
県内シルバー人材センター一覧表

地域 〒番号 所　　　在　　　地 電話番号 ＦＡＸ

（公財）
神戸いきいき勤労財団 
神戸市シルバー人材センター（本部）

651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル10階 (078)252-0316 (078)241-9114 

東部センター（灘・東灘区） 658-0026 神戸市東灘区魚崎西町1丁目1番58号 (078)857-3601 (078)857-3602 

中部センター（中央・兵庫区） 652-0042 神戸市兵庫区東山町4丁目20番1号 (078)521-8000 (078)521-8330 

西部センター（長田・須磨・垂水区） 653-0039 神戸市長田区日吉町3丁目1番10号
市営日吉住宅1階

(078)621-6880 (078)621-2277 

西区センター（西区） 651-2273 神戸市西区糀台5丁目6番1号
西区民センター6階

(078)993-0066 (078)997-0082 

北区センター（北区） 651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町1丁目22番1号 北区民センター東隣 (078)596-3181 (078)594-5125 

（公社） 尼崎市シルバー人材センター（本部） 660-0892 尼崎市東難波町5丁目19番5号 (06)6481-3380 (06)6481-2660 

北支部 661-0979 尼崎市上坂部2丁目1番9号 (06)6499-1740 (06)6499-1742 

（公社） 西宮市シルバー人材センター 662-0862 西宮市青木町2番5号 (0798)72-3461 (0798)72-3542 

（公社） 芦屋市シルバー人材センター 659-0062 芦屋市宮塚町2番2号 (0797)32-1414 (0797)31-9223 

（公社） 伊丹市シルバー人材センター 664-0015 伊丹市昆陽池2丁目13番地 (072)772-0161 (072)775-0063 

（公社） 宝塚市シルバー人材センター 665-0827 宝塚市小浜2丁目1番1号 (0797)81-7000 (0797)81-7040 

（公社） 川西市シルバー人材センター 666-0017 川西市火打1丁目10番9号 (072)758-6234 (072)758-3679 

（公社） 三田市シルバー人材センター 669-1323 三田市あかしあ台5丁目32番地の2 (079)564-7501 (079)553-1300 

（公社） 猪名川町シルバー人材センター 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字火燈山8番地 (072)766-8686 (072)766-8800 

（一社） 明石市シルバー人材センター 673-0026 明石市船上町5番2号 (078)922-5000 (078)922-5040 

（公社） 加古川市シルバー人材センター 675-0067 加古川市加古川町河原453番地の15 (079)421-1207 (079)421-4141 

（公社） 西脇・多可シルバー人材センター（本部） 677-0024 西脇市嶋253番地の1 (0795)23-5686 (0795)23-1568 

　西脇市支部 677-0024 西脇市嶋253番地の1 (0795)23-5686 (0795)23-1568 

　多可町支部 679-1114 多可郡多可町中区岸上281-22 (0795)32-2209 (0795)32-4131 

（公社） 三木市シルバー人材センター 673-0415 三木市府内町10番9号 (0794)82-0600 (0794)83-5440 

（公社） 高砂市シルバー人材センター 676-0082 高砂市曽根町1077番地 (079)446-8585 (079)446-8588 

（公社） 小野市シルバー人材センター 675-1378 小野市王子町801番地 シルバーワークプラザ内 (0794)62-6222 (0794)63-5087 

（公社） 加西市シルバー人材センター 675-2302 加西市北条町栗田66番地の1 加西市団体事務所内 (0790)42-4380 (0790)42-4588 

（公社） 加東市シルバー人材センター 673-1472 加東市上三草234番地1 (0795)43-9110 (0795)42-7475 

（公社） 加古郡広域シルバー人材センター（本部） 675-0150 加古郡播磨町南野添1丁目23番7号 (079)437-7386 (079)437-4811 

稲美町支部 675-1113 加古郡稲美町岡1612番地の2 (079)492-6483 (079)492-6198 

播磨町支部 675-0150 加古郡播磨町南野添1丁目23番7号 (079)437-7386 (079)437-4811 

（公社） 洲本市シルバー人材センター 656-0051 洲本市物部三丁目9番59号 (0799)24-4473 (0799)22-6498 

五色支所 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷559 0799-30-2217 0799-30-2235 

（公社） 南あわじ市シルバー人材センター 656-0122 南あわじ市広田広田1064番地 (0799)45-0171 (0799)45-1814 

（公社） 淡路市シルバー人材センター（本部） 656-2131 淡路市志筑1600番地の1 (0799)62-5061 (0799)62-5038 

津名・北淡窓口 (0799)60-2161

一宮窓口 (0799)62-5360

岩屋・東浦窓口 (0799)62-0008

(平成29年8月1日現在)
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地域 〒番号 所　　　在　　　地 電話番号 ＦＡＸ

