
校　区 施設名 所在地

白鷺 姫路市立白鷺小中学校 本町68-52

姫路市立城南公民館 西二階町68-1

姫路市立市民会館 総社本町112

姫路市立城巽公民館 北条口三丁目29-3

総合教育センター南館 北条口三丁目29

兵庫県立姫路聴覚特別支援学校体育館 本町68-46

大手前地下駐車場 姫路市本町、白銀町、西二階町

姫路駅前中央地下駐輪場 姫路市南町

大手前地下駐輪場 姫路市白銀町、西二階町

姫路駅西地下駐輪場 姫路市西駅前町

キャスパ地下駐車場 姫路市西駅前町88番地

イーグレひめじ地下駐車場 姫路市本町68番地290

中央地下通路 姫路市駅前町210番地1、210番地7

駅西地下連絡通路 姫路市西駅前町82番地１

大手前公園地下駐車場 姫路市本町68番地

グランフェスタ 姫路市駅前町188番地1

城東 姫路市立城東幼稚園 城東町野田1-2

姫路市立城東小学校 城東町竹之門1

姫路市立東光中学校 国府寺町80

姫路市立城東公民館 城東町竹之門15

東 ひがし交流センター 宮上町一丁目15-1

姫路市立東小学校 市之郷町二丁目34

姫路市立東公民館 幸町94

船場 姫路市立船場小学校 東雲町一丁目29

姫路市立船場公民館 東雲町一丁目29

城西 姫路市立城西小学校 新在家二丁目4-1

姫路市立城の西公民館 岡町33

野里 姫路市立野里小学校 坊主町3-1

姫路市立野里公民館 野里慶雲寺前町9-10

中央市民センター 本町68-68

兵庫県立姫路東高校 本町68-70

（旧）野里幼稚園 野里堀留町9-1

城乾 姫路市立城乾小学校 南八代町6-60

姫路市立城乾中学校 南八代町6-1

兵庫県立大学環境人間キャンパス 新在家本町一丁目1-12

城乾市民センター 南八代町6-1

姫路市立城乾公民館 南新在家6-1

安室 姫路市立安室小学校 田寺六丁目11-12

姫路市立安室公民館 御立中三丁目3-7

校　区 施設名 所在地

安室東 姫路市立安室東小学校 田寺東二丁目5-1

姫路市立安室中学校 田寺東二丁目6-1

姫路市立姫路高校 辻井九丁目1-10



姫路市立安室東公民館 田寺東二丁目2-3

姫路市立好古学園大学校 田寺東二丁目2-1

姫路市立生涯学習大学校 田寺東二丁目11-1

高岡 姫路市立高岡小学校 西今宿四丁目8-1

姫路市立高丘中学校 山吹一丁目4-13

姫路市立琴陵中学校 山畑新田525

姫路市立琴丘高校 今宿668

姫路市立高岡公民館 東今宿五丁目3-40

高岡市民センター 東今宿五丁目3-20

高岡西 姫路市立高岡西小学校 上手野1-1

姫路市立高岡西公民館 上手野41-4

荒川 姫路市立荒川幼稚園 町坪127

姫路市立荒川小学校 井ノ口49-1

兵庫県立姫路商業高校 井ノ口468

兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校体育館 苫編688-58

姫路市勤労市民会館 中地354

総合スポーツ会館 中地453

姫路市立荒川公民館 町坪127-4

手柄 姫路市立手柄小学校 延末148-2

姫路市立山陽中学校 延末103-1

中央体育館（ヴィクトリーナ・ウインク体育館） 西延末90

姫路市立手柄公民館 延末149-1

中央卸売市場管理棟 延末295

城陽 姫路市立城陽小学校 北条923-1

姫路市立城陽公民館 北条1053-1

妻鹿 姫路市立妻鹿小学校 飾磨区妻鹿786-3

