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国
際
機
関

革新的なソリューションを研究し政策や事業へと発展させる
ことで、持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨ
Ｃ）を実現する

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
IHDセンタービル9F

078-230-3100 078-230-3178  http://extranet.who.int/kobe_centre/ja

（国研）日本原子力研究開発機構 独自に開発した放射光実験装置・技術を利用して、原子
力、環境エネルギー、環境エネルギー材料研究を実施して
いる

679-5148 佐用郡佐用町光都1-1-1 070-1493-3351 0791-58-2620 https://msrc.jaea.go.jp/

科学や社会が抱える課題の解決に貢献するため、「シミュ
レーション」「ビッグデータ解析」「ＡＩ」を融合した最先端の研
究をスーパーコンピュータ「富岳」上で実践する。

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-26 078-940-5555 078-304-4956 https://www.r-ccs.riken.jp/

(国研)理化学研究所 大型放射光施設SPring-8とX線自由電子レーザー施設
SACLAは最先端科学の研究施設

679-5148 佐用郡佐用町光都1-1-1 0791-58-0909 0791-58-2898 http://www.riken.jp/
http://new.spring8.or.jp

（国研）理化学研究所 個体の誕生から死までのライフサイクルの進行を、分子・細
胞・臓器の連関による調和のとれたシステムの成立とその
維持、破綻に至る動的な過程として捉え、個体の一生を支
える生命機能の解明に取り組む

650-0047 神戸市中央区港島南町2-2-3 078-306-0111 078-306-0101 https://www.bdr.riken.jp/jp/index.html

(国研)量子科学技術研究開発機構 SPring-8の専用ビームライン・専用装置を駆使した最先端
計測技術により、物質を構成する原子や電子の状態を高精
細に観測し、物質の本質を解明することにより、量子材料・
物質科学研究を推進します。

679-5148 佐用郡佐用町光都1-1-1 0791-58-0922 0791-58-0311 https://www.qst.go.jp/site/kansai/

（国研）情報通信研究機構（NICT） 超伝導ICT、ナノＩＣＴ、深紫外光ＩＣＴ、バイオＩＣＴ、脳情報通
信等の領域融合を活かした情報通信基盤技術の研究開発

651-2492 神戸市西区岩岡町岩岡588-2 078-969-2100 078-969-2200 https://www.nict.go.jp/
https://www.nict.go.jp/advanced_ict/

（国研）防災科学技術研究所（NIED） 実大三次元震動破壊実験施設（E-ディフェンス）で実物大
の試験体を用いた振動実験による構造物の地震応答の解
析・実証・確認

673-0515 三木市志染町三津田西亀屋1501-
21

0794-85-8211 0794-85-7994 http://www.bosai.go.jp/

（独）農林水産消費安全技術センター （ＦＡＭＩ
Ｃ）

農業生産資材（肥料、農薬、飼料等）、食品、木材の検査・
分析・分析法開発等

650-0047 神戸市中央区港島南町1-3-7 050-3797-1906 078-304-7425 http://www.famic.go.jp/

（独）家畜改良センター 肉用鶏の育種・改良を実施し国産鶏種の作出や都道府県
及び民間で作出する地鶏の素材鶏の供給等を行っている

679-4017 たつの市揖西町土師954-1 0791-66-0801 0791-66-0803 http://www.nlbc.go.jp/hyogo

中小製造業の技術の高度化と市場性のあるものづくりを支
援するとともに、先端成長技術分野や企業ニーズに基づい
た研究開発を行っています

654-0037 神戸市須磨区行平町3-1-12 078-731-4033 078-735-7845 http://www.hyogo-kg.jp/

県立工業技術センター 県下の繊維産業の振興、地場産業の活性化のための研究
開発、技術相談・指導、機器の供用

677-0054 西脇市野村町1790-496 0795-22-2041 0795-22-3671 https://www.hyogo-kg.jp/about/seni

県立工業技術センター 県下の皮革産業の振興のための生産技術の向上、新製
品・新技術の開発などに関する試験・研究・相談指導

670-0811 姫路市野里3 079-282-2290 079-222-9043 https://www.hyogo-kg.jp/about/hikaku

微生物、食品、医薬品、飲料水に関する試験研究 675-0003 加古川市神野町神野1819-14 079-440-9090 079-438-5570 https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/top01.html

