
○独立行政法人等 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
国立研究開発法人

情報通信研究機構 未来ＩＣＴ研究所
〒651-2492
神戸市西区岩岡町岩岡588-2

078-969-2100

外務省所管
独立行政法人

国際協力機構 ＪＩＣA関西
〒651-0073
神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2

078-261-0341

文部科学省所管
独立行政法人

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
〒656-0543
南あわじ市阿万塩屋町757-39

0799-55-2695

国立高等専門学校機構 明石工業高等専門学校
〒674-8501
明石市魚住町西岡679-3

078-946-6017

文部科学省所管
国立研究開発法人

量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所（播磨地区）
〒679-5148
佐用郡佐用町光都1-1-1

0791-58-0922

防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター
〒673-0515
三木市志染町三津田西亀屋1501-21

0794-85-8211

理化学研究所 神戸事業所
〒650-0047
神戸市中央区港島南町2-2-3

078-306-0111

播磨事業所
〒679-5148
佐用郡佐用町光都1-1-1

050-3500-5411

生命機能科学研究センター
〒650-0047
神戸市中央区港島南町2-2-3

放射光科学研究センター
〒679-5148
佐用郡佐用町光都1-1-1

050-3500-5417

計算科学研究センター
〒650-0047
神戸市中央区港島南町7-1-26

厚生労働省所管
独立行政法人

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業本部
兵庫県支部

〒651-2277
神戸市西区美賀多台1-1-2
兵庫建設会館内

078-997-2333

清酒製造業退職金共済事業本部
兵庫県支部

〒658-0046
神戸市東灘区御影本町5-10-11
兵庫県酒造組合連合会内

078-841-1101

林業退職金共済事業本部
兵庫県支部

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通5-5-18
林業会館内（兵庫県森林組合連合会）

078-381-5425

高齢・障害・求職者雇用支援機構
高齢・障害・求職者雇用支援機構
兵庫支部

〒661-0045
尼崎市武庫豊町3-1-50
ポリテクセンター兵庫内

06-6431-7276

兵庫障害者職業センター
〒657-0833
神戸市灘区大内通5-2-2

078-881-6776

兵庫職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター兵庫）

〒661-0045
尼崎市武庫豊町3-1-50

06-6431-7276

県内主要機関名

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://www2.nict.go.jp/advanced_ict/index.html
https://www.jica.go.jp/kansai/index.html
https://awaji.niye.go.jp/
https://www.akashi.ac.jp/
https://www.qst.go.jp/site/kansai/
https://www.bosai.go.jp/hyogo/
https://www.kobe.riken.jp/
https://harima.riken.jp/
https://www.bdr.riken.jp/jp/index.html
http://rsc.riken.jp/
https://www.r-ccs.riken.jp/jp/
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
https://www.seitaikyo.taisyokukin.go.jp/
https://www.seitaikyo.taisyokukin.go.jp/
https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/
https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hyogo/
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hyogo/
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/hyogo/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/


兵庫職業能力開発促進センター
加古川訓練センター
（ポリテクセンター加古川）

〒675-0051
加古川市東神吉町升田1688-1

079-431-2516

港湾職業能力開発短期大学校
神戸校（ポリテクカレッジ神戸港）

〒650-0045
神戸市中央区港島8-11-4

078-303-7325

労働者健康安全機構 神戸労災病院
〒651-0053
神戸市中央区籠池通4-1-23

078-231-5901 

関西労災病院
〒660-8511
尼崎市稲葉荘3-1-69

06-6416-1221

関西労災看護専門学校
〒660-0064
尼崎市稲葉荘3-1-69

06-6419-2177

兵庫産業保健総合支援センター
〒651-0087
神戸市中央区御幸通6-1-20
ジイテックスアセントビル

078-230-0283

国立病院機構 神戸医療センター
〒654-0155
神戸市須磨区西落合3-1-1

078-791-0111 

姫路医療センター
〒670-8520
姫路市本町68

079-225-3211

兵庫中央病院
〒669-1592
三田市大原1314

079-563-2121

兵庫あおの病院
〒675-1327
小野市市場町926-453

0794-62-5533

地域医療機能推進機構 神戸中央病院
〒651-1145
神戸市北区惣山町2-1-1

078-594-2211

農林水産省所管
国立研究開発法人

森林研究・整備機構 森林整備センター近畿北陸整備局

神戸水源林整備事務所
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通5-5-18
（兵庫県林業会館）

