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頁番号

誤

正

1

宝塚健康福祉事務所
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
FAX 0797-74-7091
(H31.3.4に移転）

宝塚健康福祉事務所
〒665-0032
宝塚市東洋町2-5
阪神健康交流センター
FAX 0797-61-5188
(H31.3.4から）

1

明石健康福祉事務所
〒673-0892
明石市本町2-3-30
TEL 078-917-1131

あかし保健所健康推進課
〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
TEL 078-918-5657
（H30.4から中核市移行に伴い新規開設）

2

西脇市福祉総務課（精神保健福祉相談窓口） 西脇市社会福祉課（精神保健福祉相談窓口）
西脇市福祉総務課
西脇市社会福祉課
（精神障害者手帳・自立支援医療）
（精神障害者手帳・自立支援医療）

3

多可町（精神保健相談窓口）
健康福祉課
TEL 0795-32-5151

多可町（精神保健相談窓口）
健康課
TEL 0795-32-5121

3

多可町（精神障害者手帳・自立支援医療）
健康福祉課
TEL 0795-32-5151
FAX 0795-32-1937
多可郡多可町中区岸上281-51

多可町（精神障害者手帳・自立支援医療）
福祉課
TEL 0795-32-5120
FAX 0795-30-2526
多可郡多可町中区中村町123

3

市川町健康福祉課
FAX 0790-26-1989

市川町健康福祉課
FAX 0790-26-1049

3

福崎町健康福祉課町民福祉課
〒679-2204

福崎町健康福祉課町民福祉係
〒679-2280

3

たつの市健康課、地域福祉課
〒679-4167

たつの市健康課、地域福祉課
〒679-4192

4

丹波市福祉部生活支援課

丹波市福祉部障がい福祉課

4・91

丹波市健康課
〒669-3602
丹波市氷上町常楽211番地
TEL 0795-82-4567 FAX 0795-82-5402

丹波市健康課
〒669-3464
丹波市氷上町石生2059-5
丹波市健康センター ミルネ２階
TEL 0795-88-5750 FAX 0795-88-6315
（R元.7.1から）

4・93

洲本市福祉課
〒656-0027
洲本市港2-26みなと元気館
（H29.2.18に移転）

洲本市福祉課
〒656-8686
洲本市本町3-4-10
（H29.2.18から）

6

尼崎市保健所
（健康増進課）
FAX 06-4869-3057

尼崎市保健所
（疾病対策課）
FAX 06-4869-3049

尼崎市保健センター

6

中央地域保健担当
尼崎市開明町2-1-1
TEL 06-6413-5391
小田地域保健担当
尼崎市長州中通1-6-10
TEL 06-6401-5515
大庄地域保健担当
尼崎市大庄西町3-17-11
TEL 06-6416-0171
立花地域保健担当
尼崎市栗山町2-24-3
TEL 06-6429-7001
武庫地域保健担当
尼崎市武庫元町1-33-9
TEL 06-6433-6501
園田地域保健担当
尼崎市御園1-23-8
TEL 06-6492-1651

（JR神戸線より北部の市民）
北部保健福祉センター地域保健課
〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2-1-1
TEL 06-4950-0637
（JR神戸線より南部の市民）
南部保健福祉センター地域保健課
〒660-0876
兵庫県尼崎市竹谷町2-183
TEL 06-6415-6342
(H30.1～窓口再編成により2箇所を設置)
手帳・医療については、支所でも対応可能

12

岩尾クリニック
〒657-0028
神戸市灘区森後町2-3-2-204

岩尾クリニック
〒657-0051
神戸市灘区八幡町2-8-7 セントビル4階

13

福本認知脳神経内科

福本認知脳神経内科
閉院により削除

上枝診療所
名称変更、移転による住所変更

医療法人社団上枝診療所
あまなクリニック
〒660-0883
尼崎市神田北町1丁目7-1
阪神尼崎駅前第29ビル7階

43

大森メンタルクリニック

わたなべメンタルクリニック
追加：心理士によるカウンセリング
追加：◆医療機能情報：臨床心理・神経心理検
査

67

兵庫県立光風病院

兵庫県立ひょうごこころの医療センター

82

兵庫県立こども病院
移転により住所、TEL、FAX変更

93

川西こども家庭センター
〒666-0017
川西市火打1丁目22-8（川西庁舎内）

98

加西市長寿介護課地域包括支援センター
〒675-2395
加西市北条町横尾1000

28

〒650-0047
神戸市中央区港島南町1丁目6-7
TEL 078-945-7300
FAX 078-302-1023
川西こども家庭センター
〒666-0017
川西市火打1丁目12-16 キセラ川西プラザ3階
（H30.10.9から）
加西市長寿介護課地域包括支援センター
〒675-2303
加西市北条町古坂1072-14

