
【資料３６】　浸水想定区域内における要配慮者利用施設

　水防法第１５条第１項第４号ロで定める要配慮者利用施設

　[ 要配慮者利用施設の範囲 ]

　[ 要配慮者利用施設数 ]

（令和２年４月1日現在）

施設種別

流域区分

39 12 2 53

87 15 7 109

126 27 9 162要配慮者利用施設実数　合計

社会福祉施設 学校 医療施設 合計

⑴猪名川水系洪水浸水想定区域内

⑵武庫川水系洪水浸水想定区域内

社会福祉施設 高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障害児・者施設等

学校 認定こども園、幼稚園、小･中･高等学校、特別支援学校等

医療施設 病院、診療所(有床のみ)



（１）猪名川水系洪水浸水想定区域内の施設　

No 施設の名称 施設区分 所在地 電話番号
1 北保育所 社会福祉施設 北園1丁目13 770-1217
2 特別養護老人ﾎｰﾑぐろ～りあ 社会福祉施設 北園1丁目19-1 777-0573

3
在宅複合型施設ぐろ～りあ　短期入所生活
介護事業所

社会福祉施設 北園1丁目19-1 777-0573

4 在宅複合型施設ぐろ～りあ　通所介護事業 社会福祉施設 北園1丁目19-1 777-0526
5 在宅複合型施設ぐろ～りあ　ショートス 社会福祉施設 北園1丁目19-1 777-0523

6
在宅複合型施設ぐろ～りあ　相談支援セン
ター

社会福祉施設 北園1丁目19-1 777-7874

7 緑丘・瑞穂地域包括支援センター 社会福祉施設 北園1丁目19-1 777-3652

8 ホームすきっぷ 社会福祉施設
北園2丁目2-6-3-
203.205

777-7486

9 たんぽぽ 社会福祉施設 北本町1丁目263 744-1155
10 ラクラス伊丹ワークス 社会福祉施設 北本町1丁目317 743-9061
11 伊丹クレセール保育園 社会福祉施設 北本町2丁目131-1 773-7671
12 神津福祉センター 社会福祉施設 森本1丁目8-19 777-1022
13 神津・有岡地域包括支援センター 社会福祉施設 森本1丁目8-19 777-8055
14 特別養護老人ホーム ケイ・メゾンときめき 社会福祉施設 森本1丁目8-19 777-0771
15 ケイメゾンときめきケアハウス 社会福祉施設 森本1丁目8-19 777-0771
16 ケイ・メゾンときめきディサービスセン 社会福祉施設 森本1丁目8-19 777-0771
17 たんぽぽとみつばち 社会福祉施設 森本2丁目120-1F 782-0208
18 小規模多機能ホーム　そら森本 社会福祉施設 森本8丁目66-1 744-3241
19 グループホーム　そら森本 社会福祉施設 森本8丁目66-1 774-3240
20 高齢者憩のセンター 社会福祉施設 口酒井1丁目3-39 －
21 すぐり保育園 社会福祉施設 東有岡1丁目18-20 787-6501

22 スポーツとまなびのひろば ＳＡＩＹＯ 社会福祉施設
東有岡1丁目18-13-
1F

781-8866

23 ヒューマンホープ伊丹東有岡事業所 社会福祉施設 東有岡3丁目81 782-7377
24 伊丹東有岡ワークハウス 社会福祉施設 東有岡4丁目29 783-9885
25 あんずデイサービス伊丹 社会福祉施設 平松4丁目2-23 782-0602
26 おりーぶ新伊丹 社会福祉施設 平松5丁目3-25-2 744-5538
27 アートチャイルドケア伊丹 社会福祉施設 平松5丁目2-17 781-0230
28 どりー夢デリカ 社会福祉施設 南町4丁目5-20 778-6688
29 児童発達支援みらいPlus 社会福祉施設 南町4丁目5-21 781-0581
30 児童発達支援・放課後等デイサービスみら 社会福祉施設 南町4丁目5-30 781-0581
31 御願塚つぼみ保育園 社会福祉施設 御願塚3丁目8-13 764-6820
32 グループホームこころあい伊丹 社会福祉施設 御願塚8丁目7-10 786-6766
33 梅ノ木くじら保育園 社会福祉施設 梅ノ木4丁目6-8 770-0314
34 伊丹森のほいくえん 社会福祉施設 稲野町3丁目3 779-7699
35 ㈱恵友会　ソレイユ 社会福祉施設 稲野町3丁目3 771-6303
36 こばと保育所 社会福祉施設 稲野町2丁目3-5 772-1074

