障害者虐待防止法に係る通報・届出窓口一覧（都道府県分）
【 平成２４年１１月２０日 現在 】
都道府県
北海道

名

称

北海道障がい者権利擁護センター

岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県

011-231-8617

Ｆ Ａ Ｘ

休日・夜間の連絡先

011-232-4068

011-231-8617

青森県健康福祉部障害福祉課

メ ー ル

hofuku.shohuku1@pref.hokkaido.lg.jp

(留守番電話)
017-721-1206

017-723-1394

017-721-1206

017-734-9307

017-734-8092

岩手県保健福祉部障がい保健福祉課

019-629-5447

019-629-5454

宮城県障害者権利擁護センター

022-727-6101

022-727-6102

―
019-651-3111

住 所
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目

s-kenri@aosyakyo.or.jp

(留守番電話)

（青森県社会福祉協議会）

〒030-0822
青森市中央3-20-30県民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ2階

syofuku@pref.aomori.lg.jp

〒030-8570
青森市長島1-1-1

AD0006@pref.iwate.jp

〒020-8570
盛岡市内丸10-1

（宮城県社会福祉士会）
秋田県健康福祉部障害福祉課
山形県健康福祉部障がい福祉課
福島県障がい者権利擁護センター

018-860-1331
023-630-2148
024-521-8419

018-860-3866
023-630-2111
024-521-7929

（福島県保健福祉部障がい福祉課）
茨城県障害者権利擁護センター
栃木県障害者権利擁護センター

029-353-8663

029-353-8663

〒981-0935

022-727-6102（ＦＡＸ）

仙台市青葉区三条町10-19

―
―
024-521-8419

shoufuku@pref.akita.lg.jp

028-623-3139

028-623-3052

yshogai@pref.yamagata.jp

027-289-3127

027-212-8388

080-8910-1011

shougaifukushi@pref.fukushima.lg.jp

―

tochigi-shougaishakenri@dream.jp

048-822-1297

048-822-1406

神奈川県障害者権利擁護センター

043-223-1020

043-222-4133

shougaikenriyougo@gunma-csw.or.jp

留守番電話

skenri@fukushi-saitama.or.jp

〒320-8501
〒371-0854

03-5320-4223
045-312-4818
025-280-5250

ＦＡＸ

03-5388-1413
045-322-3559

sjourei@pref.chiba.lg.jp

025-283-2062

留守番電話

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1

―
―

〒330-8529
さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65

メール

(神奈川県社会福祉協議会)
新潟県福祉保健部障害福祉課

水戸市千波町1918茨城県総合福祉会館2階
宇都宮市塙田1-1-20

ＦＡＸ
043-223-1019

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課

〒310-0851

前橋市大渡町1-10-7群馬県公社総合ﾋﾞﾙ5階

（埼玉県社会福祉協議会）
千葉県健康福祉部障害福祉課

〒960-8670
福島市杉妻町2-16

(群馬県社会福祉士会）
埼玉県障害者権利擁護センター

〒990-8570
山形市松波二丁目8-1

029-353-8663

―

〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1

(留守番電話)

（栃木県保健福祉部障害福祉課）
群馬県障害者権利擁護センター

022-727-6101（留守番電話） kenriyougo@iris.ocn.ne.jp

(留守番電話)

