
○特殊法人 令和5年5月現在

近畿管区行政評価局

所管 法人名 所在地 電話番号

総務省所管
特殊法人

西日本電信電話株式会社 兵庫支店
〒650-0024
神戸市中央区海岸通11
NTT西日本 神戸中央ビル

日本放送協会 神戸放送局
〒650-8515
神戸市中央区中山手通2-24-7

078-252-5000

日本郵便株式会社 近畿支社 

神戸中央郵便局
〒650-8799
神戸市中央区栄町通6-2-1

0570-943-153

東灘郵便局
〒658-8799
神戸市東灘区住吉東町2-2-17

0570-943-978

灘郵便局  
〒657-8799
神戸市灘区大石東町3-2-8

0570-070-239

兵庫郵便局
〒652-8799
神戸市兵庫区大開通2-2-19

0570-943-587

神戸北郵便局 
〒651-1199
神戸市北区北五葉2-1-15

0570-943-862

有野郵便局
〒651-1399
神戸市北区藤原台北町6-19

0570-943-044

神戸山田郵便局
〒651-1299
神戸市北区松が枝町2-1-2

0570-943-969

長田郵便局 
〒653-8799
神戸市長田区細田町7-1-1

0570-943-157

須磨郵便局 
〒654-8799
神戸市須磨区鷹取町2-1-1

0570-943-399

須磨北郵便局
〒654-0199
神戸市須磨区西落合1-1-10

0570-943-122

垂水郵便局  
〒655-8799
神戸市垂水区星陵台1-4-29

0570-066-792

神戸西郵便局 
〒651-2299
神戸市西区糀台5-12-1

0570-943-568

芦屋郵便局  
〒659-8799
芦屋市平田北町4-13

0570-943-193

県内主要機関名

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://www.ntt-west.co.jp/
https://www.nhk.or.jp/kobe/
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13560
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13413
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13428
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13444
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13529
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13525
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13517
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13459
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13484
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13479
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13500
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13576
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13749


西宮郵便局
〒662-8799
西宮市和上町6-28

0570-943-395

西宮東郵便局
〒663-8799
西宮市甲子園春風町5-1

0570-071-698

尼崎郵便局
〒660-8799
尼崎市昭和通2-11-1

0570-066-047

尼崎北郵便局
〒661-8799
尼崎市南塚口町5-8-1

0570-943-880

伊丹郵便局 
〒664-8799
伊丹市中央6-2-14

0570-943-477

宝塚郵便局   
〒665-8799
宝塚市小浜3-1-20

0570-071-386

川西郵便局
〒666-8799
川西市栄町13-18

0570-943-245

川西北郵便局
〒666-0199
川西市東畦野2-8-1

0570-943-620

三田郵便局 
〒669-1399
三田市天神1-5-20

0570-943-092

篠山郵便局
〒669-2399
篠山市北新町99

0570-943-216

丹波郵便局 
〒669-3399
丹波市柏原町南多田660

0570-943-465

豊岡郵便局  
〒668-8799
豊岡市泉町3-27

0570-943-254

八鹿郵便局 
〒667-8799
養父市八鹿町八鹿1809-2

0570-943-364

和田山郵便局  
〒669-5299
朝来市和田山町東谷105-1

0570-943-069

明石郵便局  
〒673-8799
明石市樽屋町1-7

0570-066-571

明石西郵便局 
〒674-8799
明石市魚住町錦が丘4-2-22

0570-943-460

加古川郵便局  
〒675-8799
加古川市加古川町北在家2578

0570-943-857

加古川東郵便局 
〒675-0199
加古川市平岡町一色三ツ池797-310

0570-943-207

https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13726
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13691
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14176
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14202
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14116
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13820
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14143
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14155
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13875
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14062
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14027
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13767
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14009
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=14022
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13669
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13655
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13772
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13783


西脇郵便局   
〒677-8799
西脇市野村町1796-481

0570-943-161

三木郵便局  
〒673-0499
三木市別所町小林宿谷北657-8

0570-943-492

高砂郵便局 
〒676-8799
高砂市荒井町御旅2-6-15

0570-943-482

小野郵便局 
〒675-1399
小野市王子町山ノ下15

0570-943-424

加西郵便局 
〒675-2399
加西市北条町横尾150-5

0570-943-898

社郵便局  
〒673-1499
加東市社若ヶ谷1738-67

0570-943-566

姫路郵便局 
〒670-8799
姫路市総社本町210

0570-943-219

姫路南郵便局 
〒672-8799
姫路市飾磨区中島1139-29

0570-943-632

御着郵便局  
〒671-0299
姫路市御国野町御着783-2

0570-943-611

香寺郵便局    
〒679-2199
姫路市香寺町香呂76-1

0570-943-850

相生郵便局  
〒678-8799
相生市垣内町2-4

0570-943-533

赤穂郵便局   
〒678-0299
赤穂市加里屋駅前町64-1

0570-943-642

龍野郵便局   
〒679-4199
たつの市龍野町富永452-5

0570-943-625

播磨山崎郵便局
〒671-2599
宍粟市山崎町山田2-1

0570-943-279

洲本郵便局  
〒656-8799
洲本市本町3-1-34

0570-943-991

財務省所管
特殊法人

日本たばこ産業株式会社 兵庫支社
〒651-0083
兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30
三宮国際ビル

https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13818
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13848
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13852
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13864
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13887
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13897
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13616
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13607
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13583
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13931
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13752
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13805
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13802
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13963
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13734


