
各市町　成年後見制度相談窓口一覧 令和4年8月現在

地域 市町名 窓口の名称
相談内容

区分 連絡先 郵便番号 所在地 建物名等 受付時間 ホームページ

神戸 神戸市 神戸市成年後見支援センター 078-271-5321 651-0086
神戸市中央区磯上通
3-1-32

こうべ市民福祉交流センター
9:00〜17:00（土・日・祝日・年末
年始除く）

https://www.with-kobe.or.jp/kouken/

阪神 尼崎市 尼崎市成年後見等支援センター　北部 06-4950-0614 661-0012
尼崎市南塚口町2丁目
1番1号

塚口さんさんタウン1番館5階　尼
崎市北部保健福祉センター内

阪神 尼崎市 尼崎市成年後見等支援センター　南部 06-6415-6291 660-0876
尼崎市竹谷町2丁目
183番地

出屋敷リベル5階　尼崎市南部保
健福祉センター内

阪神 西宮市
西宮市高齢者・障害者権利擁護支援
センター

0798-37-0024 662-0913 西宮市染殿町8-17 西宮市総合福祉センター3階
月曜日～金曜日9：00～17：
30[祝祭日・年末年始除く]

https://www.nishi.or.jp/access/fukush
ishisetsu/shogaisha/koreiyogocenter.h
tml

阪神 芦屋市 芦屋市権利擁護支援センター 0797-31-0682 659-0051
兵庫県芦屋市呉川町
14-9

芦屋市保健福祉センター内
9:00～17:30【土日・祝日・年末年
始除く】

http://www.ashiya-
shakyo.com/pages/43/

阪神 伊丹市 伊丹市福祉権利擁護センター 072-744-5130 664-0014
伊丹市広畑３丁目１番
地

いきいきプラザ内
9：00～17：30
[土・日・祝日・年末年始除く]

http://www.itami-
shakyo.or.jp/busho/ken00.html

阪神 宝塚市
宝塚市高齢者・障碍（がい）者権利擁
護支援センター

0797-26-6828 665-0826 宝塚市弥生町2-2 すみれ栄光園内 9：00～17：30[土・日・祝日除く]
http://www.seirei.or.jp/tss/elderly/1
2_6074026947f6b/

阪神 川西市
川西市成年後見支援センター＂かけ
はし＂

072-764-6110 666-0017
川西市火打1丁目12番
16号

キセラ川西プラザ 福祉棟1階
月曜日〜金曜日
午前9時〜午後5時

http://www.k-shakyo.or.jp/kakehashi-
2/

阪神 三田市
三田市権利擁護・成年後見支援セン
ター

079-550-9004 669-1514 三田市川除675 三田市総合福祉保健センター1階
月～金9：00～17：30（祝日及び
年末年始を除く）

http://www.sanda-
shakyo.or.jp/service/kenri.html

阪神 猪名川町 猪名川町総合福祉センター 072-766-1200 666-0236
猪名川町北田原字南
山14-2

猪名川町総合福祉センター 9:00～17:00[月、年末年始除く]

東播磨 明石市 明石市後見支援センター 078-924-9151 673-0037 明石市貴崎1丁目5-13 明石市立総合福祉センター内
8：55～17：40[土・日・祝日、年末
年始を除く]

http://www.akashi-
shakyo.jp/seinenkouken/

東播磨 加古川市 加古川市成年後見支援センター 079-441-8156 675-8577
加古川市加古川町寺
家町177-12

加古川市総合福祉会館１階
9：00～17：00[土・日・祝日・年末
年始除く]

http://www.kakogawa-
shakyo.jp/guardianship_support.html

東播磨 高砂市 福祉部 人権福祉室 地域福祉課 079-441-9006 676-8501
高砂市荒井町千鳥
1丁目1-1

市役所本庁舎1階
8：30～17：15[土・日・祝日・年末
年始除く]

https://www.city.takasago.lg.jp/soshi
kikarasagasu/chiikifukushika/fukushis
odan/7121.html

東播磨 稲美町 健康福祉課 高齢者 079-492-9137

東播磨 稲美町 地域福祉課 障害 079-492-9136

東播磨 播磨町 福祉グループ　高齢障害福祉チーム 079-435-2361 675-0182
播磨町東本荘１丁目５
番３０号

播磨町役場
8：30～17：15〔土日祝、年末年
始を除く〕

播磨町 播磨町総合相談窓口 079-430-6000 675-0143
播磨町宮北１丁目３番
５号

播磨町福祉会館
9：00～16：00〔日月祝、年末年
始を除く〕

http://amasyakyo.jp/consultation/sein
enkouken/

https://www.tow.harima.lg.jp/fukushi/
kenko/seinenkoken/seinenkokenseido.ht
ml

稲美町役場
8：30～17：15
[土・日・祝日・年末年始除く]