安全・安心な食生活の実現に寄与する農林水産物の品種
改良や生産・加工技術の開発、普及

679-0198 加西市別府町南ノ岡甲1533 0790-47-2400 0790-47-0549 https://hyogo-nourinsuisangc.jp/

県立農林水産技術総合センター 原種農場 原種の生産・貯蔵・供給（稲・麦・大豆） 671-2412 姫路市安富町名坂51 0790-66-2449 0790-66-2449 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/

県立農林水産技術総合センター 酒米試験地 酒米の品種育成及び栽培法の研究 673-1444 加東市沢部591-1 0795-42-1036 0795-42-1036 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/

県立農林水産技術総合センター 但馬・丹波地方の気象・立地条件を生かした農作物の栽培
技術の開発及び県内農畜水産物の品質評価技術と加工食
品の開発　また、但馬牛の改良及び飼養管理技術の開発
等

669-5254 朝来市和田山町安井123 079-674-1230 079-674-2211 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/

県立農林水産技術総合センター 淡路の園芸作物栽培に関する研究と乳牛の効率的な飼養
管理技術の開発

656-0442 南あわじ市八木養宜中560-1 0799-42-4880 0799-42-2990 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/

県立農林水産技術総合センター 肉用牛の改良及び飼養管理についての試験研究並びに家
畜人工授精用精液の採取、凍結保存、供給事業等

679-0198 加西市別府町南ノ岡甲1533 0790-47-2430 0790-47-0549 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/

県立農林水産技術総合センター 森林の更新･保育、森林防災、県産材の利用開発等 671-2515 宍粟市山崎町五十波430 0790-62-2118 0790-62-9390 https://sinrin.hyogo-nourinsuisangc.jp/wp

県立農林水産技術総合センター 林木育種の育成・管理等 669-5114 朝来市山東町野間902-3 079-676-2257 079-676-2453 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/sinrin/index.html

名称

世界保健機関健康開発総合研究センター
（WHO神戸センター）

播磨放射光ＲＩラボラトリー

放射光科学研究センター

生命機能科学研究センター

関西光科学研究所（播磨地区）

未来ICT研究所

兵庫耐震工学研究センター

神戸センター

兵庫牧場

（国研）理化学研究所計算科学研究センター

県立工業技術センター

県立健康科学研究所

県立農林水産技術総合センター

淡路農業技術センター

畜産技術センター

森林林業技術センター

森林林業技術センター緑化センター

繊維工業技術支援センター

皮革工業技術支援センター

農業技術センター

北部農業技術センター

県
立

国
の
関
係
機
関
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県立農林水産技術総合センター 海洋環境や水産資源の調査、増養殖技術の開発、魚病指
導 等

674-0093 明石市二見町南二見22-2 078-941-8601 078-941-8604 https://www.hyogo-suigi.jp

県立農林水産技術総合センター 但馬水産技術センター 日本海における沖合漁業、沿岸漁業に関する調査研究、県
下全域の水産物の利用に関する研究等

669-6541 美方郡香美町香住区境1126-5 0796-36-0395 0796-36-3684 https://www.hyogo-suigi.jp/tajima/

県立農林水産技術総合センター 内水面漁業センター アユ資源維持増強対策
淡水養殖魚の疾病対策
普及啓発業務等

679-3442 朝来市田路1134 079-678-1701 079-678-1702 https://www.hyogo-suigi.jp/naisuimen/

ユニバーサル社会づくりを推進するための介護リハビリロ
ボットや福祉用具、義肢装具、住まいづくり、まちづくり等に
関する研究開発

651-2181 神戸市西区曙町1070 078-925-9283 078-925-9284 https://www.assistech.hwc.or.jp/

県立がんセンター 新規抗がん剤の臨床試験、血液がんの微小残存病変の早
期発見、がん臨床検体の保存（tumor bank）、遺伝子診断、
がん遺伝子パネル検査の実施　等

