
- 1 - 

 

 

 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

兵庫県域 
毎週金曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～16:00 
兵庫県民総合相談センター 
（神戸クリスタルタワー 6階） 

    

神戸市域 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

東灘区 
毎月 第 3月曜日 
（祝休日：第 2月曜日） 

13:00～16:00 
受付は 15:30まで 

区役所 3階 相談室 

灘 区 
毎月 第 2金曜日 
（祝休日：休み） 

10:00～12:00 区役所 2階 会議室 

中央区 未定   

兵庫区 
毎月 第 1、第 3金曜日 
（祝休日：休み） 

13:30～15:30 
受付（13:00～15:00） 

区役所 4階 面談室 

北 区 毎月 第 3木曜日 
13:30～15:30 

受付（9:00～15:30） 
区役所 7階 市民相談室 

長田区 
毎月 第 2火曜日 
（祝休日：休み） 
（8月：休み） 

13:00～15:00 区役所 3階 相談室 

須磨区 
毎月 第 3月曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～15:00 
区役所 4階 403会議室 

北須磨支所 4階 市民課 

垂水区 
毎月 第 1火曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～16:00 
受付は 15:30まで 

区役所 2階 相談室 

西 区 
毎月 第 4水曜日 
（祝休日の場合：休み） 

13:30～16:00 
受付は 15:30まで 

区役所 

行政相談委員による相談所の開設予定（令和 3年度） 

令和 4年 2月現在 
 
 
※ 新型コロナウイルス感染症の影響等により、開設日・時間・場所等が変更となっている場合があります。 
  相談所を利用される場合は、各市（区）役所・町役場が発行する広報誌等で御確認いただくか、各市（区）
役所・町役場又は兵庫行政評価事務所行政相談課（078-321-1100）へ御確認ください。 
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阪神地域 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

芦屋市 
毎月 第 3水曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～16:00 
受付（12:45～15:30） 

市役所 B1階 お困りです課 相談室 

西宮市 毎月 第 2、第 4水曜日 13:00～16:00 市役所 1階 市民相談課 

尼崎市 
毎月 第 2、第 4金曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～15:00 市役所（中館） 1階 市民相談所 

伊丹市 
毎月 第 3金曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～16:00 
受付は 15:30まで 

市役所 2階 市民相談課 相談室 
※要予約（市民相談課 072-784-8011） 

宝塚市 
毎月 第 4月曜日 
（祝休日：前週又は翌週） 

14:00～16:00 
受付は 15:30まで 

市役所 1階 市民相談課 相談室 
※1 週間前までに要予約（市民相談課
0797-77-2003） 

川西市 

毎月 第 1月曜日 
（祝休日：翌週に開設） 

14:00～16:00 東谷公民館 

毎月 第 3木曜日 
（祝休日：休み） 

10:00～12:00 市役所 2階 生活相談課 市民相談室 

三田市 毎月 第 2木曜日 10:00～12:30 
まちづくり協働センター 相談室 
（三田駅前・キッピーモール 6階） 

猪名川町 
毎月 第 2月曜日 
（祝休日：翌日の火曜日) 

13:30～16:00 日生住民センター 

    

丹波地域 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

丹波市 

毎月 第 2月曜日 

13:30～15:30 

市役所 第 1相談室 

毎月 第 3水曜日 
（2月は 9日） 

柏原住民センター 

毎月 第 3火曜日 
（7月は 27日） 

春日住民センター 

毎月 第 1水曜日 山南住民センター 

毎月 第 2木曜日 青垣住民センター 

毎月 第 3木曜日 ライフピア市島 

丹波篠山市 

毎月 第 1、第 3、第 5金曜日 
（祝休日：休み） 
（2月 4日：休み） 

9:00～11:30 

丹南健康福祉センター 

毎月 第 2、第 4金曜日 
（祝休日：休み） 
（8月 13日：休み） 

丹波篠山市民センター 
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但馬地域 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

