよどり台交流プラザ ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲｺｳﾘｭｳﾌﾟﾗｻﾞ 15 北 その他

2652 ひよどり台児童館 ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2222 ひよどり台小学校 ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1761 ひよどり台地域福祉センター（ふれまち協議会） ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター
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4526 ひよどり台ふれあいのまちづくり協議会 ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲﾌﾚｱｲﾉﾏﾁﾂﾞｸﾘ 14 北 その他

2538 ひよどり台保育所 ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲﾎｲｸｼｮ 15 北 保育所

1180 ひよどり台ホーム ﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲﾎｰﾑ 15 北 特養・老健・ディサービス

2307 ひよどり中学校 ﾋﾖﾄﾞﾘﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 15 北 中学校

1753 ひよどり福祉センター ﾋﾖﾄﾞﾘﾌｸｼｾﾝﾀｰ 14 兵庫 福祉センター

4549 ひよどりふれあい町づくりセンター ﾋﾖﾄﾞﾘﾌﾚｱｲﾏﾁﾂﾞｸﾘ 14 兵庫 その他

2513 ひよどり幼稚園 ﾋﾖﾄﾞﾘﾖｳﾁｴﾝ 15 北 幼稚園

2224 平野(西区)小学校 ﾋﾗﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

3213 平野地域福祉会館 ﾋﾗﾉﾁｲｷﾌｸｼｶｲｶﾝ 14 兵庫 自治会・集会所・公民館等

ふ 4514 ファッションプラザ ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 11 東灘 その他

4515 神戸市ファミリーサポートセンター ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 13 中央 その他

1448 ブイバ・サン神戸 ﾌﾞｲﾊﾞｻﾝｺｳﾍﾞ 19 西 その他 老人施設

4535 深江 ﾌｶｴ 11 東灘 その他

3196 葺合公民館 ﾌｷｱｲｺｳﾐﾝｶﾝ 13 中央 自治会・集会所・公民館等

1389 葺合中学校 ﾌｷｱｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 中学校

2225 福池小学校 ﾌｸｲｹｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

2836 神戸福音ルーテル教会 ﾌｸｲﾝﾙｰﾃﾙｷｮｳｶｲ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

1700 福祉センター フクシセンター 40

2226 福住小学校 ﾌｸｽﾞﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

4025 福田川 ﾌｸﾀﾞｶﾞﾜ 18 垂水 公園・観光地･鉄道沿線

2227 福田小学校 ﾌｸﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

2313 福田中学校 ﾌｸﾀﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 中学校

1181 ふじの里 ﾌｼﾞﾉｻﾄ 15 北 特養・老健・ディサービス

2228 藤原台小学校 ﾌｼﾞﾜﾗﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1449 藤原台ふじの里 ﾌｼﾞﾜﾗﾀﾞｲﾌｼﾞﾉｻﾄ 15 北 その他 老人施設

2514 藤原台幼稚園 ﾌｼﾞﾜﾗﾀﾞｲﾖｳﾁｴﾝ 15 北 保育所

3114 婦人会館 ﾌｼﾞﾝｶｲｶﾝ 13 中央 神戸市施設

4026 再度山･布引 ﾌﾀﾀﾋﾞｻﾝ･ﾇﾉﾋﾞｷ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

1182 デイサービス再度筋 ﾌﾀﾀﾋﾞｽｼﾞ 13 中央 特養・老健・ディサービス

1388 ふたば ﾌﾀﾊﾞ 16 長田 特養・老健・ディサービス

2547 双葉学園 ﾌﾀﾊﾞｶﾞｸｴﾝ 12 灘 児童福祉施設

3126 ふたば学舎 ﾌﾀﾊﾞｶﾞｸｼｬ 16 長田 神戸市施設

2244 ふたば小学校 ﾌﾀﾊﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

1225 ぷらむの里 ﾌﾟﾗﾑﾉｻﾄ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

3115 フルーツフラワーパーク ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 15 北 神戸市施設

1450 ブルーバレイ ﾌﾞﾙｰﾊﾞﾚｲ 12 灘 その他 老人施設

1183 デーサービスセンター ふるさと ﾌﾙｻﾄ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1184 ケアセンター ふれあい ﾌﾚｱｲ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1451 ふれあい介護センター ﾌﾚｱｲｶｲｺﾞｾﾝﾀｰ 17 須磨 その他 老人施設