（公社） 姫路市シルバー人材センター 670-0976 姫路市中地354番地 姫路市勤労市民会館2階 (079)291-4000 (079)291-4020

香寺連絡所 679-2144 姫路市香寺町中屋１４ (079)232-7600 (079)232-7741

夢前連絡所 671-2192 姫路市夢前町前之庄2160 (079)336-1600 (079)336-1558

安富連絡所 671-2401 姫路市安富町安志1151 (0790)64-8525 (0790)64-8525

家島連絡所 672-0101 姫路市家島町真浦1769　家島老人福祉センター (079)325-0311 (079)325-0311

（公社） 相生・上郡広域シルバー人材センター(本部） 678-0001 相生市山手2丁目123番地 (0791)22-4050 (0791)23-3345

相生事務所 678-0001 相生市山手2丁目123番地 (0791)22-4050 (0791)23-3345

上郡事務所 678-1231 赤穂郡上郡町上郡500-5 (0791)52-4182 (0791)52-5293

（公社） たつの市・太子町広域シルバー人材センター（本部） 679-4167 たつの市龍野町富永1005番地の1 (0791)62-4311 (0791)62-0822

太子支部 671-1523 揖保郡太子町東南51-1 (079)276-3232 (079)276-3376

新宮事業所 679-4392 たつの市新宮町宮内16 (0791)75-4141 (0791)68-0637

揖保川事業所 671-1621 たつの市揖保川町正條279-1 (0791)72-7311 (0791)72-7312

御津事業所 671-1341 たつの市御津町釜屋489-3 (079)322-0701 (079)322-0750

（公社） 赤穂市シルバー人材センター 678-0239 赤穂市加里屋822番地2 (0791)43-7200 (0791)43-4687

（公社） 宍粟市シルバー人材センター（本部） 671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地15 (0790)63-2029 (0790)63-2039

山崎事業所 671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地15 (0790)63-2029 (0790)63-2039

一宮事業所 671-4137 宍粟市一宮町閏賀300 (0790)72-2225 (0790)72-2225

波賀事業所 671-4221 宍粟市波賀町上野257 (0790)75-2120 (0790)75-2120

千種事業所 671-3231 宍粟市千種町河呂189-20 (0790)76-3995 (0790)76-3995

（公社） 中播広域シルバー人材センター(本部） 679-2303 神崎郡市川町上瀬加841 (0790)27-0044 (0790)27-0468

神河事業所 679-2413 神崎郡神河町中村119-1 0790-32-2644 0790-32-2643

（公社） 佐用町シルバー人材センター 679-5301 佐用郡佐用町佐用1035番地14
佐用町生きがいづくりセンター内

(0790)82-3630 (0790)82-3034

（公社） 豊岡市シルバー人材センター(本部） 668-0025 豊岡市幸町10番6号 (0796)24-8811 (0796)24-0893

豊岡(城崎）事業所 668-0025 豊岡市幸町10番6号 (0796)24-1184 (0796)24-0893

竹野事業所 669-6201 豊岡市竹野町竹野2944-1　竹野老人福祉センター内 (0796)47-1291 (0796)47-1339

日高事業所 669-5305 豊岡市日高町祢布891-2　日高健康福祉センター内 (0796)42-4230 (0796)42-2506

出石事業所 668-0263 豊岡市出石町福住1302　出石健康福祉センター内 (0796)52-6511 (0796)52-6215

但東事業所 668-0311 豊岡市但東町出合433-1　但東健康福祉センター内 (0796)54-0684 (0796)54-0685

（公社） 篠山市シルバー人材センター 669-2324 篠山市東新町1番地の5 (079)552-5433 (079)552-6068

（公社） 養父市シルバー人材センター 667-0022 養父市八鹿町下網場610番地5 (079)662-6093 (079)662-8121

（公社） 丹波市シルバー人材センター 669-3651 丹波市氷上町氷上109番地の8 (0795)82-5166 (0795)80-2110

（公社） 朝来市シルバー人材センター 669-5132 朝来市山東町溝黒411番地 (079)670-7600 (079)670-7601

（公社） 美方郡広域シルバー人材センター(本部） 669-6821 美方郡新温泉町湯904番地の3 (0796)99-2828 (0796)99-2829

☆ 650-0011 神戸市中央区下山手通5丁目7番18号
兵庫県下山手分室3階

(078)371-8012 (078)371-8016
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（公社）兵庫県シルバー人材センター協会

URL:http://www.hyogo-silver.jp　このホームページから、シルバーしごとネット (http://shigoto.sjc.ne.jp/) もアクセスできます。
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