常時募集（先着順）について

県外可

空室がある一部の住宅については、先着順に入居申込を受け付けています。
ご
注
意

○毎月の募集と重複申込をした場合、双方の入居資格を失います。
○空室状況は絶えず変化します。

階数、お部屋タイプなど、申込方法や詳しくは

管轄事務所へお問合わせください。
○兵庫県外に住んでいる合計年齢が 80 歳未満の夫婦（扶養親族同居可）の世帯も
お申し込みいただけます。

市町

住

宅

名

住吉台鉄筋
桃山台第２
鉄筋
桃山台第３
鉄筋
下畑高層・
鉄筋
明石舞子高層

神戸

南多聞台第１
鉄筋

玉津今津鉄筋
赤羽鉄筋
赤羽第２鉄筋
木幡鉄筋
竜が岡高層

西宮

宝塚

川西

所在地・交通機関

管轄事務所

神戸市東灘区住吉台８番
1 月受付開始
｢JR 甲南山手｣｢阪神御影｣からﾊﾞｽ
「赤塚橋」、又はみなと観光ﾊﾞｽ「県住前」
神戸市垂水区桃山台１丁目
｢JR･山陽垂水｣｢地下鉄名谷｣からﾊﾞｽ｢桃山台｣
神戸市垂水区桃山台５丁目
｢JR･山陽 垂水｣｢地下鉄名谷｣からﾊﾞｽ｢桃山台３丁目｣

兵庫県住宅供給
公社神戸事務所
神戸市中央区
下山手通 4-18-2
℡078-232-9557

神戸市垂水区下畑町鷲ヶ尾３０３
｢JR･山陽須磨、垂水｣からﾊﾞｽ｢鉄拐登山口｣｢朝谷東公園｣

神戸市垂水区南多聞台１丁目
｢JR 朝霧」からバス「明舞北センター」
神戸市垂水区南多聞台４丁目
｢JR 朝霧」からバス「南多聞台７丁目」
神戸市西区玉津町今津満願寺、宮ノ西
｢JR･山陽 明石｣からﾊﾞｽ｢今津｣

㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
西区･明舞管理ｾﾝﾀｰ
明石市松が丘 2-3-7
松が丘ﾋﾞﾙ１階
℡078-915-1091

神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７
｢JR･山陽 明石｣からﾊﾞｽ｢赤羽中央｣
神戸市西区伊川谷町潤和平池ノ尻１２５０
｢JR･山陽 明石｣からﾊﾞｽ｢赤羽中央｣
神戸市西区押部谷木幡２ ｢神戸電鉄 木幡｣から 500m
｢JR･阪急･阪神ほか 三宮｣からﾊﾞｽ｢木幡｣
神戸市西区竜が岡４丁目
｢JR 大久保｣からﾊﾞｽ｢竜が岡 4 丁目｣

西宮高須鉄筋

西宮市高須町 1 丁目
｢阪神電鉄武庫川線
武庫川団地前」から 500m

宝塚切畑住宅

宝塚市山手台西４丁目
｢阪急宝塚線 山本｣から 1,500m

㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ阪神南管理ｾﾝﾀｰ
西宮市六湛寺町 14-5 太陽生命
西宮ﾋﾞﾙ 4 階 ℡0798-23-1090

㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
阪神北管理ｾﾝﾀｰ
宝塚山本野里 宝塚市山本野里１丁目
宝塚市栄町 1-6-1
鉄筋
｢阪急宝塚線 山本｣から 1,500m
花のみち 1 番館 301
川西市けやき坂５丁目
川西けやき坂
｢JR 川西池田｣｢阪急川西能勢口｣からﾊﾞｽ「けやき坂五 ℡0797-83-6401
高層
丁目」

市町
猪名川

明石

加古川

住

宅

名

猪名川白金
鉄筋

稲美

管轄事務所

川辺郡猪名川町白金１丁目
｢JR 川西池田｣｢阪急川西能勢口｣｢能勢電鉄 日生中央｣
からﾊﾞｽ「ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ中央」