673-8588 明石市北王子町13-70 078-929-1151 078-929-2380 http://www.hyogo-cc.jp/

医療技術の臨床応用等に関する研究 650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7 078-945-7300 078-302-1023 http://www.hyogo-kodomo-hosp.com/

陽子線、炭素線によるがん治療（対象は頭頸部、肺、肝臓、
前立腺がん　等）

679-5165 たつの市新宮町光都1-2-1 0791-58-0100 0791-58-2600 https://www.hibmc.shingu.hyogo.jp

県立粒子線医療センター 陽子線によるがん治療（対象は小児がん、前立腺がん、頭
頸部がん、骨軟部腫瘍等）

650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-8 078-335-8001 078-335-8006 https://www.kobe-pc.jp/

兵庫県警察本部 法医・化学・物理・文書・心理に関する鑑定及び検査 650-8510 神戸市中央区下山手通5-4-1 078-341-7441 078-351-7881 https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/shokai/kagaku/index.ht
m

野生動物の管理に関わる科学的データの収集、蓄積、分析
と将来予測及び政策提言

669-3842 丹波市青垣町沢野940 0795-80-5500 0795-80-5506 http://www.wmi-hyogo.jp/

トラウマ・PTSDに関する専門的な相談・診療・研修・研究等 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2 078-200-3010 078-200-3017 https://www.j-hits.org

感染症、食品化学、環境化学に関する試験検査及び調査
研究

650-0046 神戸市中央区港島中町4-6-5 078-302-6197 078-302-0894 https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/ki
h/index.html

地方独立行政法人神戸市民病院機構 眼疾患にかかる臨床研究および治験等（ｉPS細胞を用いた
網膜再生の臨床研究、遺伝子治療に関する研究等）

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-8 078-381-9870 078-381-9910 http://kobe.eye.center.kcho.jp/

地方独立行政法人神戸市民病院機構 医薬品医療機器等の臨床研究及び特定臨床研究。脳血管
内治療機器の医師主導治験の実施

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-1 078-302-4321 078-302-4604 https://chuo.kcho.jp/department/clinical_research_center/

臨床・微生物、食品、環境等に関する試験研究 670-8530 姫路市坂田町3
中央保健センター6F

079-289-1855 079-289-1899 https://www.city.himeji.lg.jp/soshiki/6-5-9-0-0_1.html

微生物、感染症、生活環境科学に関する調査研究 661-0012 尼崎市南塚口町4-4-8
市民健康開発センターハティ21 5F

06-6426-6355 06-6428-2566 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/iryou/eiken/in
dex.html

気候変動や生態系・生物多様性、大気圏・海域圏の変化や
資源の利用と持続可能な開発へのプロセス、科学と政策の
連携等に関する研究への支援

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館4F

078-230-8017 078-230-8018 http://www.apn-gcr.org/ja

大型放射光施設（SPring-8）の運転・維持管理、施設利用
者への放射光の提供、利用促進のための試験研究、利用
者選定業務、利用者支援業務等

679-5198 佐用郡佐用町光都1-1-1 0791-58-0950 0791-58-0955 http://www.spring8.or.jp/
http://www.jasri.jp/

(公財)神戸医療産業都市推進機構 ・再生・細胞治療の研究開発　　　・医療機器の研究開発
・医薬品の研究開発　　・先制医療実現のための研究開発

650-0047 神戸市中央区港島南町6-3-7
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗﾎﾞ神戸5階

078-306-1700 078-306-1708 https://www.fbri-kobe.org/

(公財)神戸医療産業都市推進機構 非臨床試験、治験、臨床研究等から論文作成に至るまで医
療開発に係る一連のサービスを研究者・企業に提供する。

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-4 078-303-9093 078-304-6800 https://www.tri-kobe.org/

(公財)神戸医療産業都市推進機構 細胞製剤の受託製造、細胞処理施設の管理・運営、細胞製
剤の品質と安全性試験の規格化、自動培養システムの開
発

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-4 078-306-0681 078-.306-2036 https://www.fbri-kobe.org/rdc/