37 アトズライフ伊丹デイサービスセンター 社会福祉施設
安堂寺町2丁目12-
101号

773-5170

38 ふじキッズ保育園 社会福祉施設 安堂寺町6丁目402 782-8811
39 神津こども園 社会福祉施設 森本1丁目8-25 782-0200
40 伊丹朝鮮初級学校 学校 桑津1丁目4-7 782-5367
41 市立神津小学校 学校 森本1丁目8-25 782-2021
42 兵庫障害者職業能力開発校 学校 東有岡4丁目8 782-3210
43 市立有岡小学校 学校 伊丹7丁目1-1 782-8549
44 伊丹幼稚園ありおか分園 学校 伊丹7丁目1-30 782-8397
45 市立伊丹高等学校 学校 行基町4丁目１ 772-2040
46 市立鈴原小学校 学校 御願塚6丁目3-1 779-8661
47 市立南小学校 学校 御願塚2丁目6-1 772-2601
48 市立わかばこども園 学校 御願塚6丁目1-5 744-1331
49 王たるキリスト幼稚園 学校 梅ノ木5丁目3-1 772-2489
50 野間幼稚園 学校 野間8丁目9-7 779-7004
51 市立南中学校 学校 南町2丁目4-1 772-2780
52 伊丹せいふう病院 医療機関 鋳物師5丁目79 778-0500
53 吉江胃腸科外科 医療機関 稲野町1丁目111 775-1176



（２）武庫川水系洪水浸水想定区域内の施設　

No 施設の名称 施設区分 所在地 電話番号
1 放課後等デイサービスさくらんぼ荒牧 社会福祉施設 荒牧3丁目14-3-102 744-2233
2 ローズパーク北摂 社会福祉施設 荒牧4丁目4-21 773-5690
3 いきいき倶楽部 社会福祉施設 荒牧4丁目8-6 780-0909
4 わくわく倶楽部 社会福祉施設 荒牧5丁目7-16 775-0909
5 天神川・荻野地域包括支援センター 社会福祉施設 荒牧5丁目16-27 777-7002
6 伊丹荒牧デイサービスセンター 社会福祉施設 荒牧5丁目16-27 777-7006
7 うきうき倶楽部 社会福祉施設 荒牧5丁目7-18 775-4620
8 伊丹ゆうあい 社会福祉施設 荒牧6丁目16-2 781-2587
9 カーサ荒牧 社会福祉施設 荒牧6丁目7-3 773-5137

10 ケアホーム実りの木 社会福祉施設 荒牧6丁目24-7 786-1888
11 あそか苑ももは 社会福祉施設 荒牧7丁目2-26 777-1591
12 小規模多機能居宅あそか苑ももは 社会福祉施設 荒牧7丁目2-26 777-1591
13 陽だまりの家 社会福祉施設 荒牧南1丁目1-1 783-8614
14 あんさんぶる 社会福祉施設 荒牧南2丁目22-30 770-5222
15 Tryus伊丹 社会福祉施設 荒牧南3丁目3-13 784-8511

