
別紙４－①　複合機設置拠点一覧

階 エリア No. 利用部署
A 1 まちづくり推進課

2 市民課
3 【窓口用】市民課
4 健康福祉部
5 【窓口用】福祉１
6 【窓口用】福祉２
7 【窓口用】福祉３

D 8 支援管理課・生活支援課
9 こども未来部・市民税
10 【窓口用】こども・市民税１
11 【窓口用】こども・市民税２
12 【窓口用】こども・市民税３
13 資産税・徴収・教育委員会
14 徴収課（FAX受信用）
15 【窓口用】徴収課（基幹系証明書発行用）・資産税課

G 16 市議会事務局
H 17 総務部・総合政策部・財政企画室
I 18 秘書課

19 都市活力部・みどり公園室・管財課
20 建築指導課（窓口GIS用）

21 都市交通部・市民相談課・法人監査課・営繕課

22 都市活力部・都市交通部・施設課
L 23 会計室
M 24 デジタル戦略室
N 25 共生推進室
O 26 監査委員事務局
P 27 選挙管理委員会
Q 28 研修厚生課

29 多目的スペース
30 イベント用予備機（非利用時は5階多目的に設置）

B1 S 31 管財課車両
外 - 32 保健センター 伊丹市千僧１丁目１番地１（本庁舎東隣）
外 東館1階 33 新型コロナワクチン接種推進班
外 東館2階 34 危機管理室
外 東館3階 35 総務課（統計担当）
外 36 総合教育センター（1階事務室）
外 37 少年愛護センター（総合教育センター3階）
外 38 幼児教育センター（総合教育センター5階）
外 39 こども発達支援センター1階
外 40 こども発達支援センター2階
外 41 こども発達支援センター3階
外 消防局 42 2階事務室
外 消防局 43 3階事務室
外 消防局 44 東消防署 伊丹市北本町2丁目133番地

伊丹市昆陽1丁目1番地1

伊丹市千僧1丁目47番地2

設置住所

伊丹市千僧１丁目１番地（本庁舎）

伊丹市千僧１丁目１番地（本庁舎東隣）

伊丹市千僧１丁目１番地（本庁舎南側）
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外 消防局 45 西消防署 伊丹市昆陽1丁目1番地1
外 消防局 46 東消防署神津出張所 伊丹市森本2丁目142番地1
外 消防局 47 東消防署南野出張所 伊丹市南鈴原2丁目1番地
外 消防局 48 西消防署池尻出張所 伊丹市池尻3丁目55番地
外 消防局 49 西消防署荒牧出張所 伊丹市北野1丁目9番地
外 50 中央公民館（事務室）
外 51 中央公民館（市民コピー用）
外 52 図書館１階事務室
外 53 図書館２階事務室
外 54 図書館２階市民コピー用
外 55 図書館３階市民コピー用
外 56 人権啓発センター
外 57 人権啓発センター児童館
外 58 小学校給食センター第１ 伊丹市鴻池3丁目4番地5
外 59 小学校給食センター第２ 伊丹市鴻池3丁目4番地6
外 60 中学校給食センター 伊丹市北本町3丁目50番地
外 61 こども文化科学館 伊丹市桑津3丁目1番地36
外 62 消費生活センター
外 63 消費生活センター（市民課業務）
外 64 子育て支援センター 伊丹市広畑3丁目1番地
外 65 環境クリーンセンター 伊丹市岩屋2丁目2番地8
外 66 公園管理事務所 伊丹市昆陽池2丁目99
外 67 わかばこども園（L系）
外 68 わかばこども園（i系）
外 69 ささはらこども園（L系）
外 70 ささはらこども園（i系）
外 71 神津こども園（L系）
外 72 神津こども園（i系）
外 73 さくらだいこども園（L系）
外 74 さくらだいこども園（i系）
外 75 中央保育所 伊丹市行基町1丁目50番地
外 76 北保育所 伊丹市北園1丁目13番地
外 77 ひかり保育園 伊丹市堀池3丁目7番地26
外 78 こばと保育所 伊丹市稲野町2丁目3番地5
外 79 荻野保育所 伊丹市荻野8丁目33番地5
外 80 伊丹ミュージアム 伊丹市宮ノ前2丁目5番地20