閉鎖性海域の環境の保全・創造に関する調査研究 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館5F

078-252-0234 078-252-0404 https://www.emecs.or.jp/

（公財）地球環境戦略研究機関(IGES） 「低炭素技術の移転促進と普及」研究
「地球循環共生圏」研究
「気候変動適応・防災」研究

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館5F

078-262-6634 078-262-6635 https://www.iges.or.jp/jp/about/research-units/kansai-
research-centre

・食品に関する基礎的調査、研究並びに応用研究、食品包
装材料が内容に及ぼす化学的影響の研究　・研究設備の
所外者利用

666-0026 川西市南花屋敷4-23-2 072-740-3300 072-758-6934 https://www.shokuken.or.jp/

兵庫県森林動物研究センター

県立福祉のまちづくり研究所

水産技術センター

研究部

兵庫県立こども病院

県立粒子線医療センター

附属神戸陽子線センター

科学捜査研究所

（公財）国際エメックスセンター

兵庫県こころのケアセンター

神戸市健康科学研究所

神戸市立神戸アイセンター病院

神戸市立医療センター中央市民病院

姫路市環境衛生研究所

尼崎市立衛生研究所

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）

（公財）高輝度光科学研究センター（JASRI）

先端医療研究センター（IBRI）

医療イノベーション推進センター（TRI）

細胞療法研究開発センター

関西研究センター

（公財）東洋食品研究所

市
立

公
益
法
人
等
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 ２　公設試験研究機関等
　　　　国際、国の関係機関、県立、市立、財団法人等

種別 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL名称

視覚障害者の日常生活・就労など、社会活動等に対するさ
まざまな支援。視機能の向上・回復のためのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝと
技術開発・調査研究など。

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-8
神戸ｱｲｾﾝﾀｰ2Ｆ

078-304-4455 078-304-4466 http://www.nextvision.or.jp

環境創造事業、循環型社会推進事業、環境調査・測定分析
事業、環境研究事業など「環境優先社会」の実現に向け、さ
まざまな事業に取り組んでいます。

654-0037 神戸市須磨区行平町3-1-18 078-735-2737 078-735-2292 https://www.eco-hyogo.jp/

安全・安心なまちづくり及び共生社会の実現にかかる調査
研究

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター内

078-262-5580 078-262-5587 https://www.hemri21.jp

（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構 実践的な防災研究及び災害対応の現地調査・支援等 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター西館6F

078-262-5066 078-262-5082 https://www.dri.ne.jp/

（公財）レーザー技術総合研究所（ILT） レーザー加工研究、光学素子評価、レーザー超音波深傷
研究、レーザー遠隔計測システム開発等

661-0974 尼崎市若王寺3-11-20
関西電力㈱電力技術研究所内

06-6492-7613 06-6492-5641 http://www.ilt.or.jp/

（公財）兵庫丹波の森協会 丹波の森宣言に基づく地域づくりについて、県・市レベルの
取組と地域の課題と関係性を地域住民とともに検討し、計
画策定や実践活動を支援している。

669-3309 丹波市柏原町柏原5600 0795-73-0933 0795-72-5164 https://www.tanba-mori.or.jp/kyoukai/laboratory/

アジア人の頭皮に関する基礎研究及び健康な頭皮のため
に必要な有効成分、処方技術、製品開発、ケア方法、及び
毛髪再生技術の応用研究の促進
又、化粧品および化粧品原料の安全性及び有用性評価を
行っております