（茨城県手をつなぐ育成会）

―

assist@knsyk.jp

〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター１４階

ngt040260@pref.niigata.lg.jp

〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1

富山県障害者権利擁護センター

076-432-2950

076-432-6532

076-432-2950

shogaikenri@wel.pref.toyama.jp

（富山県社会福祉協議会）
石川県健康福祉部障害保健福祉課

〒930-0094
富山市安住町5-21富山県総合福祉会館（サンシップとやま）２階

076-225-1464

076-225-1429

076-225-1464

ishi-kenri-desk@docomo.ne.jp

〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地

福井県総合福祉相談所障害者相談課

0776-24-5135

0776-24-8834

0776-24-5135

fukusiso@pref.fukui.lg.jp

（留守番電話）
山梨県障害者権利擁護センター

山梨県

話

(北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課)
青森県障害者権利擁護センター

青森県

電

055-254-6266

055-251-3344

055-254-6266

（山梨県障害者福祉協会）
山梨県福祉保健部障害福祉課

055-223-1461

055-223-1464

―

〒910-0026
福井市光陽2丁目3-36

―
―

〒400-0005
甲府市北新1-2-12
〒400-8501
甲府市丸の内1-6-1

都道府県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

名

称

長野県障害者権利擁護(虐待防止)センター

電

話

026-235-7107

Ｆ Ａ Ｘ
026-234-2369

（長野県健康福祉部障害者支援課）
岐阜県障害者権利擁護センター

058-215-0618

058-215-0619

休日・夜間の連絡先
―
058-215-0618

メ ー ル

fuku-zaitaku@pref.nagano.lg.jp
gifu-syouken@poem.ocn.ne.jp

三重県障害者権利擁護センター

054-221-3523

054-221-3267

052-954-6292
059-232-7533

052-954-6920
059-231-0687

（三重県障害者相談支援センター）
滋賀県障害者権利擁護センター

077-566-1115

077-566-3581

（滋賀県社会福祉協議会）
京都府障害者・高齢者権利擁護支援センター

075-414-4607

075-414-4597

06-6944-6615

（大阪府福祉部障がい福祉室）
兵庫県障害者権利擁護センター

―
―
―

06-6944-6615
（内容確認は開庁日)

078-362-3834

（兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課）

080-8311-4702

078-362-3911

ＦＡＸ

〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

shoho@pref.mie.jp

〒514-0113
津市一身田大古曽670-2
―

kenriyougo01@pref.kyoto.lg.jp

0742-22-1001

（奈良県健康福祉部障害福祉課）

（専用回線）

（内容確認は開庁日)

(県庁代表電話)

和歌山県障害者権利擁護センター

073-432-5557

073-432-5567

0857-22-5647

草津市笠山7丁目8-138
〒602-8570

大阪府インターネット申請・申込みサービスで対応（内容確認は開庁日）

shougaika@pref.hyogo.lg.jp

〒540-8570
大阪市中央区大手前2-1-22
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1

0742-22-1814

（専用回線）

〒525-0072

京都市上京区下立売通新町西入薮ﾉ内町

（内容確認は開庁日)
0742-27-8516

鳥取県東部総合事務所福祉保健局

shogai@pref.aichi.lg.jp

インターネット申請・申込みサービス https://www.shinsei.pref.osaka.jp/ers/input.do?tetudukiid=2008100053

078-362-3834

〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号

―

奈良県障害者権利擁護センター

（和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課）

shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

080-8311-4703

（京都府健康福祉部障害者支援課）
大阪府障がい者権利擁護センター

〒500-8261
岐阜市茜部大野2丁目219番地

（静岡県障害者政策課）
愛知県健康福祉部障害福祉課

〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2

（岐阜県社会福祉士会）
静岡県障害者虐待防止支援センター

住 所

―

syogai@office.pref.nara.lg.jp

〒630-8501

（内容確認は開庁日）

奈良市登大路町30番地

e0404001@pref.wakayama.lg.jp

〒640-8585
和歌山市小松原通1丁目1番地

toubu_fukushihoken@pref.tottori.jp

0857-22-5670

〒680-0901
鳥取市江津730

鳥取県

鳥取県中部総合事務所福祉保健局
鳥取県西部総合事務所福祉保健局

0858-23-3124
0859-31-9301

0858-23-4803

0857-26ｰ7111
（県庁代表電話）

chubu_fukushihoken@pref.tottori.jp

倉吉市東巌城町2

seibu_fukushihoken@pref.tottori.jp

0859-34-1392

〒682-0802
〒683-0802
米子市東福原1丁目1-45

島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県

島根県障がい者権利擁護センター

0852-22-6685

0852-22-6687

（島根県健康福祉部障がい福祉課）
岡山県障害者権利擁護センター

086-226-6100

086-226-6111

082-569-5151

082-569-6161

083-902-8300

083-922-9915

088-631-1188

088-631-1188

（徳島県障害者相談支援センター）
香川県障害者権利擁護センター

087-867-2696

087-867-3050

089-968-2201

089-921-5289

―
088-631-1188
087-862-8861

089-968-2201
(留守番電話)