豊岡市 

毎月 第 2土曜日 
（祝休日：翌開庁日） 

10:00～11:30 豊岡健康福祉センター 

奇数月 第 2金曜日 
（祝休日：翌開庁日） 

13:30～15:30 城崎庁舎 

毎月 第 1月曜日 
（祝休日：翌開庁日） 
（1月は休み） 

13:30～15:30 竹野庁舎 第３会議室 

毎月 10日 
（火曜及び祝休日：翌開庁日） 

13:30～15:30 日高地区コミュニティセンター 

毎月 第 2木曜日 
（祝休日：翌開庁日） 

13:30～15:30 出石庁舎 

毎月 第 1月曜日 
（祝休日：第 2月曜日） 

13:30～15:30 但東健康福祉センター 

養父市 

毎月 第 3土曜日 

9:00～11:30 

やぶ市民交流広場（YBファブ） 
※10月及び 2月は、みふね会館 

養父公民館 

毎月 第 3水曜日 
大屋市民センター 

関宮公民館 

朝来市 偶数月 第 3月曜日 10:00～11:30 

市役所 本庁舎 

朝来老人福祉センター 

生野保健センター 

山東老人福祉センター 

香美町 

毎月 第 2火曜日 

13:30～16:00 

香住文化会館 

毎月 第 4木曜日 村岡老人福祉センター 

毎月 第 1水曜日 
（祝休日：第 2水曜日） 

小代高齢者生活支援センター「いこいの里」 

新温泉町 
毎月 第 1水曜日 

9:00～11:30 
新温泉町民センター 

毎月 第 3水曜日 サンシーホール浜坂 
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東播地域 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

明石市 

毎月 第 1、第 3火曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～16:00 

市役所 2階 市民相談室 
※要予約（市民相談室 078-918-5002） 

毎月 第２火曜日 
（祝休日：休み） 

大久保市民センター 
※要予約（市民相談室 078-918-5002） 

毎月 第３火曜日 
（祝休日：休み） 

魚住市民センター 
※要予約（市民相談室 078-918-5002） 

毎月 第４火曜日 
（祝休日：休み） 

二見市民センター 
※要予約（市民相談室 078-918-5002） 

加古川市 毎月 第 2火曜日 
13:30～15:30 
受付は 14:30まで 

市役所新館 2階 生活安全課 

西脇市 
毎月 第 3火曜日 
（祝休日：前日） 

13:00～15:00 市役所 2階 ミーティングルーム 

三木市 

毎月 第 3水曜日 
（祝休日：変更） 

13:30～15:30 市役所 

奇数月 第 2金曜日 
（祝休日：変更） 

10:00～12:00 
受付は 11:30まで 

5月及び 11月：吉川支所 多目的室 
7月及び 9月：吉川町公民館 学習室 
1月及び 3月：吉川健康福祉センター相談室 

高砂市 
毎月 20日 
（祝休日：翌開庁日） 

13:00～15:00 市役所本庁舎 2階 市民相談窓口（受付） 

小野市 
毎週 月、火、水、金曜日 
（祝休日：休み） 

9:00～17:00 市役所 1階 市民サービス課 

加西市 
毎月 第 4木曜日 
（祝休日：前日） 

13:30～15:30 アスティアかさい 3階 ワークルーム 

加東市 

毎月 第 2金曜日 
（祝祭日：第 2木曜日） 

10:00～11:30 

はぴねす滝野 

毎月 第 3金曜日 
（祝祭日：第 3木曜日） 

社福祉センター 

毎月 第 4金曜日 
（祝祭日：第 4木曜日） 

東条ボランティアセンター 

多可町 

偶数月 第 3木曜日 
（祝休日：前日） 

10:00～12:00 
受付は 11:40まで 

町役場 101相談室 

5月、9月、1月 第 3木曜日 
（祝休日：前日） 

加美プラザ 相談室 

7月、11月、3月 第 3木曜日 
（祝休日：前日） 

八千代プラザ 相談室 2 

播磨町 
毎月 第 4月曜日 
（祝休日：翌日） 

9:30～11:30 中央公民館 

稲美町 
毎月 第 4木曜日 
（7月及び 9月は、第 5木曜日） 

13:30～15:00 コミュニティセンター 和室 
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西播地域 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