姫路市立飾磨高校 飾磨区妻鹿672

姫路市立妻鹿公民館 飾磨区妻鹿170-6

高浜 姫路市立高浜小学校 飾磨区阿成鹿古250

姫路市立飾磨東中学校 飾磨区三和町26

姫路市立高浜公民館 飾磨区阿成鹿古312

飾磨 姫路市立飾磨小学校 飾磨区恵美酒22

姫路市立飾磨中部中学校 飾磨区細江206

兵庫県立飾磨工業高校 飾磨区細江319

飾磨市民センター 飾磨区玉地一丁目27　 

姫路市立図書館飾磨分館ホール 飾磨区下野田一丁目1

姫路市立飾磨体育館 飾磨区細江104-3

姫路市立飾磨公民館 飾磨区宮16

校　区 施設名 所在地

津田 姫路市立津田小学校 飾磨区今在家三丁目233

姫路市立飾磨西中学校 飾磨区構二丁目93

姫路市立津田公民館 飾磨区加茂373-1

環境ふれあいセンター 飾磨区今在家四丁目30

英賀保 姫路市立英賀保小学校 飾磨区英賀清水町二丁目76   

姫路市立英賀保公民館 飾磨区英賀清水町一丁目14

姫路市立英賀保幼稚園 飾磨区英賀清水町二丁目73



八幡 姫路市立八幡小学校 広畑区西蒲田1400-24

姫路市立夢前中学校 広畑区才226-1

姫路市立八幡公民館 広畑区蒲田三丁目161

広畑 姫路市立広畑小学校 広畑区清水町一丁目47

広畑市民センター 広畑区正門通一丁目7-3 

姫路市立広畑公民館 広畑区本町一丁目53　 

広畑第二 姫路市立広畑第二小学校 広畑区高浜町三丁目35 

姫路市立広畑中学校 広畑区小松町三丁目83 

姫路市立広畑第二公民館 広畑区高浜町三丁目21

大津 姫路市立大津小学校 大津区天満1001-4

姫路市立大津中学校 大津区長松229

兵庫県立姫路南高校 大津区天満191-5

姫路市立大津公民館 大津区天満883-1

南大津 姫路市立南大津小学校 大津区真砂町40-2

姫路市立南大津公民館 大津区勘兵衛町一丁目18-2 

大津茂 姫路市立大津茂小学校 網干区田井22

姫路市立大津茂公民館 勝原区勝原町16-2

網干 姫路市立網干小学校 網干区新在家897-1

姫路市立網干中学校 網干区新在家1320-4　 

兵庫県立網干高校 網干区新在家259-1

網干市民センター 網干区垣内中町120　 

姫路市立網干公民館 網干区新在家363-31　 

姫路市立網干南公園ふれあいの館 網干区新在家246

エコパークあぼし 網干区網干浜4-1

網干西 姫路市立網干西小学校 網干区浜田24

姫路市立網干西公民館 網干区興浜1209-1

姫路市立網干幼稚園 網干区興浜16

余部 姫路市立余部小学校 余部区上余部643-1

姫路市立余部公民館 余部区上余部675-7　 

旭陽 姫路市立旭陽小学校 網干区坂上425-1

姫路市立朝日中学校 網干区坂出1-1

姫路市立旭陽公民館 網干区坂上430-2

勝原 姫路市立勝原小学校 勝原区丁735-3

勝原市民センタ― 勝原区丁743

姫路市立勝原公民館 勝原区宮田489-3

大塩 姫路市立大塩小学校 大塩町汐咲二丁目19

姫路市立大的中学校 大塩町2213-2

校　区 施設名 所在地

大塩 大的市民センター 大塩町2211-5

姫路市立大塩公民館 大塩町汐咲一丁目39

的形 姫路市立的形小学校 的形町的形1619

姫路市立的形公民館 的形町的形1358-4

八木 姫路市立八木小学校 八家24-2

姫路市立八木公民館 木場1441-32

糸引 姫路市立糸引小学校 東山114-1

姫路市立糸引公民館 継156-1



