養育支援ネット情報提供にかかる兵庫県市町窓口一覧(政令市を除く）
令和2年4月現在
部 署 名

郵便番号

所 在 地

電 話

FAX番号

芦屋市保健センター

659-0051 芦屋市呉川町１４－９

0797-31-1586

0797-31-1018

伊丹市立保健センター

664-8503 伊丹市千僧１－１

072-784-8034

072-784-8139

川西市保健センター

666-0016 川西市中央町１２－２

072-758-4721

072-758-8705

宝塚市健康推進課

665-0827 宝塚市小浜４－４－１

0797-86-0056

0797-83-2421

三田市すくすく子育て課

669-1514 三田市川除６７５番地

079-559-5701

079-559-5705

加古川市育児保健課

675-8501 加古川市加古川町北在家２０００

079-427-3067

079-424-1317

高砂市健康増進課

676-0021 高砂市高砂町朝日町１－２－１

079-443-3950

079-443-5991

小野市市民福祉部健康増進課

675-1380 小野市中島町５３１

0794-63-3977

0794-63-1425

加東市健康福祉部健康課（加東市保健センター）

673-1493 加東市社５０

0795-43-0432

0795-42-3978

西脇市健康づくりセンター

677-8511 西脇市郷瀬町６０５

0795-22-3111

0795-23-5219

三木市健康増進課（三木市総合保健福祉センター）

673-0413 三木市大塚１－６－４０

0794-86-0900

0794-86-0904

加西市健康福祉部健康課

675-2303 加西市北条町古坂1072-14

0790-42-8723

0790-42-7521

たつの市母子健康支援センターはつらつ(たつの市健康課)

679-4167 たつの市龍野町富永４１０－２

0791-63-5121

0791-63-2122

宍粟市健康福祉部保健福祉課

671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地１５

0790-62-1000

0790－62－6354

相生子育て世代包括支援センター

678-0031 相生市旭一丁目６番２８号

0791-22-7156

0791-23-4596

赤穂市保健センター

678-0176 赤穂市南野中３２１ 赤穂すこやかセンター内 0791-46-8701

0791-46-8705

豊岡市健康福祉部健康増進課おやこ支援室（豊岡市保健センター） 668-0046

豊岡市立野町１２－１２

0796-24-9604

0796-24-9605

養父市健康課おやこ保健グループ

667-8651 養父市八鹿町八鹿１６７５

079-662-3167

079-662-2601

朝来市健康福祉部地域医療・健康課
(親子保健係)

