
○地方公共団体 令和5年5月現在

近畿管区行政評価局

区役所等名 所在地 電話番号

兵庫県 本庁
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1

078-341-7711

神戸県民センター
〒653-8767
神戸市長田区二葉町5-1-32
新長田合同庁舎

電話番号一覧

阪神南県民センター
〒660-8588
尼崎市東難波町5-21-8

06-6481-7641

阪神北県民局
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15

0797-83-3101

丹波県民局
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688

0795-72-0500

東播磨県民局
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-1101

北播磨県民局
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2

0795-42-5111

中播磨県民センター
〒670-0947
姫路市北条1-98

079-281-3001

西播磨県民局
〒678-1205
赤穂郡上郡町光都2-25

0791-58-2100

但馬県民局
〒668-0025
豊岡市幸町7-11

0796-23-1001

淡路県民局
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5

0799-22-3541

神戸地域 神戸市 本庁
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1

078-331-8181

東灘区役所
〒658-8570
神戸市東灘区住吉東町5-2-1

078-841-4131

地方公共団体名等

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/kobe/index.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/area/kobe/area_00010.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/s_hanshin/index.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/area/n_hanshin/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tanba/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/e_harima/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/n_harima/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/c_harima/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/w_harima/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tajima/index.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/area/awaji/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/higashinadaku/index.html


灘区役所
〒657-8570
神戸市灘区桜口町4-2-1

078-843-7001 

中央区役所
〒651-8570
神戸市中央区東町115

078-335-7511

兵庫区役所
〒652-8570
神戸市兵庫区荒田町1-21-1

078-511-2111 

北区役所
〒651-1195
神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1

078-593-1111 

北神区役所
〒651-1302
神戸市北区藤原台中町1-2-1

078-981-5377

長田区役所
〒653-8570
神戸市長田区北町3-4-3

078-579-2311 

須磨区役所
〒654-8570
神戸市須磨区大黒町4-1-1

078-731-4341 

須磨区北須磨支所
〒654-0154
神戸市須磨区中落合2-2-5 名谷センタービ
ル

078-793-1212

垂水区役所
〒655-8570
神戸市垂水区日向1-5-1

078-708-5151 

西区役所
〒651-2295
神戸市西区糀台5-４−１

078-940-9501

西区玉津支所 神戸市西区玉津町小山180-3 078-965-6400

阪神南地域 尼崎市
〒660-8501
尼崎市東七松町1-23-1

06-6375-5639

西宮市
〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3

0798-35-3151

芦屋市
〒659-8501
芦屋市精道町7-6

0797-31-2121

https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/nadaku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/chuoku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/hyogoku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/kitaku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/hokushin/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/nagataku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/sumaku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/i53821/kenko/handicap/syakaikatdudou/barrierfree/shurui/kankou/01-14.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/tarumiku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/nishiku/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/k87292/kenko/handicap/syakaikatdudou/barrierfree/shurui/kankou/01-16.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
https://www.nishi.or.jp/
https://www.city.ashiya.lg.jp/


阪神北地域 伊丹市
〒664-8503
伊丹市千僧1-1

072-783-1234

宝塚市
〒665-8665
宝塚市東洋町1-１

0797-71-1141

川西市
〒666-8501
川西市中央町12-1

072-740-1111

三田市
〒669-1595
三田市三輪2-1-1

079-563-1111

猪名川町
〒666-0292
川辺郡猪名川町上野字北畑11－1

072-766-0001

丹波地域 丹波篠山市
〒669-2397
丹波篠山市北新町41

079-552-1111

丹波市
〒669-3692
丹波市氷上町成松字甲賀1

0795-82-1001

東播磨地域 明石市
〒673-8686
明石市中崎1-5-1

078-912-1111

加古川市
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000

079-421-2000

高砂市
〒676-8501
高砂市荒井町千鳥1-1-1

079-442-2101

稲美町
〒675-1115
加古郡稲美町国岡1-1

079-492-1212

播磨町
〒675－0182
加古郡播磨町東本荘1-5-30

079-435-0355

北播磨地域 西脇市
〒677-8511
西脇市下戸田128-1

0795-22-3111

三木市
〒673-0492
三木市上の丸町10-30

0794-82-2000

小野市
〒675-1380
小野市中島町531

0794-63-1000

https://www.city.itami.lg.jp/
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/
https://www.city.sanda.lg.jp/
https://www.town.inagawa.lg.jp/
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/index.html
https://www.city.tamba.lg.jp/
http://www.city.akashi.lg.jp/
https://www.city.kakogawa.lg.jp/
https://www.city.takasago.lg.jp/
https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/
http://www.town.harima.lg.jp/
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/
https://www.city.miki.lg.jp/
https://www.city.ono.hyogo.jp/


加西市
〒675-2395
加西市北条町横尾1000

0790-42-1110

加東市
〒673-1493
加東市社50

0795-42-3301

多可町
〒679-1192
多可郡多可町中区中村町123

0795-32-2380

中播磨地域 姫路市
〒670-8501
姫路市安田4-1

079-221-2111

神河町
〒679-3116
神崎郡神河町寺前64

0790-34-0001 

市川町
〒679-2392
神崎郡市川町西川辺165-3

0790-26-1010

福崎町
〒679-2280
神崎郡福崎町南田原3116-1

0790-22-0560 

西播磨地域 相生市
〒678-8585
相生市旭1-1-3

0791-23-7111

たつの市
〒679－4192
たつの市龍野町富永1005-1

0791-64-3131  

赤穂市
〒678-0292
赤穂市加里屋81

0791-43-3201

宍粟市
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133-6

0790-63-3000

太子町
〒671-1592
揖保郡太子町鵤280-1

079-277-1010

上郡町
〒678-1292
赤穂郡上郡町大持278

0791-52-1111

佐用町
〒679-5380
佐用郡佐用町佐用2611-1

0790-82-2521

但馬地域 豊岡市
〒668-8666
豊岡市中央町2-4

0796-23-1111

https://www.city.kasai.hyogo.jp/
https://www.city.kato.lg.jp/index.html
https://www.town.taka.lg.jp/
https://www.city.himeji.lg.jp/
http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/top/top.aspx
https://www.town.ichikawa.lg.jp/
http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/
https://www.city.aioi.lg.jp/
https://www.city.tatsuno.lg.jp/
http://www.city.ako.lg.jp/index.html
http://www.city.shiso.lg.jp/
https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/
https://www.town.kamigori.hyogo.jp/
https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/normal_top.jsp
https://www.city.toyooka.lg.jp/


養父市
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿 1675

079-662-3161

朝来市
〒669-5292
朝来市和田山町東谷213-1

079-672-3301

香美町
〒 669-6592
美方郡香美町香住区香住870-1

0796-36-1111

新温泉町
〒669-6792
美方郡新温泉町浜坂2673-1

0796-82-3111

淡路地域 洲本市
〒656-8686
洲本市本町3-4-10

0799-22-3321

南あわじ市
〒656-0492
南あわじ市市善光寺22-1

0799-43-5001

淡路市
〒656-2292
淡路市生穂新島8

0799-64-0001

（注）市町村（政令指定都市を除く）で複数の庁舎がある場合は、首長室がある庁舎所在地を記載しています。

https://www.city.yabu.hyogo.jp/
https://www.city.asago.hyogo.jp/
https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/index.html
http://www.town.shinonsen.hyogo.jp/
https://www.city.sumoto.lg.jp/
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
https://www.city.awaji.lg.jp/

