
業務予定地

減圧弁名称 設置場所 管轄する機関 弁口径 設置年度

東灘－1　 東灘区鴨子ヶ原3丁目 東部水道管理事務所 100 2004

東灘－2　 東灘区西岡本5丁目 東部水道管理事務所 100 2004

東灘－4　 東灘区御影山手6丁目 東部水道管理事務所 100 2011

東灘－9　 東灘区本山町田中 東部水道管理事務所 75 2006

東灘－10-1 東部水道管理事務所 500 2017

東灘－10-2 東部水道管理事務所 500 2017

東灘－11　 東灘区森北町7丁目 東部水道管理事務所 75 1998

東灘－12　 東灘区本山町岡本 字ﾊｹﾞ山 東部水道管理事務所 150 2010

東灘－14　 東灘区岡  本6丁目 東部水道管理事務所 100 2021

東部－1　 灘区鶴  甲1丁目 東部水道管理事務所 150 2013

東部－2　 灘区六甲台町 東部水道管理事務所 150 2010

東部－4　 灘区箕岡通2丁目 東部水道管理事務所 100 2002

東部－6　 灘区箕岡通3丁目 東部水道管理事務所 150 2009

東部－7　 灘区篠原北町1丁目 東部水道管理事務所 150 2007

東部－9　 灘区一王山町 東部水道管理事務所 100 2001

東部－11　 灘区大月台 東部水道管理事務所 150 2015

東部－12　 灘区鶴  甲4丁目 東部水道管理事務所 100 1993

東部－13　 灘区高羽字瀧の奥 東部水道管理事務所 150 2006

東部－14　 灘区伯母野山3丁目 東部水道管理事務所 100 2009

六甲－1　 灘区中一里山(六甲山牧場) 北部水道管理事務所 100 2009

六甲－3　 灘区西谷山(谷口商店前) 北部水道管理事務所 150 2014

六甲－5　 灘区中一里山(市立自然の家) 北部水道管理事務所 75 2007

六甲－7　 灘区西谷山(旧管理事務所付近) 北部水道管理事務所 75 2011

六甲－8　 灘区一ヶ谷(六甲ｹｰﾌﾞﾙ山上駅付近) 北部水道管理事務所 75 2015

六甲－9　 灘区北六甲(稲荷神社前) 北部水道管理事務所 100 2011

中央－1-1 東部水道管理事務所 100 2002

中央－1-2 東部水道管理事務所 100 2003

須磨－4　 須磨区水野町 西部水道管理事務所 75 2004

須磨－5　 須磨区上細沢町 西部水道管理事務所 100 1993

須磨－8-1 西部水道管理事務所 150 1992

須磨－8-2 西部水道管理事務所 100 2018

須磨－9-1 西部水道管理事務所 100 1997

須磨－9-2 西部水道管理事務所 200 2003

垂水－1　 垂水区霞ヶ丘7丁目 西部水道管理事務所 150 2014

垂水－2　 垂水区星陵台5丁目 西部水道管理事務所 150 2006

垂水－7　 垂水区名谷町入野 西部水道管理事務所 150 2005

垂水－10　 垂水区旭ヶ丘3丁目 西部水道管理事務所 150 2008

垂水－11　 垂水区名谷町平垣内 西部水道管理事務所 200 2009

垂水－12　 垂水区旭ヶ丘2丁目 西部水道管理事務所 80 2014

垂水－13　 垂水区舞多聞西1丁目 西部水道管理事務所 150 2006

西－1　 西区伊川谷町布施畑 西部水道管理事務所 100 2008

西－2　 西区伊川谷町長  坂 西部水道管理事務所 100 2008

西－3　 西区伊川谷町有  瀬 西部水道管理事務所 100 2014

西－4　 西区北別府1丁目 西部水道管理事務所 150 2004

西－5　 西区枦谷町福  谷 西部水道管理事務所　 100 2014

西－8　 西区押部谷町細  田 西部水道管理事務所　 100 2009

西－11　 西区平野町大  畑 西部水道管理事務所　 150 2009

中央区葺合町(ｽﾊﾞﾙ学園前)

東灘区西岡本2丁目

須磨区高倉町2丁目

須磨区妙法寺岩  山

別紙１



減圧弁名称 設置場所 管轄する機関 弁口径 設置年度

西－12　 西区神出町   東 西部水道管理事務所　 100 1996

西－17　 西区平野町西戸田 西部水道管理事務所　 75 2014

西－19　 西区神出町古神 西部水道管理事務所　 75 2006

西－21　 西区岩岡町岩  岡字大窪山612-1 西部水道管理事務所　 100 2012

西－23　 西区神出町古神 西部水道管理事務所　 150 2002

西－26　 西区伊川谷町有瀬 西部水道管理事務所　 100 2017

北－3　 北区広陵町4丁目 北部水道管理事務所　 150 2002

北－6-1 北部水道管理事務所　 75 2012

北－6-2 北部水道管理事務所　 75 2015

北－10　 北区中里町1丁目 北部水道管理事務所　 100 2003

北－11　 北区山田町下谷上門口 北部水道管理事務所　 75 2000

北－12　 北区桂木4丁目 北部水道管理事務所　 150 2005

北－13　 北区惣山町1丁目 北部水道管理事務所　 200

有馬－14-1 北部水道管理事務所 200

有馬－14-2 北部水道管理事務所 200

有馬－7-1 北部水道管理事務所 100 2002

有馬－7-2 北部水道管理事務所 100 2002

有馬－8-1 北区有馬町峠堂 北部水道管理事務所 100 2002

有馬－10　 北区花山台17 北部水道管理事務所 75 2012

有馬－14　 北区山田町東  下 北部水道管理事務所 100 2016

有馬－15　 北区淡河町勝  雄 北部水道管理事務所 100 2009

有馬－26-1 北部水道管理事務所 200

有馬－26-2 北部水道管理事務所 200
北区長尾町宅原

北区花山東町

北区山田町小河

北区有野台2丁目12