078-362-5800

農林水産省所管
独立行政法人

農林水産消費安全技術センター 神戸センター
〒650-0047
神戸市中央区港島南町1-3-7

050-3797-1906

家畜改良センター 兵庫牧場
〒679-4017
たつの市揖西町土師954-1

0791-66-0801

経済産業省所管
独立行政法人

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） ジェトロ神戸
〒651-6591
神戸市中央区浜辺通5-1-14
神戸商工貿易センター

078-231-3081

中小企業基盤整備機構 中小企業大学校関西校
〒679-2282
神崎郡福崎町高岡1929

0790-22-5931

国土交通省所管
独立行政法人

自動車技術総合機構 近畿検査部

兵庫事務所
〒658-0024
神戸市東灘区魚崎浜町34-2

078-453-1895

https://www3.jeed.go.jp/kakogawa/poly/
https://www3.jeed.go.jp/kakogawa/poly/
https://www3.jeed.go.jp/kakogawa/poly/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/college/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/college/
https://www.kobeh.johas.go.jp/
https://www.kansaih.johas.go.jp/
https://www.kansaik.johas.go.jp/
https://www.hyogos.johas.go.jp/
https://kobe.hosp.go.jp/
https://himeji.hosp.go.jp/
https://hyogochuo.hosp.go.jp/
https://hyogoaono.hosp.go.jp/
https://kobe.jcho.go.jp/
https://www.green.go.jp/seibi/kinki-hokuriku/index.html
http://www.famic.go.jp/
http://www.nlbc.go.jp/hyogo/
https://www.jetro.go.jp/
https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/index.html
https://www.naltec.go.jp/


姫路事務所
〒672-8588
姫路市飾磨区中島3322

0792-33-8266 

自動車事故対策機構 大阪主管支所

 兵庫支所
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通5-1-14
神戸商工貿易センタービル

078-271-7601 

水資源機構 一庫ダム管理所
〒666-0153
川西市一庫字唐松4-1

072-794-6671

都市再生機構 西日本支社

兵庫住まいセンター
〒651-0087
神戸市中央区御幸通7-1-15
三宮ビル南館

078-242-2791

阪神住まいセンター
〒660-0881
尼崎市昭和通3-95
アマックスビル

06-6419-4522

UR神戸営業センター
〒651-0001
神戸市中央区加納町4-2-1
神戸三宮阪急ビル

078-571-6789

海技教育機構 神戸分室

海技大学校
〒659-0026
芦屋市西蔵町12-24

0797-38-6201

○独立行政法人に準ずる法人

所管 法人名 所在地 電話番号

法務省所管法人 日本司法支援センター（法テラス） 法テラス兵庫
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワービル

0570-078334
（IP電話
050-3383-5440）

法テラス阪神
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館

0570-078335
（IP電話
050‐3383-5445）

法テラス姫路
〒670-0947
姫路市北条1-408-5 光栄産業（株）第2ビル

0570-078336
（IP電話
050‐3383-5448）

法テラス兵庫法律事務所
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー

050-3383-0466

法テラス阪神法律事務所
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館

050-3381-1395

県内主要機関名

https://www.nasva.go.jp/index.html
https://www.water.go.jp/kansai/hitokura/
https://www.ur-net.go.jp/west/index.html
https://www.jmets.ac.jp/academic/index.html
https://www.jmets.ac.jp/kaidai/index.html
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/index.html
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/index.html
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/index.html
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/access/hyogo-lo.html
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hyogo/access/hanshin-lo.html