98

多可町地域包括支援センター
〒679-1114
多可郡多可町中区岸上281-51

多可町地域包括支援センター
〒679-1192
多可郡多可町中区中村町123

98

多可町健康福祉課
TEL 0795-32-5151
FAX 0795-32-1937
多可郡多可町中区岸上281-51

多可町福祉課
TEL 0795-32-5120
FAX 0795-30-2526
多可郡多可町中区中村町123

99

福崎町福崎町健康福祉課地域包括支援セン
福崎町健康福祉課地域包括支援センター
ター
〒679-2204
〒679-2203

99

福崎町健康福祉課介護保険係
〒679-2203

福崎町健康福祉課介護保険係
〒679-2280

100

洲本市介護福祉課地域包括支援センター
〒656-0027
洲本市港2-26みなと元気館
（H29.2.18に移転）

洲本市介護福祉課地域包括支援センター
〒656-8686
洲本市本町3-4-10
（H29.2.18から）

100

洲本市介護福祉課
〒656-0027
洲本市港2-26みなと元気館
（H29.2.18に移転）
TEL 0799-26-9333

洲本市介護福祉課
〒656-8686
洲本市本町3-4-10
（H29.2.18から）
TEL 0799-22-9333

102

神戸市若年性認知症相談窓口
TEL 078-271-5681
相談時間
9:00～17:00

神戸市若年性認知症相談窓口
（こうべ認知症生活相談センター）
TEL 078-271-5081
相談時間
9:00～12:00、13:00～17:00

106

兵庫ひきこもり相談支援センター
阪神ブランチ
（特非）情報センターＩＳＩＳ（イシス）神戸
〒651-0076
神戸市中央区吾妻通4-1-6
TEL 078-232-3923
（開設日）
火・木・金
11:30～16:00

兵庫ひきこもり相談支援センター
阪神ブランチ
（特非）宝塚ＮＰＯセンター
〒665-0845
宝塚市栄町2-1-1 ソリオ1-３Ｆ
TEL 0797-96-0552
（開設日）
火～土
10:00～17:00

兵庫県難病相談センター
〒660-0828
尼崎市東大物町1丁目1番1号（県立尼崎病院
8階）
TEL 06-6482-7205

兵庫県難病相談センター
〒660-8550
尼崎市東難波町2丁目17番77号（兵庫県難病
相談センター）
TEL 06-6480-7730

109

洲本市福祉事務所福祉課保護係
〒656-0027
洲本市港2-26
（H29.2.18に移転）

洲本市福祉事務所福祉課保護係
〒656-8686
洲本市本町3-4-10
（H29.2.18から）

117

仙台市精神保健福祉総合センター
〒980-0845
仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

仙台市精神保健福祉総合センター
〒983-0836
仙台市宮城区幸町3-12-1
（H29.7.3からH30.3.2まで）

107

117

埼玉県立精神保健福祉センター
TEL 048-723-1111

埼玉県立精神保健福祉センター
TEL 048-723-3333

117

東京都立精神保健福祉センター
TEL 03-3842-0948

東京都立精神保健福祉センター
TEL 03-3844-2210

117

さいたま市こころの健康センター
〒338-0003
さいたま市中央区本町東4-4-3
TEL 048-851-5665
（H30.2.13に移転）

さいたま市こころの健康センター
〒330-0071
さいたま市浦和区上木崎4-4-10
子ども家庭総合センター4階
TEL 048-762-8548
（H30.2.13から)

118

京都市こころの健康増進センター
京都市中京区壬生東高田町1-15
（H27.9.24に移転）

京都市こころの健康増進センター
京都市中京区壬生仙念町30番地
（H27.9.24から）

118

神戸市こころの健康センター
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル9階
（H29.3.21に移転）

神戸市精神保健福祉センター
〒650-0016
神戸市中央区橘通3丁目4番1号
神戸市立総合福祉センター3階
（H29.3.21から）

118

福井県精神保健福祉センター
〒910-0005
福井市大手3-7-1繊協ビル2階
TEL 0776-26-7100

福井県総合福祉相談所
〒910-0026
福井市光陽2-3-36
TEL 0776-24-5135

118

岡山県精神保健福祉センター
岡山市中区古京町1丁目1-10-101
TEL 086-272-8839
（H28.3.30に移転）

岡山県精神保健福祉センター
岡山市北区厚生町3丁目3番1号
TEL 086-201-0850
（H28.3.30から）

119

高知県立精神保健福祉センター
〒780-0850
高知市丸ノ内2-4-1
（H29.3.27に移転）

高知県立精神保健福祉センター
〒780-0850
高知市丸ノ内1-7-6 高知興林会館4階
（H29.3.27から）

＊令和元年5月1日より篠山市は丹波篠山市に名称が変わりました。