1362 ふれあい介護センターMGS名谷 ﾌﾚｱｲｶｲｺﾞｾﾝﾀｰｴﾑｼﾞ 17 須磨 高齢者介護支援ｾﾝﾀｰ

1452 ふれあいの会 ﾌﾚｱｲﾉｶｲ 13 中央 その他 老人施設

1186 デーサービス フレンド ﾌﾚﾝﾄﾞ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1325 ふれんど神戸 ﾌﾚﾝﾄﾞｺｳﾍﾞ 16 長田 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1209 フレンド神戸デｲサービス ﾌﾚﾝﾄﾞｺｳﾍﾞﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

1222 ふれんど中山手苑 ﾌﾚﾝﾄﾞﾅｶｬﾏﾃｴﾝ 13 中央 特養・老健・ディサービス

1187 フローラルビラ垂水 ﾌﾛｰﾗﾙﾋﾞﾗﾀﾙﾐ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

3116 神戸文化ホール ﾌﾞﾝｶﾎｰﾙ 13 中央 神戸市施設

ほ 2540 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふらっぷ有瀬校 ﾎｳｶｺﾞﾄｳﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾌﾗｯﾌﾟｱﾘ 19 西 学童保育

2541 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふらっぷ王塚台校 ﾎｳｶｺﾞﾄｳﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾌﾗｯﾌﾟｵｳ 19 西 学童保育

2537 房王子保育所 ﾎﾞｳﾎｳｼﾞﾎｲｸｼｮ 16 長田 保育所

1188 ぽー愛 ﾎﾟｰｱｲ 13 中央 特養・老健・ディサービス

4027 ポートアイランド ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

4028 ポートアイランド 市民広場 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾐﾝﾋﾛﾊﾞ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

1189 デイサービスほがらか ﾎｶﾞﾗｶ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

16 / 20 ページ



コード 活動場所 フリガナ 区コード 区 分類

1515 ほっとぽっと ﾎｯﾄﾎﾟｯﾄ 17 須磨 障害者施設

2800 ホテル・集会所 ホテルシュウカイショ 40

1453 保養センター ひよどり ﾎﾖｳｾﾝﾀｰﾋﾖﾄﾞﾘ 15 北 しあわせの村

2229 本庄小学校 ﾎﾝｼﾞｮｵｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

1190 本多聞ケアホーム ﾎﾝﾀﾓﾝｹｱﾎｰﾑ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1750 本多聞高齢者介護センター ﾎﾝﾀﾓﾝｺｳﾚｲｼｬｼｴﾝｾﾝ 18 垂水 福祉センター

2643 本多聞児童館 ﾎﾝﾀﾓﾝｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 18 垂水 児童館

2230 本多聞小学校 ﾎﾝﾀﾓﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

ま 4044 舞子公園 ﾏｲｺｺｳｴﾝ 18 垂水 公園・観光地・鉄道沿線

2231 舞子小学校 ﾏｲｺｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

3197 舞子台ホーム ﾏｲｺﾀﾞｲﾎｰﾑ 18 垂水 自治会・集会所・公民館等

2838 舞子ビラ ﾏｲｺﾋﾞﾗ 18 垂水 会議場･会館･寺社・教会・

3198 舞子山手復興住宅集会所 ﾏｲｺﾔﾏﾃﾌｯｺｳｼﾞｭｳﾀｸ 18 垂水 自治会・集会所・公民館等

2273 舞多聞小学校 ﾏｲﾀﾓﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水区 小学校

1191 マインレーベン ﾏｲﾝﾚｰﾍﾞﾝ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1192 まごころ ﾏｺﾞｺﾛ 19 西 特養・老健・ディサービス

1737 まごころ みくら地域福祉センター ﾏｺﾞｺﾛﾐｸﾗﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 16 長田 福祉センター

4516 増金アットホーム ﾏｽｶﾈｱｯﾄﾎｰﾑ 19 西 その他

1399 街かどケアホームのどか ﾏﾁｶﾄﾞｹｱﾎｰﾑﾉﾄﾞｶ 16 長田 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

3117 こうべまちづくり会館 ﾏﾁﾂﾞｸﾘｶｲｶﾝ 13 中央 神戸市施設

2518 松尾学童保育コーナー ﾏﾂｵｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 17 須磨 学童保育

2232 松尾小学校 ﾏﾂｵｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1738 松尾地域福祉センター ﾏﾂｵﾌﾁｲｷｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

