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駅周辺の公共施設等の配置状況 

（尼崎市域） 

 
（阪神本線の尼崎市内の駅を中心として概ね５００ｍ圏内の 

公共施設等の配置を既存資料より抽出） 
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１．抽出施設の考え方 

 駅を中心とした概ね 500m圏内の施設の抽出を行った。抽出した施設は、不
特定多数の市民が利用すること、高齢者・障害者等の利用が多いと想定される

こと、公の機能が高い施設であることに鑑み「官公庁施設」、「教育施設」、「医

療施設」、「福祉施設」、「公園緑地」、「その他施設（大型商業施設等）」とした。 
 

２．対象施設の抽出方法（平成１７年度） 

 既存資料（「生活の場名鑑 2004」（生活の場サポートセンターひょうご）、
「マップル 2005」（昭文社）等）により、対象施設の抽出を行った。 
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表１ 抽出した施設リスト 

（リストは駅より概ね 500ｍ圏域の施設のみを示す） 

no. 駅名 区分 施設名 町丁目 位置

官公庁施設市立中央公民館 大物町1 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設尼崎大物郵便局 大物町2 阪神沿線～国道43号間

教育施設 社会福祉法人樫の木保育園 大物町1 阪神沿線～国道43号間

教育施設 市立博愛幼稚園 南城内 阪神沿線～国道43号間

教育施設 成良中学校 南城内 阪神沿線～国道43号間

医療施設 県立尼崎病院 東大物町２ 阪神沿線以北

医療施設 永田医院 東本町1 阪神沿線～国道43号間

福祉施設 坪和福祉会館 東大物町１ 阪神沿線以北

福祉施設 松ヶ下福祉会館 東大物町1 阪神沿線～国道43号間

福祉施設 市立福祉厚生センター 北城内 阪神沿線～国道43号間

福祉施設 南城内福祉会館 南城内 阪神沿線～国道43号間

福祉施設 辰巳福祉会館 東本町1 国道43号以南

福祉施設 老人保健施設友の家 東本町2 国道43号以南

福祉施設 別所町福祉会館 東本町3 国道43号以南

公園緑地 大物公園 東大物町１ 阪神沿線以北

公園緑地 小田南公園 東大物町１ 阪神沿線以北

公園緑地 大物川緑地公園 大物町1 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 若宮公園 大物町2 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 北浜公園 南城内、東本町4 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 三の丸公園 北城内 阪神沿線～国道43号間

その他 大物会館 大物町2 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設総合文化センター 昭和通２ 阪神沿線以北

官公庁施設尼崎中消防署 西大物町 阪神沿線以北

官公庁施設尼崎中央署 西大物町 阪神沿線以北

官公庁施設市立図書館 北城内 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設神戸税関尼崎税関支所 南城内 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設御園町会館 御園町 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設阪神尼崎駅前出張所 御園町 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設阪神尼崎駅前郵便局 御園町 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設本庁体育館 西御園町 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設市立中央公民館開明分室 開明町3 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設桜木会館 東桜木町 阪神沿線～国道43号間

教育施設 開明かしの木保育園 開明町3 阪神沿線～国道43号間

教育施設 城内高校 北城内 国道43号以南

医療施設 安藤病院 東難波町５ 阪神沿線以北

医療施設 近藤病院 昭和南通４ 阪神沿線以北

医療施設 （医）尼崎永仁会病院 御園町 阪神沿線～国道43号間

医療施設 （医）中馬病院 開明町3 阪神沿線～国道43号間

福祉施設 開明町福祉会館 開明町1 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 庄下川公園 昭和通２ 阪神沿線以北

公園緑地 西大物公園 西大物町 阪神沿線以北

公園緑地 中央公園 神田中通１ 阪神沿線以北

公園緑地 神田公園 神田中通町3 阪神沿線以北

公園緑地 三の丸公園 北城内 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 尼崎城址公園 北城内 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 開明公園 開明町1 阪神沿線～国道43号間

1 大物

2 尼崎
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表２ 抽出した施設リスト 

（リストは駅より概ね 500ｍ圏域の施設のみを示す） 

no. 駅名 区分 施設名 町丁目 位置

官公庁施設竹谷郵便局 北竹谷町1 阪神沿線以北

教育施設 竹谷小学校 北竹谷町２ 阪神沿線以北

教育施設 市立竹谷幼稚園 北竹谷町2 阪神沿線以北

教育施設 あすなろ保育園 北竹谷町3 阪神沿線以北

教育施設 市立成徳幼稚園 蓬川町 阪神沿線以北

医療施設 大原病院 宮内町2 阪神沿線以北

福祉施設 精神障害者小規模通所授産施設尼崎作業所はなみずき 宮内町2-85-1 阪神沿線以北

福祉施設 尼崎リハビリ友の会作業所 竹谷町2-183 阪神沿線以北

福祉施設 南竹谷２福祉会館 南竹谷町2 阪神沿線～国道43号間

福祉施設 南出屋敷福祉会館 西本町7 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 北竹谷公園 神田南通４ 阪神沿線以北

公園緑地 出屋敷駅北緑地 竹谷町２ 阪神沿線以北

公園緑地 竹谷公園 北竹谷町2 阪神沿線以北

公園緑地 宮内公園 北竹谷町3 阪神沿線以北

公園緑地 蓬川緑地公園
蓬川町、神田南通6、
宮内町3 南竹谷町

阪神沿線以北

公園緑地 貴布祢公園 西本町6 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 出屋敷公園 南竹谷町２ 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 出屋敷西公園 南竹谷町2 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 琴浦橋公園 南竹谷町3 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 下田公園 南竹谷町3 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 西向島公園 西向島町 国道43号以南

その他 ダイエー出屋敷店 竹谷町2 阪神沿線以北

官公庁施設尼崎道意郵便局 水明町 阪神沿線以北

官公庁施設道意婦人会館 道意町5 阪神沿線～国道43号間

官公庁施設県民局 道意町７ 国道43号以南

教育施設 市立成徳幼稚園 蓬川町 阪神沿線以北

教育施設 成徳小学校 蓬川町 阪神沿線以北

教育施設 武庫川乳児保育所 大庄西町４ 阪神沿線以北

教育施設 市立大庄保育所 大庄中通5 阪神沿線以北

教育施設 市立道意保育所 道意町5 阪神沿線～国道43号間

教育施設 若葉小学校 道意町６ 国道43号以南

福祉施設 蓬川社会福祉会館 蓬川町 阪神沿線以北

福祉施設 大庄中央福祉会館 大庄西町4 阪神沿線以北

福祉施設 道意福祉会館 道意町3 阪神沿線～国道43号間

福祉施設 道意町第６福祉協議会 道意町7 国道43号以南

公園緑地 大庄東公園 蓬川町 阪神沿線以北

公園緑地 水明公園 水明町 阪神沿線以北

公園緑地 下田公園 南竹谷町3 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 間割公園 道意町3 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 琴浦公園 道意町4 阪神沿線～国道43号間

公園緑地 道意公園 道意町6 国道43号以南

その他 ニトリ 道意町7 国道43号以南

その他 コーナン 道意町7 国道43号以南

その他 アマ・ドゥ 道意町７ 国道43号以南

3 出屋敷

4 尼崎ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ前
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