088-822-7388

088-822-7388

（高知県地域福祉部障害保健福祉課）
福岡県福祉労働部障害者福祉課

kenri@hiroshima-fukushi.net

088-822-7388

yamaguchi-kenriyougo@jeans.ocn.ne.jp

092-643-3304

080-8574-7234
(留守番電話)

〒753-0072
山口市大手町9番6号山口県社会福祉会館内

〒770-0005
syougaisyasoudanshiensenta@pref.tokushima.lg.jp
徳島市南矢三町二丁目1-59

shousou@pref.kagawa.lg.jp

〒761-8057
高松市田村町1114(かがわ総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内)

―
060301@ken.pref.kochi.lg.jp

(留守番電話)
092-643-3312

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2(広島県社会福祉会館内)

(香川県子ども女性相談ｾﾝﾀｰ)

（愛媛県社会福祉協議会）
高知県障害者権利擁護センター

082-569-5151

〒700-0807
岡山市北区南方2-13-1（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館３階）

(留守番電話)

（香川県障害福祉相談所）
愛媛県障害者権利擁護センター

gyakutai@fukushiokayama.or.jp

(留守番電話)

（山口県社会福祉士会）
徳島県障害者権利擁護センター

086-226-6100

〒690-8501
松江市殿町1番地

(留守番電話)

（広島県社会福祉協議会）
山口県障害者権利擁護センター

syougai@pref.shimane.lg.jp

（留守番電話）

(岡山県社会福祉協議会）
広島県障害者権利擁護センター

080-5752-1745

〒790-8553
松山市持田町三丁目8番15号 愛媛県総合社会福祉会館１階
〒780-8570
高知市丸ﾉ内1-2-20

fukuokap-nogyakutai@docomo.ne.jp

〒812-8577
福岡市博多区東公園7-7

都道府県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

名

称

佐賀県障害者権利擁護センター

電

話

080-8394-8431

Ｆ Ａ Ｘ

休日・夜間の連絡先

0952-25-7302

留守番電話

（佐賀県健康福祉本部障害福祉課）
0120-294210

（長崎こども・女性・障害者支援センター）

095-844-6250

熊本県障がい者権利擁護センター

096-333-2244

095-844-1849

ＦＡＸ

096-383-1739

ＦＡＸ

kenriyougo@pref.nagasaki.lg.jp

097-506-1740

（大分県福祉保健部障害福祉課）

097-506-2728

tokuteisodan@pref.kumamoto.lg.jp

0985-26-7340

0985-26-7670

a12500@pref.oita.lg.jp
shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp

（沖縄県福祉保健部障害保健福祉課）

〒870-8501
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号

099-286-5110

099-286-5558

099-286-5110

s-jiritsu@pref.kagoshima.lg.jp

（鹿児島県障害福祉課）
沖縄県障害者権利擁護センター

〒862-8570

大分市大手町3丁目1番1号

（宮崎県福祉保健部障害福祉課）
鹿児島県障害者権利擁護センター

〒852-8114

熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

（留守番電話）
0985-26-7670

〒840-8570

長崎市橋口町１０－２２

メール
097-506-2728

住 所
佐賀市城内1-1-59

メール

（熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課）

宮崎県障がい者権利擁護センター

shougaisya-kenriyougo@pref.saga.lg.jp

メール

長崎県障害者権利擁護センター

大分県障害者権利擁護センター

メ ー ル

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1

098-866-2195

098-866-6916

ＦＡＸ
メール

aa029017@pref.okinawa.lg.jp

〒900-8570
那覇市泉崎1-2-2

