都道府県・政令指定都市・中核市 研修主管課一覧
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北海道

060-8588

北海道札幌市中央区北三条西6丁目

保健福祉部 福祉局福祉援護課 福祉基盤グループ 主査(研修)

011-231-4111

青森県

030-8570

青森県青森市長島1-1-1

健康福祉部 健康福祉政策課 企画政策グループ

017-734-9277

岩手県

020-8570

岩手県盛岡市内丸10-1

保健福祉部 保健福祉企画室 企画担当

019-629-5412

宮城県

980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

保健福祉部 社会福祉課 地域福祉推進班

022-211-2519

秋田県

010-8570

秋田県秋田市山王４－１－１

健康福祉部 福祉政策課 地域福祉・監査班

018-860-1316

山形県

990-8570

山形県山形市松波2-8-1

健康福祉部 健康福祉企画課

023-630-2268

福島県

960-8670

福島県福島市杉妻町2-16

保健福祉部 生活福祉総室 福祉監査課

024-521-7324

茨城県

310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

保健福祉部 福祉指導課 福祉人材確保室

029-301-3197

栃木県

320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

保健福祉部 保健福祉課

028-623-3152

群馬県

371-8570

群馬県前橋市大手町1-1-1

健康福祉局 健康福祉課 総務係

027-226-2511

埼玉県

330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

福祉部

048-830-3276

千葉県

260-8667

千葉県千葉市中央区市場町1-1

健康福祉部 健康福祉指導課 調整指導室

043-223-2606

東京都

163-8001

東京都新宿区新宿2-8-1東京都庁第一本庁舎26階北側

福祉保健局 生活福祉部地域福祉推進課 福祉人材対策係

03-5320-4049

神奈川県

231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通１

福祉子どもみらい局 地域福祉課 福祉介護人材グループ

045-210-1111

新潟県

950-8570

新潟県新潟市中央区新光町4-1

福祉保健部 福祉保健課 地域福祉係

025-280-5176

富山県

930-8501

富山県富山市新総曲輪1-7

厚生部 厚生企画課 地域福祉・保護係

076-444-3197

石川県

920-8580

石川県金沢市鞍月1-1

健康福祉部 厚生政策課 地域福祉グループ

076-225-1419

福井県

910-8580

福井県福井市大手3-17-1

健康福祉部 地域福祉課 地域健康福祉グループ

0776-20-0326

山梨県

400-8501

山梨県甲府市丸の内1-6-1

福祉保健部 福祉保健総務課 福祉企画担当

055-223-1443

長野県

380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

健康福祉部 地域福祉課 福祉人材係

026-235-7129

岐阜県

500-8570

岐阜県岐阜市薮田南2-1-1

健康福祉部 健康福祉政策課 (社会福祉法人 監査担当)