姫路市 

毎月 第 1水曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～15:00 
市役所 1階 市民相談室 

毎月 第 2、第 4水曜日 
（祝休日：休み） 

駅前市役所（山陽百貨店 西館 3階） 

毎月 第 3水曜日 

13:00～15:00 家島事務所 

9:30～11:30 夢前事務所 

9:30～11:30 香寺事務所 

13:30～15:30 安富事務所 

相生市 毎月 第 3水曜日 13:30～15:00 市立総合福祉会館 会議室 

赤穂市 
毎月 第 4火曜日 
（祝休日：翌開庁日） 

10:00～12:00 市役所 1階 市民対話課 相談室 

宍粟市 

偶数月 第 3火曜日 13:30～15:00 市役所 1階 103相談室 

奇数月 第 2火曜日 
（11月及び 1月は第 3火曜日、
3月は 16日） 13:30～15:30 

一宮市民協働センター 会議室 

偶数月 第 4火曜日 
（10月は 20日、12月は 16日） 

市民センター波賀 応接室 

奇数月 第 2火曜日 
（1月は 12日） 

10:00～12:00 ライブリーちくさ 会議室 

たつの市 

毎月 第 3木曜日 9:00～11:00 市役所 2階 201会議室 

毎月 第 2木曜日 
13:00～15:00 
受付は 14:30まで 

新宮総合支所 1階 ロビー 

毎月 第 4火曜日 
（5 月、11 月、12 月は第 3 火
曜日） 

13:00～15:00 揖保川総合支所 2階 202会議室 

偶数月 第 3月曜日 13:00～15:00 御津総合支所 1階 相談室 

佐用町 毎月 第 2水曜日 

9:00～11:00 三日月地域交流センター 2階 会議室 201 

13:00～15:00 

町役場 2階 201会議室 

上月支所 1階 相談室 

南光文化センター 第 1会議室 

神河町 
偶数月 第 4水曜日 
（10月、2月は第 3水曜日） 
（12月は第 2水曜日） 

13:30～16:30 
受付は 16:00まで 

神崎支庁舎 第 2会議室（4月、8月、2月） 

中央公民館 第１会議室（6月、10月、12月） 

市川町 
毎月 第 2、第 4金曜日 
（祝休日：休み） 

13:00～15:00 就業改善センター 2階 研修室 

福崎町 
毎月 第 3水曜日 
（祝休日：翌日） 

13:00～15:00 コミュニティセンター サルビア会館 
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太子町 

毎月 第 3木曜日 
（6月及び 12月を除く） 

13:30～15:00 
町役場 2階 企画政策課 

6月 1日、12月 2日 13:00～16:00 

4月 23日 

13:00～15:00 

太田公民館 

7月 30日 龍田公民館 

10月 29日 斑鳩公民館 

1月 28日 石海公民館 

上郡町 
偶数月 第 3水曜日 
（祝休日：第 4水曜日） 

10:00～12:00 
受付は 9:30から 

町役場 3階 会議室 
※前日までに要予約（総務課 0791-52-
1111） 

 

淡路地域 

地 域 開設予定 時間帯 開設場所 

洲本市 毎月 第 2水曜日 13:15～15:00 市役所 2階 201会議室 

淡路市 

7月 15日（木） 

14:00～16:00 

一宮事務所 

9月 16日（木） 岩屋事務所 

1月 20日（木） 北淡事務所 

3月 17日（木） 東浦事務所 

南あわじ市 奇数月 第 2木曜日 13:30～15:00 

5月、9月、1月：中央公民館 
7月：広田地区公民館 
11月：福良地区公民館 
3月：松帆地区公民館 
※要予約（市民協働課 0799-43-5244） 

 