675-1115
加古郡稲美町国岡1丁
目1番地

9:00～17:30
[土・日・祝日・年末年始を除く]
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北播磨 西脇市 社会福祉課 障害

北播磨 西脇市 長寿福祉課 高齢

北播磨 三木市 三木市成年後見支援センター 0794-83-0226 673-0413
三木市大塚1丁目6番
40号

総合保健福祉センター2階 8:30～17：00[土・日・祝日除く]
http://www.miki.or.jp/welfa/AGsupport
.html

小野市 社会福祉課障がい福祉係 障害 0794-63-1011

北播磨 小野市 高齢介護課長寿社会係 高齢 0794-63-1060

小野市 小野市地域包括支援センター 高齢 0794-63-2174 675-1378 小野市王子町801 コミュニティセンターおの
8：45〜17:15（土・日・祝日・年末
年始除く）

北播磨 加西市 地域包括支援センター 高齢 0790-42-7522 675-2303
加西市北条町古坂
1072-14

加西市健康福祉会館
8：30～17：15[土・日・祝日・年末
年始除く]

http://www.kasai-
syakyo.com/publics/index/82/

長寿介護課 高齢 0790-42-8728 加西市役所2階北
https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshi
ki/18/1476.html

加西市 地域福祉課 障害 0790-42-8725 加西市役所1階南

北播磨 加東市 健康福祉部社会福祉課 0795-43-0409 679-1493 加東市社50番地 加東市役所１階
8:30～17:15[土・日・祝日・年末
年始除く］

北播磨 多可町
ふくし相談支援課　地域包括支援セン
ター

高齢 0795-30-2525

北播磨 多可町 福祉課 障害 0795-32-5120

中播磨 姫路市 姫路市成年後見支援センター 079-262-9000 670-0955
姫路市安田3丁目１番
地

姫路市総合福祉会館2階
8：35～17：20[土・日・祝日・
12/29～1/3除く］

http://www.himeji-wel.or.jp/seinen-
kouken/

中播磨 市川町 地域包括支援センター 高齢 0790-26-1999 679-2323
神崎郡市川町甘地
323-1

市川町保健福祉センター
8：30〜17:15（土・日・祝日・年末
年始除く）

中播磨 市川町 健康福祉課　福祉係 障害 0790-26-1013 679-2392
神崎郡市川町西川辺
165-3

市川町役場
8：30〜17:15（土・日・祝日・年末
年始除く）

中播磨 福崎町 福祉課 障がい 679-2280 神崎郡福崎町西田原 福崎町役場 8:30～17：15[日・祝日除く]

中播磨 福崎町 福崎町地域包括支援センター 高齢 679-2204 神崎郡福崎町西田原 福崎町保健センター 8:30～17：15[日・祝日除く]

中播磨 神河町 健康福祉課 0790-32-2421 679-2414
兵庫県神崎郡神河町
粟賀町630番地

神﨑支庁舎
8：30〜17:15（土・日・祝日・
12/29～1/3除く）

http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/000
0000599.html

西脇市役所

https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kaku
kanogoannai/fukushibu/cyoujyufukushik
a/koureisyashienfukushi/koureisyanoza
itakuseikatuwosasaeru/1356494126813.h
tml

8：30～17：15[土・日・祝日、年末
年始を除く]

8：45〜17:15（土・日・祝日・年末
年始除く）

8:30～17:15【土･日･祝日・年末
年始除く】

0795-22-3111 677-8511
西脇市下戸田128番地
の１

0790-22-0560

小野市中島町531675-1380

679-1192
多可郡多可町中区中
村町123番地

多可町役場 1階

675-2395
加西市北条町横尾
1000番地

8：30～17：15[土・日・祝日・年末
年始除く]