白浜 姫路市立白浜幼稚園 白浜町甲842-2

姫路市立白浜小学校 白浜町甲458

姫路市立灘中学校 白浜町神田一丁目33　 

灘市民センター 白浜町宇佐崎中2丁目520番地

姫路市立白浜公民館 白浜町甲 350-7

花田 姫路市立花田小学校 花田町勅旨264-2

姫路市立花田中学校 花田町小川1246-1　 

東市民センター 花田町加納原田888-1 

姫路市立花田公民館 花田町小川1074-3　 

谷内 姫路市立谷内小学校 飾東町八重畑130-1

姫路市立谷内公民館 飾東町八重畑1032-2　 

谷外 姫路市立谷外小学校 飾東町豊国560

姫路市立城山中学校 飾東町豊国1163-5 

姫路市立谷外公民館 飾東町豊国63-1　 

御国野 姫路市立御国野小学校 御国野町御着1049-3

姫路市立御国野公民館 御国野町御着1142-8　 

姫路市立四郷学院（前期課程） 四郷町坂元227

姫路市立四郷学院（後期課程） 四郷町坂元345-2

姫路市立四郷公民館 四郷町坂元258-1

見野の郷交流館 四郷町見野964-5

埋蔵文化財センター 四郷町坂元414-1

兵庫県立姫路特別支援学校体育館 四郷町東阿保476-1

別所 姫路市立別所小学校 別所町別所673

姫路市立東中学校 別所町別所五丁目30-2

兵庫県立姫路別所高校 別所町北宿303

姫路市立別所公民館 別所町別所1717-4

城北 姫路市立城北小学校 伊伝居600-2

兵庫県立姫路西高校 北八代二丁目1-33

兵庫県立姫路工業高校 伊伝居600-1

姫路市立城北公民館 伊伝居490-2

広峰 姫路市立広峰小学校 峰南町2-1

姫路市立広嶺中学校 峰南町2-43

校　区 施設名 所在地

広峰 姫路公園競馬場 広峰二丁目7-80

姫路獨協大学 上大野七丁目2-1

増位 姫路市立増位小学校 白国五丁目9-1

姫路市立増位公民館 白国一丁目124-6

姫路市立増位中学校 増位新町二丁目4-1

水上 姫路市立水上小学校 西中島382

花の北市民広場 増位新町二丁目12   

砥堀 姫路市立砥堀小学校 砥堀1240-3

姫路市立砥堀公民館 砥堀1152-1

豊富 姫路市立豊富小中学校 豊富町御蔭925

姫路市立豊富公民館 豊富町御蔭1118

船津 姫路市立船津小学校 船津町921-2

姫路市立神南中学校 船津町3937

四郷



姫路市立船津公園ふれあいの館 船津町3288

山田 姫路市立山田小学校 山田町北山田108

姫路市立山田公民館 山田町北山田109-6   

青山 姫路市立青山小学校 青山北三丁目42-1

姫路市立青山公民館 青山五丁目2-1

白鳥 姫路市立白鳥小学校 飾西341

姫路市立大白書中学校 飾西652

兵庫県立姫路飾西高校 飾西148-2

西市民センター 飾西728-5

姫路市立白鳥公民館 飾西85-1

曽左 姫路市立曽左小学校 書写634-51

姫路市立書写中学校 書写台二丁目34

兵庫県立大学姫路工学キャンパス 書写2167

姫路市立曽左公民館 書写2961-1

姫路市立書写幼稚園 書写台一丁目62-1

姫路市立書写養護学校体育館 書写台三丁目148-1

峰相 姫路市立峰相小学校 打越582-1

姫路市立峰相公民館 六角278-3

太市 姫路市立太市小学校 西脇507

姫路市立太市公民館 西脇439-8

兵庫県立こどもの館 太市中915-49

林田 姫路市立林田小学校 林田町六九谷523

