
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

神戸市
東灘区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-841-4131 403 658-8570
神戸市東灘区住吉東町5-2-
1

神戸市
灘区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-843-7001 406 657-8570 神戸市灘区桜口町4-2-1

神戸市
兵庫区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-511-2111 303 652-8570 神戸市兵庫区荒田町1-21-1

神戸市
長田区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-579-2311 408 653-8570 神戸市長田区北町3-4-3

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-731-4341 304 654-8570
神戸市須磨区大黒町4丁目
1-1

北須磨支所 保健福祉課 管理係 078-793-1313 303 654-0154
神戸市須磨区中落合2-2-5
名谷センタービル5階

神戸市
垂水区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-708-5151 306 655-8570 神戸市垂水区日向1-5-1

神戸市
北区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-593-1111 315 651-1195
神戸市北区鈴蘭台西町1-
25-1

神戸市
中央区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-232-4411 323 651-8570 神戸市中央区雲井通5-1-1

神戸市
西区

保健福祉部 健康福祉課 管理係 078-929-0001 341 651-2195
神戸市西区玉津町小山180-
3

姫路市 市民生活部 国民健康保険課
国民年金窓口

センター
079-221-2332 670-8501 姫路市安田4-1

尼崎市 福祉部 福祉課 援護管理担当 06-6489-6348 660-8501 尼崎市東七松町1-23-1

明石市 福祉部 福祉総務課 総務係 078-918-5025 673-8686 明石市中崎1-5-1

西宮市 福祉総括室 地域共生推進課
団体担当
チーム

0798-35-3032 662-8567 西宮市六湛寺町10-3

洲本市 健康福祉部 福祉課 総務係 0799-26-1166 656-8686 洲本市港3丁目4-10

芦屋市 福祉部  社会福祉課 管理係 0797-38-2153 2591 659-8501 芦屋市精道町7-6

伊丹市 健康福祉部
地域福祉室 地域・

高年福祉課
072-784-8099 2508 664-8503 伊丹市千僧1丁目1番地

相生市 健康福祉部 社会福祉課 援護福祉係 0791-22-7166 678-0031
相生市旭1-6-28　市立総合
福祉会館

豊岡市 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係 0796-24-7033 668-0046 豊岡市立野町12-12

加古川市 福祉部
高齢者・地域福祉

課
地域福祉係 079-427-9205 675-8501

加古川市加古川町北在家
2000

赤穂市 健康福祉部 社会福祉課
いきがい福祉

係
0791-43-6809 678-0292 赤穂市加里屋81

西脇市 福祉部 社会福祉課 総務担当 0795-22-3111 263 677-8511 西脇市郷瀬町605

宝塚市 健康福祉部 せいかつ支援課 0797-71-1141 2595 665-8665 宝塚市東洋町1-1

三木市 健康福祉部 福祉課
生活保護・生活

困窮福祉
グループ

0794-82-2000 2369 673-0492 三木市上の丸町10-30

高砂市 福祉部
障がい・地域福祉

課
地域福祉係 079-443-9027 676-8501 高砂市荒井町千鳥1-1-1

神戸市
須磨区
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川西市 健康福祉部 福祉政策課 072-740-1172 2652 666-8501 川西市中央町12-1

小野市 市民福祉部 高齢介護課 長寿福祉係 0794-63-1060 813 675-1380 小野市王子町806-1

三田市 健康福祉部 福祉総務課 079-559-5069 2511 669-1595 三田市三輪2-1-1

加西市 健康福祉部 福祉企画課 0790-42-8724 675-2395 加西市北条町横尾1000

篠山市 保健福祉部 福祉総務課 総務係 079-552-7101 669-2397 篠山市北新町41

養父市 健康福祉部 社会福祉課
社会福祉
グループ

079-662-3162 122 667-8651 養父市八鹿町八鹿1675

丹波市 福祉部 社会福祉課 福祉総務係 0795-88-5027 128 669-4192 丹波市春日町黒井811

南あわじ市 福祉部 福祉課 生活福祉係 0799-43-5216 7149 656-0492 南あわじ市市善光寺２２－１

朝来市 健康福祉部 社会福祉課 079-672-6123 6608 669-5292 朝来市和田山町東谷213-1

淡路市 健康福祉部 福祉総務課 0799-64-2509 656-2292 淡路市生穂新島8

宍粟市 健康福祉部 社会福祉課 生活福祉係 0790-63-3067 671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地15

たつの市 健康福祉部 地域福祉課 生活福祉係 0791-64-3154 2263 679-4192 たつの市龍野町富永1005-1

加東市 福祉部 社会福祉課 0795-43-0407 673-1493 加東市社50

川辺郡
猪名川町

生活部 福祉課 地域福祉担当 072-766-8701 123 666-0292
川辺郡猪名川町上野字北畑
11-1

多可郡
多可町

健康福祉課 0795-32-5151 679-1114
多可郡多可町中区岸上281-
51

加古郡
稲美町

健康福祉部 地域福祉課 福祉係 079-492-9136 675-1115 加古郡稲美町国岡1-1

加古郡播磨町 福祉グループ
社会児童福祉

チーム
079-435-2362 675-0182 加古郡播磨町東本荘1-5-30

神崎郡神河町 住民生活課 0790-34-0962 679-3116 神崎郡神河町寺前64

神崎郡市川町 健康福祉課 国保医療係 0790-26-1013 234 679-2392 神崎郡市川町西川辺165-3

神崎郡福崎町 住民生活課 0790-22-0560 371 679-2280 神崎郡福崎町南田原3116-1

揖保郡
太子町

生活福祉部 社会福祉課 地域福祉係 079-277-1013 184 671-1592 揖保郡太子町鵤280-1

赤穂郡
上郡町

健康福祉課 地域福祉係 0791-52-1114 236 678-1292 赤穂郡上郡町大持278

佐用郡
佐用町

高年介護課 高年介護室 0790-82-2079 679-5380 佐用郡佐用町佐用2611-1

美方郡
香美町

福祉課 社会福祉係 0796-36-1964 669-6592
美方郡香美町香住区香住
870-1

美方郡
新温泉町

健康福祉課 福祉係 0796-82-5620 143 669-6792 美方郡新温泉町浜坂2673-1