㈱東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
阪神北管理ｾﾝﾀｰ

明石貴崎
鉄筋

明石市貴崎１丁目、３丁目、４丁目
｢山陽 林崎松江海岸｣から 300m
｢JR 西明石｣から神姫ﾊﾞｽ｢貴崎 4 丁目｣

明石清水
鉄筋

明石市魚住町清水３５３
｢JR 魚住｣又は神姫ﾊﾞｽ｢清水西口｣

明石大久保
住宅・鉄筋
（第１）

明石市大久保町山手台１丁目
｢JR 大久保｣から神姫ﾊﾞｽ｢山手台口｣

明石清水
第２高層

明石市魚住町清水１２６１番地
｢JR 土山｣から神姫ﾊﾞｽ｢三菱前｣

明石清水
高層

明石市魚住町清水１６００番地
｢JR 土山｣から神姫ﾊﾞｽ｢清水西口｣

明石東二見
高層

明石市二見町東二見８番地
｢山陽 東二見｣から 600m

加古川野口
鉄筋

加古川市野口町水足２２１、３３３
｢JR 加古川｣から神姫ﾊﾞｽ｢水足東口｣

加古川神野
住宅･鉄筋
(第 4)

加古川市新神野５丁目
｢JR 加古川線 神野｣から 400m
又は JR「加古川」からバス「新神野局前」

加古川神野
高層住宅

加古川市新神野７丁目
｢JR 加古川線 神野｣から 500m
又は JR「加古川」からバス「新神野局前」

加古川平岡
鉄筋

高砂

所在地・交通機関

加古川市平岡町土山北畑３９０
JR 山陽本線「土山」1500m、又は JR「加古川」から
バス「本土山」

高砂時光寺
鉄筋

高砂市時光寺町３４

高砂鉄筋

高砂市西畑３丁目

稲美国安鉄筋

｢JR 曽根｣から 300m
｢山陽 高砂｣から 800m

加古郡稲美町国安度忠９７４
JR 山陽本線「土山」からバス「小池前」

神鋼不動産
ジークレフサービス㈱
明石管理事務所
明石市樽屋町 8-27
NTT 西日本明石ﾋﾞﾙ
1 階℡078-913-7766

神鋼不動産
ジークレフサービス㈱
加古川管理事務所
加古川市加古川町
篠原町 9-1
OK ﾋﾞﾙ 4 階
℡079-427-2025

市町

住

宅

名

姫路江鮒鉄筋

所在地・交通機関

管轄事務所

姫路市豊富町甲丘１丁目
｢JR･山陽 姫路｣からﾊﾞｽ｢江鮒団地｣

姫路青山第２ 姫路市青山南１丁目
鉄筋
｢JR･山陽 姫路｣からﾊﾞｽ｢青山第二団地前｣
姫路青山第３ 姫路市青山西５丁目
鉄筋
｢JR･山陽 姫路｣からバス「青山坂下」
姫路矢倉
鉄筋
姫路構鉄筋
姫路
姫路勝原
鉄筋

姫路市飾磨区矢倉町２丁目
JR 山陽本線「英賀保」1000m、
又は｢JR･山陽 姫路｣からバス「矢倉住宅前」
姫路市飾磨区構５丁目
山陽電鉄「亀山」1000m、
又は｢JR･山陽 姫路｣からバス「構北口」
姫路市勝原区宮田２８７
JR 山陽本線「網干」800m、
又は｢JR･山陽 姫路｣からバス「宮田」
姫路市勝原区下太田５８４、６１９

姫路勝原第２
JR 山陽本線「網干」1200m、
鉄筋

又は｢JR･山陽 姫路｣からバス「下太田住宅」

姫路網干鉄筋

姫路市網干区津市場７３１
12 月受付開始
山陽電鉄「山陽網干」1500m、
又は｢JR･山陽 姫路｣からバス「宮内」

姫路西夢前台 姫路市広畑区西夢前台４丁目
鉄筋
｢JR･山陽 姫路｣からバス「西夢前台四丁目」
※対象住宅は変更することがあります。

㈱兵庫県公社住宅
ｻｰﾋﾞｽ
姫路事務所
姫路市東延末
2 丁目 154-2
さくらｹｰｼｰｴｽ姫路
ﾋﾞﾙ 4 階
℡079-286-9701