3206 松ヶ枝町自治会館 ﾏﾂｶﾞｴﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾁｶｲｶﾝ 15 北 自治会・集会所・公民館等

2549 学が丘保育園 ﾏﾅﾋﾞｶﾞｵｶﾉｲｸｴﾝ 18 垂水 保育園

2233 真野小学校 ﾏﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

1739 真野地域福祉センター ﾏﾉﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 16 長田 福祉センター

1223 まほしの里 ﾏﾎｼﾉｻﾄ 15 北 特養・老健・ディサービス

2707 真星病院 ﾏﾎﾞｼﾋﾞｮｳｲﾝ 15 北 病院

2234 摩耶小学校 ﾏﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

2403 マリスト国際学校 ﾏﾘｽﾄｺｸｻｲｶﾞｯｺｳ 17 須磨 その他学校

2839 まるしん会館 ﾏﾙｼﾝｶｲｶﾝ 14 兵庫 会議場･会館･寺社・教会・

1514 丸山学園 ﾏﾙﾔﾏｶﾞｸｴﾝ 16 長田 障害者施設

2235 丸山小学校 ﾏﾙﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

2304 丸山中学 西野分校(夜間) ﾏﾙﾔﾏﾁｭｳｶﾞｸ 14 兵庫 中学校

1193 まんてん堂 ﾏﾝﾃﾝﾄﾞｳ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1226 まんてん堂新長田 ﾏﾝﾃﾝﾄﾞｳｼﾝﾅｶﾞﾀ 16 長田 特養・老健・ディサービス

1319 まんてん堂たるみ神陵台 ﾏﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾙﾐｼﾝﾘｮｳﾀﾞｲ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1318 まんてん堂ひょうご湊 ﾏﾝﾃﾝﾄﾞｳﾋｮｳｺﾞﾐﾅﾄ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

み 4536 御影周辺 ﾐｶｹﾞ 12 灘 その他

2236 御影北小学校 ﾐｶｹﾞｷﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

3132 御影公会堂 ﾐｶｹﾞｺｳｶｲﾄﾞｳ 13 中央 神戸市施設

2237 御影小学校 ﾐｶｹﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

2553 御影幼稚園 ﾐｶｹﾞﾖｳﾁｴﾝ 11 東灘 幼稚園

2238 美賀多台小学校 ﾐｶﾀﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 19 西 小学校

1454 みくら作業所 ﾐｸﾗｻｷﾞｮｳｼｮ 16 長田 その他 老人施設

2239 御蔵小学校 ﾐｸﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

2647 御崎児童館 ﾐｻｷｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2240 水木小学校 ﾐｽﾞｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 小学校

3118 水の科学博物館 ﾐｽﾞﾉｶｶﾞｸﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 14 兵庫 神戸市施設

4522 三井住友銀行本店 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳﾎﾝﾃﾝ 13 中央 その他

1194 みどり苑 ﾐﾄﾞﾘｴﾝ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

1398 みどりの丘 ﾐﾄﾞﾘﾉｵｶ 18 垂水 その他老人施設

1455 みどり町ふれあいセンター ﾐﾄﾞﾘﾉﾏﾁﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰ 15 北 その他 老人施設
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3199 みどり町ふれあいセンター ﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰ 15 北 自治会・集会所・公民館等

3121 湊川神社 ﾐﾅﾄｶﾞﾜｼﾞﾝｼﾞｬ 13 中央 神戸市施設

2241 湊川多聞小学校 ﾐﾅﾄｶﾞﾜﾀﾓﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

2845 湊川パークサイド ﾐﾅﾄｶﾞﾜﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ 14 兵庫 会議場･会館･寺社・教会

2242 港島小学校 ﾐﾅﾄｼﾞﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

2243 湊小学校 ﾐﾅﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

4039 みなとのもり公園 ﾐﾅﾄﾉﾓﾘｺｳｴﾝ 13 中央 公園・観光地・鉄道沿線

2245 南落合小学校 ﾐﾅﾐｵﾁｱｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

2617 南五葉児童館 ﾐﾅﾐｺﾞﾖｳｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 15 北 児童館