058-272-1111

静岡県

420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9-6

健康福祉部 管理局政策監 企画班

054-221-3357

愛知県

460-8501

愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2

健康福祉部 地域福祉課 福祉人材確保グループ

052-954-6814

三重県

514-8570

三重県津市広明町13

健康福祉部 監査室 法人監査グループ

059-224-2258

滋賀県

520-8577

滋賀県大津市京町4-1-1

福祉企画・企画調整担当

077-528-3512

京都府

602-8570

京都府京都市上京区下立売通新町西入

健康福祉部 健康福祉総務課

075-414-4547

大阪府

540-8570

大阪府大阪市中央区大手前2-1-22

福祉部 地域福祉推進室 指導監査課 法人指導グループ

06-6944-9173

兵庫県

650-8567

兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1

健康福祉部 社会福祉局 社会福祉課 福祉企画班

078-341-7711

奈良県

630-8501

奈良県奈良市登大路町30

健康福祉部 監査指導室 監査一係

0742-27-8507

和歌山県

640-8585

和歌山県和歌山市小松原通1-1

福祉保健部 福祉保健政策局 福祉保健総務課 社会福祉・援護班

073-441-2472

鳥取県

680-8570

鳥取県鳥取市東町1-220

福祉保健部 福祉保健課 総括・人財担当

0857-26-7142

島根県

690-8501

島根県松江市殿町1

健康福祉部 健康福祉総務課 総務情報グループ

0852-22-5249

岡山県

700-8570

岡山県岡山市内山下2-4-6

保健福祉部 保健福祉課 地域福祉・法人指導班

086-226-7317

広島県

730-8511

広島県広島市中区基町10-52

健康福祉局 総務管理部健康福祉総務課総務グループ

082-513-3021

山口県

753-8501

山口県山口市滝町1-1

健康福祉部 厚政課 地域保健福祉班

083-933-2724

徳島県

770-8570

徳島県徳島市万代町1-1

保健福祉部 地域福祉課 地域福祉・援護担当

088-621-2167

香川県

760-8570

香川県高松市番町4-1-10

健康福祉部 健康福祉総務課 企画・総務グループ

087-832-3252

愛媛県

790-8570

愛媛県松山市一番町4-4-2

保健福祉部 管理局 保健福祉課 企画係

089-912-2386

高知県

780-8570

高知県高知市丸ノ内1-2-20

地域福祉部 地域福祉政策課

088-823-9664

福岡県

812-8577

福岡県福岡市博多区東公園7-7

福祉労働部 福祉総務課 地域福祉係

092-643-3243

佐賀県

840-8570

佐賀県佐賀市城内1-1-59

健康福祉本部 地域福祉課 地域福祉担当

0952-25-7053

長崎県

850-8570

長崎県長崎市江戸町2-13

福祉保健部 社会福祉課 地域福祉班

095-895-2416

熊本県

862-8570

熊本県熊本市水前寺6-18-1

健康福祉部 健康福祉政策課 情報・研修企画班

096-333-2194

大分県

870-8501

大分県大分市大手町3-1-1

福祉保健部 地域福祉推進室 地域福祉班

097-506-2622

宮崎県

880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

福祉保健部 福祉保健課 地域福祉保健担当

0985-26-7075

鹿児島県

890-8577

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1

保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係

099-286-2111

沖縄県

900-8570

沖縄県那覇市泉崎1-2-2

子ども生活福祉部 福祉政策課 福祉支援班

098-866-2177

札幌市

060-8611

札幌市中央区北一条西2丁目

保健福祉局 総務部総務課 庶務係

011-211-2932

仙台市

980-8671

仙台市青葉区国分町3-7-1

健康福祉局 総務課

022-214-8161

さいたま市

330-9588

さいたま市浦和区常盤6-4-4

保健福祉局 福祉部 福祉総務課

048-829-1253

千葉市

260-8722

千葉市中央区千葉港1-1

保健福祉局 地域福祉課 地域福祉係

043-245-5158

横浜市

231-0017

横浜市中区港町1-1

健康福祉局 総務部職員課 厚生係

045-671-2384

川崎市

210-8577

川崎市川崎区宮本町1

健康福祉局 総務部庶務課 労務・人材育成担当

044-200-2424

相模原市

252-5277

相模原市中央区中央2-11-15

地域福祉課

042-769-9222

新潟市

951-8550

新潟市中央区学校町通1-602-1

福祉部 福祉総務課

025-226-1182

静岡市

420-8602

静岡市葵区追手町5-1

保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 総務担当

054-221-1355

浜松市

430-8652

浜松市中区元城町103-2

社会福祉部 福祉総務課 生活保護グループ

053-457-2032

名古屋市

460-8508

名古屋市中区三の丸3-1-1

健康福祉局 職員課 労務厚生係

052-972-2606

京都市

604-8571

京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488

保健福祉局 保健福祉部 保健福祉総務課 労務担当

075-222-3364

大阪市

530-8201

大阪市北区中之島1-3-20

健康福祉局 生活福祉部 地域福祉課

06-6208-7970

堺市

590-0078

堺市堺区南瓦町3-1

健康福祉局 健康福祉政策部 健康福祉総務課 総務係

072-228-7212

神戸市

650-8570

神戸市中央区加納町6-5-1

保健福祉局 総務部 庶務課 庶務係

078-322-5193

岡山市

700-8546

岡山市北区鹿田町1-1-1

保健福祉局 福祉援護課 管理係

086-803-1216

広島市

730-8586

広島市中区国泰寺町1-6-34

健康福祉局 健康福祉企画課 政策調整係

082-504-2137

北九州市

803-8501

北九州市小倉北区城内1-1

保健福祉局 総務部 総務課 庶務係

093-582-2403

福岡市

810-8620

福岡市中央区天神1-8-1

保健福祉局 総務部 総務課 総務係

092-711-4223

熊本市

860-8601