株式会社日本政策金融公庫 神戸支店
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-7-4
ハーバーランドダイヤニッセイビル

0570-061-468
（国民生活事業）
078-362-8451
（農林水産事業）
078-362-5961
（中小企業事業）

神戸東支店
〒657-0035
神戸市灘区友田町 3-6-15
KHK 灘ビル

0570-061-497
（国民生活事業）

尼崎支店
〒660-0892
尼崎市東難波町 4-18-1

0570-062-547
（国民生活事業）

明石支店
〒673-0898
明石市樽屋町 8-36

0570-062-017
（国民生活事業）

姫路支店
〒670-0917
姫路市忍町 200

0570-062-292
（国民生活事業）

豊岡支店
〒668-0032
豊岡市千代田町 10-6

0570-065-418
（国民生活事業）

文部科学省所管
特殊法人

放送大学学園 放送大学兵庫学習センター
〒657-8501
神戸市灘区六甲台町2-1
神戸大学六甲台キャンパス内

078-805-0052

放送大学姫路サテライトスペース
〒670-0012
姫路市本町68番地の290
イーグレひめじ

079-284-5788

厚生労働省所管
特殊法人

日本年金機構 兵庫事務センター
651-8514
神戸市中央区脇浜町2-11-14
現代神戸ビル

078-291-4123

三宮年金事務所
〒650-0033
神戸市中央区江戸町93 栄光ビル

078-332-5793

東灘年金事務所
〒658-0053
神戸市東灘区住吉宮町1-11-17

078-811-8475

兵庫年金事務所
〒652-0898
神戸市兵庫区駅前通1-3-1

078-577-0294

須磨年金事務所
〒654-0047
神戸市須磨区磯馴町4-2-12

078-731-4797

西宮年金事務所
〒663-8567
西宮市津門大塚町8-26

0798-33-2944

尼崎年金事務所
〒660-0892
尼崎市東難波町2-17-55

06-6482-4591

明石年金事務所
〒673-8512
明石市鷹匠町12-12

078-912-4983

https://www.jfc.go.jp/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/hyogo/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/hyogo/
https://www.nenkin.go.jp/
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=587&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=592&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=594&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=588&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=591&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=585&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=584&part_id=249


加古川年金事務所
〒675-0031
加古川市加古川町北在家2602

079-427-4740

姫路年金事務所
〒670-0947
姫路市北条1-250

079-224-6382

豊岡年金事務所
〒668-0021
豊岡市泉町4-20

0796-22-0948

街角の年金相談センター
北須磨

〒654-0154
神戸市須磨区中落合2-2-5
名谷センタービル

078-795-3455

街角の年金相談センター
西宮（オフィス）

〒663-8035
西宮市北口町1-2 アクタ西宮東館

0798-61-3731

街角の年金相談センター
尼崎

〒661-0012
尼崎市南塚口町2-1-2-208
塚口さんさんタウン2番館

06-6424-2884

街角の年金相談センター
姫路

〒670-0961
姫路市南畝町2-53 ネオフィス姫路南

079-221-5127

農林水産省所管
特殊法人

日本中央競馬会 阪神競馬場
〒665-0053
宝塚市駒の町1-1

0798-51-7151

ウインズ神戸

（A館）
〒650-0022
神戸市中央区元町通2-10-2
（B館）
〒650-0022
神戸市中央区元町通3-7-1

078-392-8474

ウインズ姫路
〒670-0882
姫路市広峰2-7-80
姫路競馬場(兵庫県競馬組合)内

079-289-8432

経済産業省所管
特殊法人

株式会社商工組合中央金庫 神戸支店
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111

078-391-7541

尼崎支店
〒660-0892
尼崎市東難波町5-19-8

06-6481-7501  

姫路支店
〒670-0015
姫路市総社本町111

079-223-8431 

国土交通省所管
特殊法人

日本貨物鉄道株式会社 関西支社近畿支店

神戸営業所
〒654-0026
神戸市須磨区大池町5-1-21

078-735-1370

姫路営業所
〒671-0221
姫路市別所町別所1934

079-252-6982

http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=3568&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=593&part_id=249
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=590&part_id=249
https://www.jra.go.jp/
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/kobe.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/amagasaki.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/himeji.html
https://www.jrfreight.co.jp/


西日本高速道路株式会社 関西支社

神戸高速道路事務所
〒651-1412
西宮市山口町下山口145

078-904-2861

姫路高速道路事務所
〒671-2232
姫路市相野941-103

079-269-0690

福崎高速道路事務所
〒679-2204
神崎郡福崎町西田原2023

0790-22-4915

第二神明道路事務所
〒655-0852
神戸市垂水区名谷町字前田953

078-708-5131

阪神改築事務所
〒666-0016
川西市中央町10-20

072-755-9400

阪神高速道路株式会社 神戸建設部
〒650-0023
神戸市中央区栄町通1-2-10
読売神戸ビル

078-331-9820

神戸管理・保全部
〒650-0041
神戸市中央区新港町16-1

078-331-9801

本州四国連絡高速道路株式会社 本社
〒651-0088
神戸市中央区小野柄通4-1-22
アーバンエース三宮ビル

078-291-1000

神戸管理センター
〒655-0852
神戸市垂水区名谷町549

078-709-0084

https://corp.w-nexco.co.jp/
https://www.hanshin-exp.co.jp/company/index.html
https://www.jb-honshi.co.jp/customer_index/