2246 南五葉小学校 ﾐﾅﾐｺﾞﾖｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

2247 美野丘小学校 ﾐﾉｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

1513 みのたに園 ﾐﾉﾀﾆｴﾝ 15 北 知的障害者施設

2248 箕谷小学校 ﾐﾉﾀﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1766 箕谷地域福祉センター ﾐﾉﾀﾆﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

2249 宮川小学校 ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

5400 宮城県(東北支援) ﾐﾔｷﾞｹﾝ 34 宮城 兵庫県外

4050 宮下中央公園 ﾐﾔｼﾀﾁｭｳｵｳ 19 西 公園・観光地・鉄道沿線

2544 宮本コーナー ﾐﾔﾓﾄｺｰﾅｰ 13 中央 学童保育

2250 宮本小学校 ﾐﾔﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

2515 明泉寺保育所 ﾐｮｳｾﾝｼﾞﾎｲｸｼｮ 16 長田 保育所

4047 名谷駅周辺 ﾐｮｳﾀﾞﾆｴｷｼｭｳﾍﾝ 17 須磨 公園・観光地・鉄道沿線

2555 名谷きぼうの丘幼稚園 ﾐｮｳﾀﾞﾆｷﾎﾞｳﾉｵｶ 17 須磨 幼稚園

2251 名谷小学校 ﾐｮｳﾀﾞﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 18 垂水 小学校

1195 名谷すこやかセンター ﾐｮｳﾀﾞﾆｽｺﾔｶｾﾝﾀｰ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1764 名谷地域福祉センター ﾐｮｳﾀﾞﾆﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 18 垂水 福祉センター

4543 名谷（８）団地 ﾐｮｳﾀﾞﾆﾊﾁﾀﾞﾝﾁ 17 須磨 その他

2840 妙法華院 ﾐｮｳﾎｳｶｲﾝ 14 兵庫 会議場･会館･寺社・教会・

2618 妙法寺児童館 ﾐｮｳﾎｳｼﾞｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 17 須磨 児童館

2252 妙法寺小学校 ﾐｮｳﾎｳｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1466 妙法寺すみれホーム ﾐｮｳﾎｳｼﾞｽﾐﾚﾎｰﾑ 17 須磨 その他 老人施設

1196 海光園ミラーホーム ﾐﾗｰﾎｰﾑｶｲｺｳｴﾝ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

4600 民間企業 ミンカンキギョウ 40

む 2844 むつみ会館 ﾑﾂﾐｶｲｶﾝ 14 兵庫 会議場･会館･寺社・教会

2253 室内小学校 ﾑﾛｳﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 16 長田 小学校

め 1197 明進会デイサービス ﾒｲｼﾝｶｲ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1456 福祉法人 明進会 ﾒｲｼﾝｶｲ 18 垂水 その他 老人施設

2254 明親小学校 ﾒｲｼﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 小学校

1510 明生園 ﾒｲｾｲｴﾝ 15 北 障害者施設

3200 明和復興住宅集会所 ﾒｲﾜﾌｯｺｳｼﾞｭｳﾀｸｼｭｳ 14 兵庫 自治会・集会所・公民館等

1198 メープルホーム ﾒｰﾌﾟﾙﾎｰﾑ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1199 めぐみデイサービス ﾒｸﾞﾐ 13 中央 特養・老健・ディサービス

1496 メディカルケアハウス甲南山手 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱﾊｳｽｺｳﾅﾝ 11 東灘 有料老人ホーム

4554 メリケンパーク ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸ 13 中央 その他

も 1601 市立 盲学校 ﾓｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 養護学校等

1200 特養モーツアルト ﾓｰﾂｱﾙﾄ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

1201 モーッアルト兵庫駅前 ﾓｰﾂｱﾙﾄﾋｮｳｺﾞｴｷﾏｴ 14 兵庫 特養・老健・ディサービス

4029 元町通り ﾓﾄﾏﾁﾄﾞｵﾘ 13 中央 公園・観光地･鉄道沿線

4541 本山アーバンライフ ﾓﾄﾔﾅｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ 11 東灘 その他

4049 本山駅周辺 ﾓﾄﾔﾏｴｷｼｭｳﾍﾝ 11 東灘 公園・観光地・鉄道沿線

2255 本山第一小学校 ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

2256 本山第三小学校 ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲｻﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

2257 本山第二小学校 ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

1759 本山西地域福祉センター ﾓﾄﾔﾏﾆｼﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 11 東灘 福祉センター

