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Ⅱ｢参画と協働｣の支援機関 

  
１ 県域の支援機関 

ひょうごボランタリープラザ 〒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6階 

電話 078-360-8845   http://www.hyogo-vplaza.jp/ 

生涯学習情報コーナー 
（運営：（公財）兵庫県生きがい
創造協会） 

〒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6階 

電話 078-360-9015 http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/ 

 

２ 県民局・県民センター域の支援機関 

（１）各県民局・県民センター県民運動担当課 

神戸県民センター 〒650-0004 神戸市中央区中山手通 6-1-1 
電話 078-361-8578 (県民課) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/kobe/index.html 

阪神南県民センター 〒660-8588 尼崎市東難波町 5-21-8 
電話 06-6481-4629(県民運動課) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/s_hanshin/index.html 

阪神北県民局 〒665-8567 宝塚市旭町 2-4-15 
電話 0797—83-3137(県民課) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/s_hanshin/index.html 

東播磨県民局 〒675－8566 加古川市加古川町寺家町天神木 97－1 
電話 079-421-9093(県民課) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/c_harima/index.html 

北播磨県民局 〒673-1431 加東市社字西柿 1075-2 
電話 0795-42-9346(県民担当) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/n_harima/index.html 

中播磨県民センター 〒670-0947 姫路市北条 1-98 
電話 079-281-9196(県民課県民担当) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/c_harima/index.html 

西播磨県民局 〒678-1205 赤穂郡上郡町光都 2-25 
電話 0791-58-2124(県民活動支援課) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/w_harima/index.html 

但馬県民局 〒668-0025 豊岡市幸町 7-11 
電話 0796-26-3645(協働推進課） 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tajima/index.html 

丹波県民局 

（丹波の森公苑） 

〒669-3309 丹波市柏原町柏原 5600 丹波の森公苑内 
電話 0795-72-5168(県民課) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/tanba/index.html 

淡路県民局 〒656-0021 洲本市塩屋 2-4-5 
電話 0799-26-2043(県民・商工労政課) 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/awaji/index.html 

 

（２）神戸・東播磨生活創造センター、生活創造情報プラザ、丹波の森公苑 

神戸生活創造センター 〒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5階 
電話 078-360-8540  http://www.sozoc.pref.hyogo.jp/ 

東播磨生活創造センター 〒675-8546 加古川市加古川町寺家町天神木 97-1 
電話 079-421-1136  http://www.kacom.ws/ 

うれしの生活創造プラザ 

（嬉野台生涯教育センター内） 

〒673-1415 加東市下久米 1227-18 
電話 0795-44-0565  
http://www.hyogo-ikigai.jp/ureshino-bo/ureshino/plaza/index.html 

中播磨生活創造情報プラザ 〒670-0947 姫路市北条 1-98 

電話 079-281-9601 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/chk12/shohi/pulaza.html 

西播磨生活創造情報プラザ 

（西播磨文化会館内） 

〒679-4311 たつの市新宮町宮内 458-7 

電話 0791-75-3663 http://www.k2.dion.ne.jp/~w-bunka2/ 
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但馬生活創造情報プラザ 

（但馬文教府内） 

〒668-0056 豊岡市妙楽寺 41-1 

電話 0796-22-4407 http://t-clip.jp/ 

丹波の森公苑 〒669-3309 丹波市柏原町柏原 5600 

電話 0795-72-2127 http://www.tanba-mori.or.jp/ 

淡路生活創造情報プラザ 

（淡路文化会館内） 

〒656-1521 淡路市多賀 600 

電話 0799-85-1391 http://www.eonet.ne.jp/~awaji-cc/riyou.html 

 

（３）生きがいしごとサポートセンター 

神戸東地域 ワラビー 

 

〒658-0051 神戸市東灘区住吉東町 5-2-2 ビュータワー住吉館 104 

電話 078-841-0387 http://www.cs-wallaby.com/ 

神戸西地域 NEXT 

 

〒654-0055 神戸市須磨区須磨浦通 4-4-6 須磨浦ビル 207 号室 

電話 078-731-2251 http://ikisapo.com/next/ 

阪神南地域 UN（アン） 

 

〒660-0861 尼崎市御園町 5 尼崎土井ビルディング 2階 

電話 06-6412-8448 http://ikisapo.npos.biz/ 

阪神北地域 CDC 

 

〒665-0845 宝塚市栄町 2-1-1 ソリオ 1-3 階 

電話 0797-87-4350 http://cdc.hnpo.net/ 

播磨東地域 〒673-0005 明石市本町 1-13-8  

電話 078-915-0075 https://ikisapo-emilife.org/ 

播磨西地域 〒670-0923 姫路市呉服町 48 大手前通りハトヤ第 1ビル 5 階 

電話 079-224-8900 http://www.ikisapo-harima.com/ 

 

（４）さわやか県民相談 

①さわやか県民相談フリーダイヤル（通話無料）  

神戸 0120-16-7830 中播磨 0120-27-7830 

阪神南 0120-13-7830 西播磨 0120-83-7830 

阪神北 0120-47-7830 但馬 0120-31-7830 

東播磨 0120-26-7830 丹波 0120-32-7830 

北播磨 0120-61-7830 淡路 0120-36-7830 

  

②さわやか県民相談（面談等） 
兵庫県民総合相談センター 
さわやか県民相談室 

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワ
ー６階（兵庫県民総合相談センター内） 

078-360-8511 

阪神南県民センター 
さわやか県民相談室 

尼崎市東難波町 5-21-8  
（阪神南県民センター内） 

06-6481-7641 

阪神北県民局 
さわやか県民相談室 

宝塚市旭町 2-4-15  
（阪神北県民局内） 

0797-83-3101 

東播磨県民局 
さわやか県民相談室 

加古川市加古川町寺家町天神木 97-1 
（東播磨県民局内） 

079-421-1101 

北播磨県民局 
さわやか県民相談室 

加東市社字西柿 1075-2  
（北播磨県民局内） 

0795-42-5111 

中播磨県民センター 
さわやか県民相談室 

姫路市北条 1-98  
（中播磨県民センター内） 

079-281-3001 

西播磨県民局 
さわやか県民相談室 

赤穂郡上郡町光都 2-25  
（西播磨県民局内） 

0791-58-2100 

但馬県民局 
さわやか県民相談室 

豊岡市幸町 7-11  
（但馬県民局内） 

0796-23-1001 

丹波県民局 
さわやか県民相談室 

丹波市柏原町柏原 688  
（丹波県民局内） 

0795-72-0500 

淡路県民局 
さわやか県民相談室 

洲本市塩屋 2-4-5  
（淡路県民局内） 

0799-22-3541 

兵庫県庁 
さわやか県民相談室 

神戸市中央区下山手通 5-10-1 
（兵庫県庁広聴室内） 

078-371-3733 