姫路市立林田中学校 林田町林田33

姫路市立林田公民館 林田町林田13

伊勢 姫路市立伊勢小学校 林田町上伊勢886-1

姫路市立伊勢公民館 林田町上伊勢1077-5　 

家島 姫路市立家島小学校 家島町真浦2141

姫路市立家島中学校 家島町宮1877-2

兵庫県立家島高校 家島町宮1759-1

宮区民総合センター 家島町宮1049

宮区民会館 家島町宮1055

宮防災会館 家島町宮1631-2

姫路市立家島宮老人の家 家島町宮1443

姫路市立家島保健福祉サービスセンター 家島町宮2169

真浦区民総合センター 家島町真浦571

真浦区民会館 家島町真浦2379

姫路市立家島幼稚園 家島町真浦2152

校　区 施設名 所在地

家島 姫路市立家島公民館 家島町真浦2137-1

姫路市立家島B&G海洋センター 家島町真浦1732-73

姫路市立家島老人福祉センター 家島町真浦1769

姫路市立家島男鹿老人の家 家島町宮2165-11

坊勢 姫路市立坊勢小学校 家島町坊勢415-1

姫路市立坊勢中学校 家島町坊勢430-１

姫路市立家島群島開発総合センター 家島町坊勢186

姫路市立坊勢スポーツセンター 家島町坊勢700-24



姫路市立坊勢幼稚園 家島町坊勢303-3

坊勢青年会館 家島町坊勢143

置塩 姫路市立置塩小学校 夢前町宮置235

　 姫路市立置塩中学校 夢前町又坂50

　 姫路市立置塩公民館 夢前町宮置292-2

古知 姫路市立古知小学校 夢前町古知之庄401-1

　 姫路市立古知公民館 夢前町古知之庄318

前之庄 姫路市立前之庄小学校 夢前町前之庄2838-1

兵庫県立夢前高校 夢前町前之庄643

姫路市立鹿谷中学校 夢前町前之庄2860

姫路市立豊岡総合センター 夢前町前之庄4353-5

姫路市立北部市民センター 夢前町前之庄2160

姫路市立前之庄公民館 夢前町前之庄2160

(山之内) （旧）山之内小学校 夢前町山之内甲619

（旧）雪彦荘 夢前町山之内甲298

小畑公民館 夢前町山之内庚463

莇野 姫路市立莇野小学校 夢前町莇野299-2

姫路市立莇野公民館 夢前町莇野326-3

上菅 姫路市立上菅公民館 夢前町塚本225-1

姫路市立菅野中学校 夢前町護持29-1

姫路市立上菅小学校 夢前町護持381-2

菅生 姫路市立菅生小学校 夢前町菅生澗802-1

姫路市立菅生公民館 夢前町菅生澗1384-1

香呂 姫路市立香呂小学校 香寺町香呂626

姫路日ノ本短期大学・日ノ本学園高等学校 香寺町香呂890

犬飼公民館 香寺町犬飼464-1

姫路市立香寺健康福祉センター 香寺町矢田部733

広瀬ふれあい会館 香寺町広瀬42-1

香呂南 姫路市立香呂南小学校 香寺町須加院173

中寺 姫路市立中寺小学校 香寺町中寺231

姫路市立香寺北公民館 香寺町中寺121-1

姫路市休養センター「香寺荘」 香寺町恒屋1470

校　区 施設名 所在地

中寺 恒屋公民館 香寺町恒屋1551-1

兵庫県立香寺高校 香寺町土師547

姫路市立香寺公民館 香寺町土師396

姫路市立香寺中学校 香寺町岩部293

安富南 姫路市立安富南小学校 安富町安志869

姫路市立安富中学校 安富町安志320-1

ネスパルやすとみ 安富町安志1151

狭戸公民館 安富町狭戸644-1

安富北 姫路市立安富北小学校 安富町杤原664-2

関公民館 安富町関696