16 カーサ荒牧南Ⅰ 社会福祉施設
荒牧南3丁目17-30-
101

773-5137

17 カーサ荒牧南Ⅱ 社会福祉施設
荒牧南3丁目17-30-
102

773-5137

18 カーサ荒牧南Ⅲ 社会福祉施設
荒牧南3丁目17-30-
105

773-5137

19 カーサ荒牧南Ⅳ 社会福祉施設
荒牧南3丁目17-30-
103

773-5137

20 デイサービスJOYトレ 社会福祉施設 荒牧南3丁目6-35 741-4801
21 ホームりんく 社会福祉施設 荒牧南4丁目1-73 777-7486
22 デイサービスほほえみSPA 社会福祉施設 荒牧南4丁目1-73 744-3539
23 そんぽの家　伊丹荒牧 社会福祉施設 荒牧南4丁目6-1 787-6624
24 ころころ児童デイ 社会福祉施設 荒牧南4丁目13-7 784-5551
25 (福)ヘルプ協会ホーム友紀 社会福祉施設 東野1丁目6 779-5358
26 デイホーム　タカさん家 社会福祉施設 東野1丁目6 773-5606
27 デイサービス　グッデイスマイル 社会福祉施設 荻野1丁目85-1 744-1686
28 ポポの家 社会福祉施設 荻野2丁目2-3 779-1771
29 憩～荻野～ 社会福祉施設 荻野4丁目75 779-7733
30 伊丹深愛館（伊丹母子ホーム） 社会福祉施設 荻野7丁目70 781-6091
31 荻野保育所 社会福祉施設 荻野8丁目33-5 770-4352
32 デイサービスセンター華結 社会福祉施設 荻野西1丁目2-3 741-4874
33 ウキウキはなさく荻野西教室 社会福祉施設 荻野西2-11-50 778-8739
34 放課後等デイサービスさくらんぼ鴻池 社会福祉施設 北野3丁目21 744-1151
35 ホーム友紀（トダさん家） 社会福祉施設 北野3丁目46-7-2-24 777-0765
36 長尾保育所 社会福祉施設 北野3丁目48－2 783-6793
37 伊丹乳児院 社会福祉施設 北野3丁目48－2 781-1744
38 あんずキッズ伊丹 社会福祉施設 北野5丁目9-1-104号 768-9172
39 クレヨン・ライズ 社会福祉施設 鴻池1丁目2-16 785-0887
40 いたみ杉の子　ゆうゆう 社会福祉施設 鴻池1丁目10-15 777-7486
41 障害者地域生活ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ いたみ杉の子 社会福祉施設 鴻池1丁目10-15 777-7486
42 通所支援施設　いたみ杉の子　フォーゆう 社会福祉施設 鴻池1丁目10-15 777-7486
43 入所支援施設　ライフゆう 社会福祉施設 鴻池1丁目10-15 777-7486
44 リーフゆう 社会福祉施設 鴻池1丁目10-15 777-7486
45 ホープゆう 社会福祉施設 鴻池1丁目10-15 777-7486

46 カーサデどりー夢 社会福祉施設
鴻池1丁目7-4-
A422.523

777-1001

47 いたみ杉の子　シーズゆう 社会福祉施設 鴻池1丁目10-15 777-7470
48 ホームさにい 社会福祉施設 鴻池1丁目10-1 777-7486
49 機能訓練型デイサービス　カルテット 社会福祉施設 鴻池2丁目1-47 -
50 デイサービス　スイッチオン伊丹 社会福祉施設 鴻池3丁目16-10 777-3205
51 第二自然保育園 社会福祉施設 鴻池4丁目6-9 782-5777
52 自然保育園 社会福祉施設 鴻池4丁目9-12 777-5890
53 ホームてとてと 社会福祉施設 鴻池4丁目10-1 777-5890
54 コミュニティスタジオ 奏音 社会福祉施設 鴻池5丁目9-37 779-3361



No 施設の名称 施設区分 所在地 電話番号
55 ちえの和みんなの相談窓口 社会福祉施設 鴻池5丁目6-6 773-5770
56 りすん 社会福祉施設 鴻池5丁目11-27 785-7873
57 しぇあきっず 社会福祉施設 鴻池6丁目19-63 744-1080
58 放課後等デイサービスＨａｐｐｙスクール 社会福祉施設 鴻池6丁目12-18 0800-000-0801

59 就労サポート あいりす 社会福祉施設 中野東2丁目52 785-1127
60 就労サポート ぽりっしゅ 社会福祉施設 中野東2丁目271 744-7511

61 Ｌａ・プラース 社会福祉施設
中野東2丁目367-101
号室

768-9101

62 パドマ館 ディサービスセンター 社会福祉施設 中野西1丁目108-1 785-0266
63 伊丹市訪問看護療養通所介護事業所 社会福祉施設 中野西1丁目141 784-1295
64 小規模多機能居宅介護　さくら 社会福祉施設 中野西1丁目141 785-3365