小野市役所
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西播磨 相生市

西播磨 赤穂市

西播磨 宍粟市

西播磨 たつの市 西播磨成年後見支援センター 0791-72-7294 671-1621
兵庫県たつの市揖保
川町正條279-1

たつの市揖保川総合支所内

西播磨 太子町

西播磨 上郡町

西播磨 佐用町

但馬 豊岡市
https://www.city.toyooka.lg.jp/koreis
ha/kenriyogo/1001980.html

https://www.city.toyooka.lg.jp/koreis
ha/koreifukushi/1001913.html

豊岡市
社会福祉課 障害者 0796-24-7033

豊岡市
豊岡地域包括支援センター 0769-24-2409

豊岡市
城崎・竹野地域包括支援センター 0796-32-4599 669-6101

兵庫県豊岡市城崎町
湯島625-9

豊岡市
城崎・竹野地域包括支援センター　竹
野分室

0796-47-1425 669-6221
兵庫県豊岡市竹野町
須谷1478

豊岡市
日高地域包括支援センター 0796-42-0158 669-5305

兵庫県豊岡市日高町
祢布891-2

豊岡市
出石・但東地位包括支援センター 0796-52-7015 668-0263

兵庫県豊岡市出石町
福住1302

豊岡市
出石・但東地位包括支援センター但東
分室

0796-54-0515 668-0311
兵庫県豊岡市但東町
出合433-1

養父市 介護保険課（地域包括支援センター） 079-662-7603 667-8651
兵庫県養父市八鹿町
八鹿1675

養父市役所
8：30～17：15（土・日・祝日・年末
年始除く）

https://www.city.yabu.hyogo.jp

朝来市 ふくし相談支援課
高齢、障

害
079-672-6125 669-5292

兵庫県朝来市和田山
町東谷213-1

朝来市役所
8:30～17：15
土日、祝祭日は日直対応

https://www.city.asago.hyogo.jp/

高年介護課 高齢者 0796-29-0055

668-0046
兵庫県豊岡市立野町
12-12

8：30～17：15
【土日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）除く】

8：30～17：15
【土日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）除く】

https://www.city.tatsuno.lg.jp/chiiki
hokatsushien/seinenkoukenshiensenter.
html
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但馬 香美町 福祉課 地域包括支援係 高齢 0796-36-4004

但馬 香美町 福祉課　社会福祉係 障害 0796-36-1964

但馬 新温泉町 地域包括支援センター 高齢 0796-82-5623

新温泉町 健康福祉課　福祉係 障害 0796-82-5620

丹波 丹波篠山市
丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁
護サポートセンター

079-594-2022 669-2205
兵庫県丹波篠山市網
掛３０１

丹南健康福祉センター内
8:30～17：15（土・日・祝祭日及
び年末年始除く）

https://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc
/photo/public-relations/post-
1142.html

丹波 丹波市 社会福祉課 0795-88-5272

丹波市 介護保険課 高齢 0795-88-5267 669-3602 丹波市氷上町常楽211 市役所本庁第２庁舎
8:30～17：15
（土・日・祝祭日及び年末年始除
く）

障がい福祉課 0795-88-5263

丹波市
丹波市障がい者基幹相談支援セン
ター

0795-70-0080 669-3141 丹波市山南町岩屋635
月曜日～金曜日　（祝日、年末
年始を除く）

淡路 洲本市 権利擁護デスク 0799-26-0022 656-0024
洲本市山手二丁目2-
26

洲本市総合福祉会館内 8:30～17:15［土・日・祝日除く］
http://www.sumoto-wel.or.jp/k-
desk.html

福祉課 障害 0799-22-3332

介護福祉課（地域包括支援センター） 高齢 0799-26-3120

淡路 南あわじ市 福祉課 障害 0799-43-5216

淡路 南あわじ市 長寿保険課（地域包括支援センター） 高齢 0799-43-5237

淡路市
健康福祉部　地域福祉課（地域包括支
援センター）

高齢 0799-64-2145

淡路 淡路市
健康福祉部　地域福祉課（障害者基幹
相談支援センター）

障害 0799-64-2510

障がい

8：30～17：15
【土日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）除く】

656-2292 淡路市生穂新島８ 淡路市役所
8:30～17：15（土・日・祝祭日及
び年末年始除く）

656-0492
南あわじ市市善光寺
22番地1

南あわじ市役所
8:30〜17:15（土・日・祝日・年末
年始除く）

洲本市本町三丁目4番
10号

洲本市役所 8:30～17:15［土・日・祝日除く］ https://www.city.sumoto.lg.jp/656-8686

8:30～17：15（土・日・祝祭日及
び年末年始除く）

669-6592
美方郡香美町香住区
香住870-1

香美町役場

669-6792
兵庫県美方郡新温泉
町浜坂2673-1

新温泉町役場内