650-0047 神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター605

078-381-5303 078-303-3077 http://www.frash.org/

防災情報の収集･提供、防災人材の育成、コミュニティの防
災力向上、衛星観測データの利用促進、国際防災協力の
推進

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館5F

078-262-5540 078-262-5546 https://www.adrc.asia/top_j.php/

芝生を中心とする緑化推進、その他芝地土壌とそこに発生
する病害虫・雑草や農薬などの調査・研究

665-0034 宝塚市小林南畑226-1 0797-72-4474 0797-74-1399 http://www.kgu-greenken.or.jp

レーザ装置、プラズマ溶射装置による加工技術の試験研
究、金属材料に関する技術支援及び中小企業へのものづく
り支援。

660-0083 尼崎市道意町7-1-8 06-6412-7800 06-6412-7776 https://www.ampi.or.jp/

建設工学に関する研究開発及び技術開発、文献の刊行及
び知識の普及、研究及び調査の受託・委託　等

657-0011 神戸市灘区鶴甲1-3-10 078-851-1850 078-851-5454 http://www.kensetsuk.or.jp/

「富岳」を中核とするハイパフォーマンス・コンピューティン
グ・インフラ（ＨＰＣI）の利用促進等（「富岳」登録施設利用促
進機関他）

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル6F

078-599-9511 078-599-9512 http://www.rist.or.jp/
https://www.hpci-office.jp/

(一財)地域地盤環境研究所 地域の地盤特性を把握し、防災も視野に入れ、皆様の地盤
に関する相談相手になるよう努めてまいります

658-0064 神戸市東灘区鴨子ケ原1-2-22 078-856-8878 078-856-8107 https://www.geor.or.jp

・電気製品に関する安全試験（PSE適合性検査、S-JET認
証等)
・EMC、IP、環境性能試験
・リチウムイオン蓄電池試験

658-0033 神戸市東灘区向洋町西4-1 078-771-5135 078-771-5136 https://www.jet.or.jp/

(一財)日本食品検査 食品全般の試験分析（微生物、理化学）、店舗・工場等の衛
生調査、コンサル、機能性成分の試験法開発等

650-0047 神戸市中央区港島南町3-2-6 078-302-1030 078-302-1097 https://www.jffic.or.jp/

(一財)日本繊維製品品質技術センター 各種機能加工製品の微生物制御に関わる性能評価及び基
礎研究

650-0011 神戸市中央区下山手通5-7-3 078-351-1891 078-351-1894 https://www.qtec.or.jp

(一財)メンケン品質検査協会
兵庫事業所

あらゆる繊維素材から衣料品などの最終製品まで、繊維以
外でも雑貨品まで扱う公正中立の公的総合検査業務

677-0033 西脇市鹿野町267-6 0795-22-2796 0795-23-1580 http://www.menken.or.jp

(一財)メンケン品質検査協会
兵庫事業所

綿織物等から生地類、繊維素材の検反及び検査業務を行
う公正中立の公的検査機関

677-0033 西脇市鹿野町267-6 0795-22-2796 0795-23-1580 http://www.menken.or.jp

・動植物油脂・油脂原料の分析・国内外の食品分析（微生
物検査・理化学検査）・環境分析・作業環境測定・化学物質
等の変異原性試験（Ames試験）・除菌力・殺菌力試験

658-0044 神戸市東灘区御影塚町1-2-15 078-841-4931 078-841-5114 https://www.nykk.or.jp/

（一社）人家畜改良事業団 ウシ体外受精卵の作出および関連研究 653-0032 神戸市長田区苅藻通7－1－20神
戸市中央卸売市場西部市場中3Ｆ

078-685-2626 078-652-5371 http://liaj.or.jp/ivf

保険医療機関として診療を行うかたわら、治験・臨床研究
支援センターを整備し、がん医療に関わる治験（治療の臨
床試験）や臨床研究にも積極的に取り組んでいます。

650-0046 神戸市中央区港島中町8-5-1 078-304-4100 078-304-0041 http://www.k-mcc.net/

（一財）近畿高エネルギー加工技術研究所（AMPI）

(公社)ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ

（公財）ひょうご環境創造協会

（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

レーザープロセス研究チーム
レーザー計測研究チーム
レーザーバイオ化学研究チーム

丹波の森研究所

(一財)東亜肤膚健康研究センター

（一財）アジア防災センター（ADRC）

(一財)関西グリーン研究所

（一財）建設工学研究所

(一財)高度情報科学技術研究機構
神戸センター

地盤工学ラボ

 関西事業所

神戸試験センター　微生物ラボ

（一財）電気安全環境研究所（JET）
関西事業所

兵庫試験センター

兵庫検査所

家畜バイタクセンター神戸分室

（一社）日本油料検定協会
綜合分析センター

医療法人社団 神戸低侵襲がん医療ｾﾝﾀｰ
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