伊丹市野間1丁目10番16

伊丹市森本1丁目8番地25

伊丹市中野西4丁目92番地

伊丹市宮ノ前2丁目2番地2

伊丹市宮ノ前3丁目7番4

伊丹市御願塚6丁目1番5

伊丹市堀池2丁目2番地20

伊丹市昆陽池2丁目1（スワンホール1階）



別紙４－②　複合機設置拠点一覧

No. 利用部署

1 市役所本庁舎2階 教育委員会 伊丹市千僧１丁目１番地（本庁舎）
2 総合教育センター（5階事務室） 伊丹市千僧１丁目１番地（本庁舎南側）
3 伊丹幼稚園  伊丹市桜ヶ丘1丁目5番20
4 教育支援センター（やまびこ） 伊丹市昆陽1丁目213（旧・稲野幼稚園舎2階）
5 有岡小学校 特別支援学級 伊丹市伊丹7丁目1番地1
6 みずほ幼稚園 伊丹市瑞穂町3丁目46番地
7 ありおか幼稚園 伊丹市伊丹7丁目1番地30
8 おぎの幼稚園 伊丹市大野2丁目159番地
9 いけじり幼稚園 伊丹市池尻6丁目231番地
10 こうのいけ幼稚園 伊丹市鴻池4丁目4番地4
11 伊丹特別支援学校 職員室
12 伊丹特別支援学校 事務室
13 伊丹小学校 事務室 伊丹市船原1丁目1番地1
14 花里小学校 事務室 伊丹市寺本3丁目135
15 鈴原小学校 職員室 伊丹市御願塚6丁目3－1
16 緑丘小学校 事務室 伊丹市高台2丁目14
17 笹原小学校 事務室 伊丹市南野6丁目5－33
18 瑞穂小学校 事務室 伊丹市瑞穂町3丁目50－1
19 有岡小学校 職員室 伊丹市伊丹7丁目1－1
20 摂陽小学校 事務室 伊丹市昆陽南2丁目1－55
21 荻野小学校 事務室 伊丹市荻野2丁目11
22 神津小学校 職員室 伊丹市森本1丁目8－1
23 神津小学校 事務室 伊丹市森本1丁目8－1
24 桜台小学校 事務室 伊丹市中野西4丁目100
25 花里小学校 職員室 伊丹市寺本3丁目135
26 鈴原小学校 事務室 伊丹市御願塚6丁目3－1
27 天神川小学校 事務室 伊丹市荒牧南3丁目17－12
28 昆陽里小学校 事務室 伊丹市山田2丁目1－2
29 池尻小学校 事務室 伊丹市池尻6丁目221番地
30 鴻池小学校 職員室 鴻池4丁目4番5
31 東中学校 事務室 伊丹市高台2丁目54
32 西中学校 事務室 伊丹市昆陽東4丁目2番地5
33 南中学校 事務室 伊丹市南町2丁目4－1
34 北中学校 事務室
35 北中学校 職員室
36 松崎中学校 事務室 伊丹市山田2丁目1番地1
37 荒牧中学校 事務室 伊丹市荒牧5丁目2番地18
38 笹原中学校 職員室
39 笹原中学校 事務室
40 天王寺川中学校 事務室 伊丹市鴻池3丁目4番地28
41 伊丹小学校 職員室
42 伊丹小学校 職員室
43 伊丹小学校 特別支援
44 稲野小学校 職員室
45 稲野小学校 事務室
46 稲野小学校 特別支援

教育
伊丹市昆陽1丁目175教育

教育

教育

教育
伊丹市船原1丁目1番地1教育

教育

教育

教育
教育

清水4丁目3番1号
教育

教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育

教育

伊丹市南野北2丁目7番地4

教育

教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育
教育

教育
教育
教育
教育

伊丹市鴻池1丁目8番6号
教育

教育

教育

設置拠点
設置住所

教育
教育
教育
教育
教育

エリア



47 南小学校 事務室
48 南小学校 職員室
49 南小学校 特別支援
50 緑丘小学校 職員室
51 緑丘小学校 特別支援
52 桜台小学校 職員室
53 桜台小学校 特別支援
54 天神川小学校 職員室
55 天神川小学校 特別支援
56 笹原小学校 職員室
57 笹原小学校 特別支援
58 瑞穂小学校 職員室 伊丹市瑞穂町3丁目50－1
59 有岡小学校 職員室 伊丹市伊丹7丁目1－1
60 昆陽里小学校 職員室 伊丹市山田2丁目1－2
61 摂陽小学校 職員室 伊丹市昆陽南2丁目1－55
62 荻野小学校 職員室 伊丹市荻野2丁目11
63 池尻小学校 職員室 伊丹市池尻6丁目221番地
64 鴻池小学校 事務室 鴻池4丁目4番5
65 東中学校 職員室
66 東中学校 特別支援
67 西中学校 職員室 伊丹市昆陽東4丁目2番地5
68 南中学校 職員室
69 南中学校 特別支援
70 天王寺川中学校 職員室
71 天王寺川中学校 職員室
72 天王寺川中学校 特別支援
73 松崎中学校 職員室 伊丹市山田2丁目1番地1
74 荒牧中学校 職員室
75 荒牧中学校 職員室
76 荒牧中学校 特別支援

教育
教育

教育
教育

伊丹市南町2丁目4－1
教育

教育
伊丹市荒牧5丁目2番地18教育

教育

教育
教育
教育

伊丹市高台2丁目54
教育

教育
伊丹市鴻池3丁目4番地28教育

教育
教育

教育
伊丹市高台2丁目14

教育

教育

教育
伊丹市中野西4丁目100

教育
教育

伊丹市荒牧南3丁目17－12
教育
教育

伊丹市南野6丁目5－33
教育
教育
教育

教育
伊丹市御願塚2丁目6番地1教育

教育



別紙４－③　複合機設置拠点一覧

No. 利用部署

1 経営企画課
2 水道課
3 給排水課
4 下水道課
5 浄水課 伊丹市広畑6丁目1番地

設置拠点
設置住所

上下水道局

エリア

上下水道局

伊丹市昆陽1丁目1番地2
上下水道局
上下水道局
上下水道局



別紙４－④　複合機設置拠点一覧

No. 利用部署

1 1階事務室

2 2階事務室

交通局
伊丹市広畑3丁目1番地

交通局

エリア
設置拠点

設置住所