669-5267 朝来市和田山町法興寺378番地1

079-672-5269

079-672-5369

丹波市健康福祉部自立支援課

669-3602 丹波市氷上町常楽221

0795-88-5271

0795-88-5283

丹波篠山市保健福祉部社会福祉課

669-2397 丹波篠山市北新町４１

079-552-7101

079-554-2332

洲本市健康福祉部健康増進課母子保健係

656-0027 洲本市港２番２６号

0799-22-3337

0799-24-2210

淡路市健康福祉部健康増進課

656-2292 淡路市生穂新島8番地

0799-64-2541

0799-64-2529

南あわじ市市民福祉部健康課

656-0492 南あわじ市市善光寺２２－１

0799-43-5218

0799‐43‐5318

072-766-1000

072-766-4414

猪名川町生活部住民保険課健康づくり室（猪名川町保健センター） 666-0233

川辺郡猪名川町紫合字北裏７６３

稲美町こども課育児支援係

675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１番地

079-492-9155

079-492-8030

播磨町こども窓口

675-0182 加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号

079-435-0366

079-435-0831

多可町健康課

679-1114 多可郡多可町中区岸上２８１－５１

0795-32-5121

0795-32-1937

親子すこやかセンター（市川町保健福祉センター内）

679-2323 神崎郡市川町甘地３２３－１

0790-26-1999

0790-26-1987

福崎町保健センター

679-2204 神崎郡福崎町西田原１３９７－１

0790-22-0560

0790-22-7566

神河町健康福祉課

679-2414 神崎郡神河町粟賀町６３０

0790-32-2421

0790-31-2800

太子町さわやか健康課

671-1553 揖保郡太子町老原１０２－１

079-276-6630

079-276-6631

佐用町健康福祉課健康増進室

679-5380 佐用郡佐用町佐用２６１１－１

0790-82-0661

0790-82-0144

上郡町保健センター

678-1231 赤穂郡上郡町上郡５００－１

0791-52-2188

0791-52-5060

新温泉町保健福祉センター すこやか～に

669-6821 美方郡新温泉町湯１０１９

0796-99-2940

0796-99-2550

香美町健康課

669-6592 美方郡香美町香住区香住８７０－１

0796-36-1114

0796-36-3809

養育支援ネット情報提供にかかる市町窓口一覧(保健所設置市:神戸市・尼崎市・姫路市・西宮市・明石市)
令和２年４月現在
保 健 所 名
神戸市東灘区保健福祉部

担 当 課
こども家庭支援課
こども保健係

郵便番号

所 在 地

電話番号

FAX番号

所 管 地 域

658-8570 東灘区住吉東町5丁目2-1

078-841-4131 078-811-3769 神戸市東灘区

灘区保健福祉部

〃

657-8570 灘区桜口町4丁目2-1

078-843-7001 078-843-7021 神戸市灘区

中央区保健福祉部

〃

651-8570 中央区雲井通5丁目1-1

078-232-4411 078-232-1495 神戸市中央区

兵庫区保健福祉部

〃

652-8570 兵庫区荒田町1丁目21-１

078-511-2111 078-531-8118 神戸市兵庫区

北区保健福祉部

〃

651-1195 北区鈴蘭台北町1丁目9-1

078-593-1111 078-593-1201 神戸市北区(別表①）

北神区役所

〃

651-1302 北区藤原台中町1丁目2-1

078-981-1748 078-981-9056

長田区保健福祉部

〃

653-8570 長田区北町3丁目4-3

078-579-2311 078-579-2344 神戸市長田区

須磨区保健福祉部

〃

654-8570 須磨区大黒町4丁目1-1

078-731-4341 078-735-8159 神戸市須磨区（別表②）

保健福祉課
こども保健係

654-0154 須磨区中落合2丁目2-5

078-793-1414 078-793-4511

こども家庭支援課
こども保健係

655-8570 垂水区日向1丁目5-1

078-708-5151 078-706-2329 神戸市垂水区

〃

651-2195 西区玉津町小山180-3

078-929-0001 078-929-0056 神戸市西区

須磨区北須磨支所
垂水区保健福祉部
西区保健福祉部
尼崎市保健所

健康増進課

姫路市保健所

健康課

西宮市保健所
明石市こども局子育て支援室

660-0052 尼崎市七松町1丁目3-1-502 06-4869-3033 06-4869-3049

〃

〃

尼崎市全域
(結果報告は直接送付）

670-8530 姫路市坂田町3

079-289-1641 079-289-0210 姫路市全域

地域保健課

662-0913 西宮市染殿町８－３

0798-35-3310 0798-26-0616 西宮市全域

こども健康課

673-0891

明石市大明石町1丁目6番1号
078-918-5656 078-918-6384 明石市全域
明石駅前再開発ビル6階

別表①
北区保健福祉部・北神区役所管内住所一覧
北区保健福祉部
ア

小倉台、 青葉台、大脇台、大池見山台、
泉台、大原

カ

広陵町、桂木、柏尾台、甲栄台、幸陽
町、君影町、北五葉

タ 筑紫が丘、谷上西町、谷上南町、谷上東町

ナ 中里町、西大池、鳴子

マ 緑町、松が枝町、南五葉、松宮台

ヤ 山田町

鈴蘭台北町、鈴蘭台南町、鈴蘭台東町、
サ 鈴蘭台西町、惣山町、星和台、杉尾台、
桜森町、しあわせの村
日の峰、ひよどり台、ひよどり北町、ひよ
ハ どり台南町、花山台、花山東町、花山中
尾台
ワ 若葉台

北神区役所
ア

大沢町、有馬町、有野台、赤松台、
淡河町、有野町、有野中町

カ

タ 道場町

唐櫃台、唐櫃六甲台、上津台、京地、
鹿の子台北町、 鹿の子台南町

ナ 西山、長尾町

サ 菖浦が丘
ハ

東大池、東有野台、藤原台北町、
藤原台中町、藤原台南町、八多町

別表②
須磨区保健福祉部（本区）、北須磨支所管内住所一覧
須磨区保健福祉部（本区）
青葉町、磯馴町、一ノ谷町、稲葉町、
ア 板宿町、板宿字、永楽町、戎町、大池町、
大田町、大手町、大手字、奥山畑町

カ

多井畑字、多井畑東町、
多井畑南町、高尾台、高倉町、高倉台、
タ 鷹取町、大黒町、千歳町、千守町、
月見山町、月見山本町、寺田町、天神町、
常磐町、飛松町、戸政町

ナ 中島町、西須磨字

ハ

ヤ 行平町、養老町

ラ 離宮西町、離宮前町

マ

前池町、松風町、水野町、南町、
行幸町、明神町、妙法寺字、村雨町

ワ 若木町、若宮町

上細沢町、川上町、菊池町、北町、
衣掛町車、権現町、小寺町

桜木町、潮見台町、神橅町、
サ 須磨浦通、須磨寺町、須磨本町、
関守町、禅昌寺町、外浜町
東町、東須磨字、平田町、古川町、
宝田町、堀池町

妙法寺字 ： 円満林2番地・6番地、口ノ川、樫原、三ツ滝、アチ口、π山1～6番地
管内

左記以外は支所

北須磨支所
カ 神の谷、北落合、車字
ナ 中落合、西落合
ヤ 弥栄台、横尾
多井畑字 ： 渋人谷上、渋人谷下、地獄谷、東山ノ上

サ 白川字、白川台、菅の台、清水台、桜の杜タ 友が丘、道正台
ハ 東落合、東白川台
マ 南落合、妙法寺字、緑台、緑が丘
ラ 竜が台
ワ 若草町
左記以外は本区管内