1774 本山東地域福祉センター ﾓﾄﾔﾏﾋｶﾞｼﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 11 東灘 地域福祉センター
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2258 本山南小学校 ﾓﾄﾔﾏﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

1457 モンファミーユ北六甲 ﾓﾝﾌｧﾐｰﾕｷﾀﾛｺｳ 15 北 その他 老人施設

や 2404 神戸ＹＭＣＡ高等学院 ﾔｲｴﾑｼｰｱｴｰ 19 西 その他学校

1752 やすらぎ介護ｾﾝﾀ「つくしが丘」 ﾔｽﾗｷﾞｶｲｺﾞｾﾝﾀｰﾂｸｼｶﾞ 15 北 介護センター

2259 山田小学校 ﾔﾏﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 15 北 小学校

1740 山田地域福祉センター ﾔﾏﾀﾞﾁｲｷﾌｸｼｵｾﾝﾀｰ 15 北 福祉センター

1227 山手さくら苑 ﾔﾏﾃｻｸﾗｴﾝ 13 中央 特養・老健・ディサービス

2260 山の手小学校 ﾔﾏﾉﾃｼｮｳｶﾞｯｺｳ 13 中央 小学校

ゆ 1495 ユイックス ﾕｲｯｸｽ 19 西 有料老人ホーム

2516 遊喜幼稚園 ﾕｳｷﾖｳﾁｴﾝ 11 東灘 保育所

1608 友生支援学校 ﾕｳｾｲｼｴﾝｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 養護学校

1458 悠 宅老所 ﾕｳﾀｸﾛｳｼｮ 15 北 その他 老人施設

1228 ゆうゆう楽天（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) ﾕｳﾕｳﾗｸﾃﾝ 15 北 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1459 ゆうわ会支援センター ﾕｳﾜｶｲｼｴﾝｾﾝﾀｰ 15 北 その他 老人施設

2651 夢野児童館 ﾕﾒﾉｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 14 兵庫 児童館

1741 夢野地域福祉センター ﾕﾒﾉﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 14 兵庫 福祉センター

2261 夢野の丘小学校 ﾕﾒﾉﾉｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 小学校

よ 1600 養護学校 ヨウゴガッコウ 40

2500 幼稚園・保育園・児童養護施設 ヨウチエンホイクショ 40

1524 よかよかクラブ ﾖｶﾖｶｸﾗﾌﾞ 16 長田 就労支援B型事務所

2841 横尾会館 ﾖｺｵｶｲｶﾝ 11 東灘 会議場･会館･寺社・教会・

2262 横尾小学校 ﾖｺｵｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1769 横尾地域福祉センター ﾖｺｵﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

3210 横屋会館 ﾖｺﾔｶｲｶﾝ 11 東灘 自治会・集会所・公民館等

3204 吉田町集会場 ﾖｼﾀﾞﾁｮｳｼｭｳｶｲｼﾞｮｳ 14 兵庫 自治会・集会場・公民館等

1460 ヨハネ福祉園 ﾖﾊﾈﾌｸｼｴﾝ 20 神戸市 その他 老人施設

ら 1522 ライフサポート ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ 16 長田 就労支援B型事務所

5027 ライフ明海 ﾗｲﾌﾒｲｶｲ 22 明石市 兵庫県内施設

2842 ラッセホール ﾗｯｾﾎｰﾙ 13 中央 会議場･会館･寺社・教会・

1329 ララハートデイサービスセンター ﾗﾗﾊｰﾄﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 14 兵庫 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

2562 ランバス記念幼稚園 ﾗﾝﾊﾞｽｷﾈﾝ 12 灘 幼稚園

り 1202 リーベストラーム ﾘｰﾍﾞｽﾄﾗｳﾑ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

1330 リヴィラ ﾘｳﾞｨﾗ 14 兵庫 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1203 離宮しあわせ荘 ﾘｷｭｳｼｱﾜｾｿｳ 17 須磨 特養・老健・ディサービス

1204 リハ・神戸 ﾘﾊｺｳﾍﾞ 15 北 特養・老健・ディサービス

1394 リバティブル六甲 ﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞﾙﾛｯｺｳ 15 北 その他老人施設