65 openspaceとも 社会福祉施設
中野北3丁目3-3101
号

781-0668

66 ホームすてっぷ 社会福祉施設 池尻1丁目305 777-7486
67 オアシス伊丹池尻　グループホーム 社会福祉施設 池尻6丁目186-1 785-5071

68
オアシス伊丹池尻　小規模多機能型居宅介
護事業所

社会福祉施設 池尻6丁目186-1 785-5071

69 フクユデイサービスほっと 社会福祉施設 池尻7丁目184 775-5145
70 グリーンアルス伊丹 社会福祉施設 西野3丁目240 779-6600

71 ホームひまわり①② 社会福祉施設
西野3丁目248-
103.104

744-7511

72 ホームひまわり③ 社会福祉施設
西野3丁目248-
303.304

744-7511

73 わかば① 社会福祉施設
西野3丁目248-
201.202

779-4172

74 わかば② 社会福祉施設
西野3丁目248-
203.204

779-4172

75 ホームたんぽぽ 社会福祉施設
西野3丁目248-
301.302

744-7511

76 ひびき 社会福祉施設 西野5丁目295 778-2080
77 わたあめ（ＣｏｔｔｏｎＤｏｌｃｅ） 社会福祉施設 西野5丁目295 775-5005
78 風の子保育園 社会福祉施設 西野5丁目309-2 767-1087
79 心音つばさ保育園 社会福祉施設 瑞原2丁目52 777-0283
80 特別養護老人ホーム　あそか苑みずほ 社会福祉施設 瑞穂町6丁目46 781-2008
81 小規模多機能居宅介護　あそか苑みずほ 社会福祉施設 瑞穂町6丁目46 781-2008
82 アップデイサービス瑞ケ丘 社会福祉施設 瑞ケ丘4丁目13-1 744-3904

83
市立地域福祉総合センター（いきいきプラ
ザ）

社会福祉施設 広畑3丁目1 787-6670

84 生活介護事業所カラフル 社会福祉施設 山田4丁目7-28 770-3940
85 療養型デイサービス　ＨＩＫＡＲＩ 社会福祉施設 山田5丁目3-3-2F 781-8510
86 デイサービスＳＯＲＡ 社会福祉施設 山田5丁目3-3 781-8510
87 アイリーデイサービス 社会福祉施設 野間北5丁目9-13 767-1261
88 荒牧中学校 学校 荒牧5丁目2-18 777-3540
89 いずみ幼稚園 学校 荒牧7丁目6-21 778-0122
90 天神川小学校 学校 荒牧南1丁目21 781-2485
91 荻野小学校 学校 荻野2丁目11 770-2459
92 市立伊丹特別支援学校 学校 鴻池1丁目8-6 783-5436
93 天王寺川中学校 学校 鴻池3丁目4-28 781-6465
94 こうのいけ幼稚園 学校 鴻池4丁目4-4 779-7825
95 鴻池小学校 学校 鴻池4丁目4-5 779-7791
96 さくらだいこども園 学校 中野西4丁目92 767-6192
97 池尻小学校 学校 池尻6丁目221 777-4100
98 いけじり幼稚園 学校 池尻6丁目231 777-4102
99 桜台小学校 学校 中野西4丁目100 781-2465

100 県立阪神昆陽特別支援学校 学校 池尻7丁目108 773-5135
101 県立阪神昆陽高等学校 学校 池尻7丁目108 773-5145
102 県立こやの里特別支援学校 学校 瑞ヶ丘2丁目3-2 777-6300
103 あおい病院 医療機関 荒牧6丁目14-2 778-8110
104 みやそう病院 医療機関 北野2丁目113-3 777-1351
105 伊丹天神川病院 医療機関 北野6丁目38 781-5577
106 伊丹恒生脳神経外科病院 医療機関 西野1丁目300-1 781-6600



No 施設の名称 施設区分 所在地 電話番号
107 祐生病院 医療機関 山田5丁目3-13 777-3000
108 第２西原クリニック 医療機関 野間8丁目5-10 778-9900
109 近畿中央病院 医療機関 車塚3丁目1 781-3712