熊本市中央区手取本町1-1

健康福祉局 健康政策部 健康福祉政策課

096-328-2340

函館市

040-8666

函館市函館市東雲町4-13

福祉部 指導監査課

0138-21-3262

旭川市

070-8525

旭川市七条通10丁目

福祉保険部 福祉保険課 福祉保険係

0166-25-6312

青森市

030-8555

青森市中央1-22-5

健康福祉部 健康福祉政策課

017-734-5313

八戸市

031-8686

八戸市内丸1-1-1

生活福祉課

0178-43-9085

盛岡市

020-8530

盛岡市内丸12-2

保健福祉部 地域福祉課

019-626-7509

秋田市

010-8560

秋田市山王1-1-1

福祉保健部 福祉総務課

018-866-2092

福島市

960-8601

福島県福島市五老内町3番1号

地域福祉課

024-525-3747

郡山市

963-8601

郡山市朝日1-23-7

保健福祉部 社会福祉課

024-924-3822

いわき市

970-8686

いわき市平字梅本21

保健福祉部 保健福祉課 保健福祉係

0246-22-7450

宇都宮市

320-8540

宇都宮市旭1-1-5

保健福祉部 保健福祉総務課

028-632-2332

前橋市

371-8601

群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

社会福祉課

027-898-6142

高崎市

370-8501

高崎市高松町３５－１

福祉部社会福祉課地域福祉担当

027-321-1243

川越市

350-8601

川越市元町1-3-1

福祉部 福祉推進課

049-224-5769

川口市

332-8601

埼玉県川口市青木2丁目1番1号

福祉総務課

048-259-7929

越谷市

343-8501

越谷市越ヶ谷4丁目2番1号

福祉部 福祉推進課

048-963-9320

船橋市

273-0011

船橋市湊町2-8-11

健康福祉局 福祉サービス部 指導監査課

047-436-2424

柏市

277-8505

柏市柏5-10-1

福祉政策室

04-7167-1111

八王子市

192-8501

八王子市元本郷町三丁目24番1号

福祉部福祉政策課

042-620-7240

横須賀市

238-8550

横須賀市小川町11

健康福祉部 指導監査課

046-822-8162

富山市

930-8510

富山市新桜町7-38

福祉保健部 社会福祉課 地域福祉係

076-443-2164

金沢市

920-8577

金沢市広坂1-1-1

福祉健康局 福祉総務課 福祉企画担当

076-220-2278

長野市

380-8512

長野市大字鶴賀緑町1613

保健福祉部厚生課 福祉監査室

026-224-7324

岐阜市

500-8701

岐阜市今沢町18

福祉部 指導監査課

058-265-4141

豊橋市

440-8501

豊橋市今橋町1番地

福祉部福祉政策課 企画推進グループ

0532-51-2343

岡崎市

444-8601

岡崎市十王町2-9

地域福祉課 総務施策係

0564-23-6851

豊田市

471-8501

豊田市西町3-60

福祉部 総務監査課

0565-34-6706

大津市

520-8575

滋賀県大津市御陵町3-1

福祉子ども部 福祉政策課

077-528-2740

豊中市

561-8501

大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号

健康福祉部 地域福祉室

06-6858-2219

高槻市

569-0067

高槻市桃園町2-1

健康福祉部 福祉指導課

072-674-7821

枚方市

573-8666

枚方市大垣内町2丁目1番20号

福祉部 福祉総務課

072-841-1467

八尾市

581-0003

大阪府八尾市本町一丁目1番1号

地域福祉政策課

072-924-3835

東大阪市

577-8521

東大阪市荒本北1-1-1

健康福祉局 福祉部 法人指導課

06-4309-3340

姫路市

670-8501

姫路市安田4-1

健康福祉局 保健福祉推進室

0792-21-2387

尼崎市

660-8501

兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号

健康福祉局 法人指導課

06-6489-6321

明石市

673-8686

兵庫県明石市中崎 1丁目5-1

福祉総務課

078-918-5025

西宮市

662-8567

兵庫県西宮市六湛寺町10番3号

健康福祉局 福祉総括室 法人指導グループ

0798-35-3093

奈良市

630-8580

奈良市二条大路南 1-1-1

保健福祉部 福祉政策課

0742-34-1111

和歌山市

640-8511

和歌山市七番丁23番地

社会福祉部 高齢者福祉課

073-435-1061

鳥取市

680-0845

鳥取県鳥取市富安2丁目138-4

福祉部 地域福祉課

0857-20-3451

松江市

690-8540

島根県松江市末次町86番地

福祉総務課

0852-55-5302

倉敷市

710-8565

倉敷市西中新田640

保健福祉局保健福祉推進課

086-426-3303

呉市

737-8501

広島県呉市中央4丁目1-6

福祉保健課指導グループ

0823-25-3132

福山市

720-8501

福山市東桜町3-5

保健福祉局 福祉部 福祉総務課 監査指導担当

084-928-1034

下関市

750-8521

下関市南部町1-1

福祉部 福祉政策課

083-231-1723

高松市

760-8571

高松市番町1-8-15

健康福祉部 健康福祉総務課 指導監査係

087-839-2372

松山市

790-8571

松山市二番町4-7-2

保健福祉部 保健福祉政策課

089-948-6821

高知市

780-8571

高知市本町5-1-45

健康福祉部 健康福祉総務課

088-823-9440

久留米市

830-8520

福岡県久留米市城南町15番地3

健康福祉部 総務

0942-30-9022

長崎市

850-8685

長崎市桜町2-22

福祉保健部 福祉保健総務課 総務係

095-829-1139

佐世保市

857-0042

長崎県佐世保市高砂町5番1号

保健福祉部 保健福祉政策課

0956-24-1111

大分市

870-8504

大分市荷場町2-31

福祉保健部 福祉保健課 総務係

097-537-5623

宮崎市

880-8505

宮崎市橘通西1-1-1

福祉部 福祉総務課 管理係

0985-21-1754

鹿児島市

892-8677

鹿児島市山下町11-1

健康福祉局 健康福祉部 健康福祉総務課

099-216-1239

那覇市

900-8585

那覇市泉崎1丁目1番1号

福祉部 福祉政策課

098-862-9002

社会福祉課

地域保健福祉 担当

施設指導・福祉人材担当