1477 リブコートフェリスト須磨妙法寺 ﾘﾌﾞｺｰﾄﾌｪﾘｽﾄｽﾏﾐｮｳﾎｳｼﾞ 17 須磨 その他老人施設

2263 竜が台小学校 ﾘｭｳｶﾞﾀﾞｲｼｮｳｶﾞｯｺ 17 須磨 小学校

1776 竜が台地域福祉センター ﾘｭｳｶﾞﾀﾞｲﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

2406 流通科学大学 ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸ 19 西 大学

れ 1486 レジデンス神仙寺 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｼﾝｾﾝｼﾞ 13 中央 その他老人施設

3201 レバンテ垂水 ﾚﾊﾞﾝﾃﾀﾙﾐ 18 垂水 自治会・集会所・公民館等

ろ 1205 老健デイサービス ﾛｳｹﾝ 15 北 特養・老健・ディサービス

1461 老人健康センター ﾛｳｼﾞﾝｹﾝｺｳｾﾝﾀｰ 13 中央 その他 老人施設

1000 老人施設・介護施設・障害者施設等 福祉施設 ロウジンシセツカイゴシセツ 40

1322 老人保健施設舞子台 ﾛｳｼﾞﾝﾎｹﾝｼｾﾂﾏｲｺﾀﾞｲ 18 垂水 特養・老健・ディサービス

4517 ロータリー子供の家 ﾛｰﾀﾘｰｺﾄﾞﾓﾉｲｴ 13 中央 その他

3012 ローンズボウル会場 ﾛｰﾝｽﾞﾎﾞｳﾙ会場 15 北 しあわせの村

4030 六甲･摩耶･丹生山系 ﾛｯｺｳ･ﾏﾔ･ﾀﾝｼﾞｮｳｻﾝｹｲ 20 神戸市 公園・観光地･鉄道沿線

4552 六甲アイランド ﾛｯｺｳｱｲﾗﾝﾄﾞ 11 東灘 その他

2264 六甲アイランド小学校 ﾛｯｺｳｱｲﾗﾝﾄﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 11 東灘 小学校

4518 六甲アイランドプラザ ﾛｯｺｳｱｲﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ 11 東灘 その他

4538 六甲山 ﾛｯｺｳｻﾝ 20 神戸市 その他

2265 六甲山小学校 ﾛｯｺｳｻﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校
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2266 六甲小学校 ﾛｯｺｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 12 灘 小学校

4031 六甲道北公園 ﾛｯｺｳﾐﾁｷﾀｺｳｴﾝ 12 灘 公園・観光地･鉄道沿線

2619 六甲道児童館 ﾛｯｺｳﾐﾁｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 12 灘 児童館

1231 ロングステージKOBE大石 ﾛﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞｺｳﾍﾞｵｵｲｼ 12 灘 特養・老健・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

1208 ロングステージＫＯＢＥ岡本 ﾛﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞｺｳﾍﾞｵｶﾓﾄ 11 東灘 特養・老健・ディサービス

1206 ロングステージ灘 ﾛﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞﾅﾀﾞ 12 灘 特養・老健・ディサービス

1210 ロングステージ御影 ﾛﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞﾐｶｹﾞ 12 灘 特養・老健・ディサービス

わ 1523 ワークフレンズみくら ﾜｰｸﾌﾚﾝｽﾞﾐｸﾗ 16 長田 就労支援B型事務所

1511 ワークみくら ﾜｰｸﾐｸﾗ 16 長田 知的障害者通所授産施設

4546 若草住宅 ﾜｶｸｻｼﾞｭｳﾀｸ 17 須磨 その他

2267 若草小学校 ﾜｶｸｻｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

1773 若草地域福祉センタ＾ ﾜｶｸｻﾁｲｷﾌｸｼｾﾝﾀｰ 17 須磨 福祉センター

4041 若松公園鉄人広場 ﾜｶﾏﾂｺｳｴﾝﾃﾂｼﾞﾝﾋﾛﾊﾞ 16 長田 公園・観光地・鉄道沿線

2268 若宮小学校 ﾜｶﾐﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ 17 須磨 小学校

4519 脇の浜コミュニティホール ﾜｷﾉﾊﾏｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ 13 中央 その他

1462 和光園 ﾜｺｳｴﾝ 17 須磨 その他 老人施設

2529 和田岬学童保育コーナー ﾜﾀﾞﾐｻｷｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸｺｰﾅｰ 14 兵庫 学童保育

2269 和田岬小学校 ﾜﾀﾞﾐｻｷｼｮｳｶﾞｯｺｳ 14 兵庫 小学校
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