
現行の主な事務
○特定機能病院の立入検査、薬事監視
○医療法人、社会福祉法人の認可・ 指

導監督
○各種養成施設の指定・指導監督
○各種補助金の執行
○医療構造改革推進
○医師等国家試験監督業務
○麻薬・覚せい剤等の取締り ○都府県事務所の新設

・各所在都府県内において、保険医療機関等からの各種届出の受理・

審査及び指導監査等の実施

・ 地方社会保険医療協議会（部会）に関すること
[平成20年10月から]

○保険医療機関等に対する指導監査等

○管内の全国健康保険協会支部及び社会保険

診療報酬支払基金支部の指導監督

地方厚生(支)局再編の概要

新たな移管事務①

平成２０年１０月再編時の体制等

地方厚生(支)局は、社会保険庁の再編成に伴い、平成２０年１０月から新たな事務の移管が行われることに合わせ、
組織を抜本的に見直し、より総合的・効果的な行政事務を執行できる体制を構築します。

[平成2２年1月(予定)から]
○社会保険審査官関連事務
○現在、社会保険事務局が行っている年金事務
のうち、日本年金機構設立に伴い、行政事務
とされたもので厚生(支)局に移管されるもの

○社会保険労務士関連事務 等

新たな移管事務②

体制
検討
の上
移行 ○企画調整課の新設

・局の総合的企画調整、医療構造改革推進
・地方社会保険医療協議会（総会）に関すること

○健康福祉部内の組織再編

・各種養成施設の指導監督事務を一元管理する指導養成課の設置、各

種補助金の執行事務を総合的に行う健康福祉課の設置など、より効果

的な体制に再編

○指導部門の新設

・医療・福祉サービスの指導業務に係る総合的企画調整、保険医療機関等

に対する指導監査（都府県事務所の指導を含む。）

・特定機能病院の立入検査、医療法人・社会福祉法人の認可・指導監督

１．医療・福祉サービスの総合的な指導体制の確立

２．現行事務のより効果的な実施体制の確立

３．企画調整機能の強化

※ 地方厚生(支)局所在道府県を

除く管内都府県ごとに設置



管内都府県

安全で信頼のできる
医療サービスの確保

地方厚生(支)局

連携・協力

技術的助言等

保険医療機関、保険薬局に対する指導
・監査

医療費適正化の総合的な推進

都道府県の区域を超える医療法人に対
する監督等

医療提供体制の質向上
と効率化・重点化

地域における

地方厚生(支)局が行う政策の例

医療機関等

連携・協力

指導・監査等

再編により期待される効果の一例(イメージ)

医療の安全に対する取組の普及及び
啓発



地方厚生(支)局の所在地

北海道厚生局(札幌市)
《管轄区域》

●北海道

東北厚生局(仙台市)
《管轄区域》

■青森県■岩手県●宮城県
■秋田県■山形県■福島県

関東信越厚生局(さいたま市)
《管轄区域》

■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
■山梨県■長野県

東海北陸厚生局(名古屋市)
《管轄区域》

■富山県■石川県■岐阜県
■静岡県●愛知県■三重県

近畿厚生局(大阪市)
《管轄区域》

■福井県■滋賀県■京都府●大阪府
■兵庫県■奈良県■和歌山県

中国四国厚生局(広島市)
《管轄区域》

■鳥取県■島根県■岡山県
●広島県■山口県■徳島県
●香川県■愛媛県■高知県

四国厚生支局(高松市)
《管轄区域》

■徳島県●香川県■愛媛県
■高知県

九州厚生局(福岡市)
《管轄区域》

●福岡県■佐賀県■長崎県
■熊本県■大分県■宮崎県
■鹿児島県■沖縄県

厚生労働省(東京都)

麻薬取締支所(那覇市)

平成２０年１０月の事務移管に伴い、
地方厚生(支)局所在道府県を除く各都
府県に都府県事務所※が設置されます。

平成２０年１０月の事務移管に伴い、平成２０年１０月の事務移管に伴い、
地方厚生地方厚生((支支))局所在道府県を除く各都局所在道府県を除く各都

府県に都府県事務所府県に都府県事務所※※が設置されます。が設置されます。

厚生局は変わります！

※事務所の設置都府県は、各地方厚生(支)局の管轄区域欄に■で表示しております。



20.10.1現在

北海道厚生局 医療指導課 〒０６０－０８０７ 札幌市北区北7条西２－１５－１野村不動産札幌ビル２Ｆ ０１１－７９６－５１０５

青森事務所 〒０３０－０８６２ 青森市古川２－２０－３朝日生命青森ビル６Ｆ ０１７－７２４－９２００

岩手事務所 〒０２０－００２４ 盛岡市菜園１－１２－１８盛岡菜園センタービル２Ｆ ０１９－９０７－９０７０

指導監査課(宮城) 〒９８０－８４２６ 仙台市青葉区花京院１－１－２０花京院スクエア２１Ｆ ０２２－７２６－９２６０

秋田事務所 〒０１０－０９２１ 秋田市大町３－４－１マニュライフプレイス秋田２Ｆ ０１８－８００－７０８０

山形事務所 〒９９０－００３９ 山形市香澄町２－２－３６山形センタービル６Ｆ ０２３－６０９－０１４０

福島事務所 〒９６０－８０３５ 福島市本町５－５殖産銀行フコク生命ビル３Ｆ ０２４－５０３－０８１０

茨城事務所 〒３１０－００６１ 水戸市北見町１－１１水戸地方合同庁舎４Ｆ ０２９－２７７－１３１６

栃木事務所 〒３２０－００３３ 宇都宮市本町３－９栃木県本町合同ビル２Ｆ ０２８－３４１－２００９

群馬事務所 〒３７１－００２４ 前橋市表町２－２－６前橋第一生命ビルディング７Ｆ ０２７－８９６－０４８８

指導監査課(埼玉) 〒３３０－００６３ さいたま市浦和区高砂１－１－１朝日生命浦和ビル８Ｆ ０４８－６１２－７５０８

千葉事務所 〒２６０－００１３ 千葉市中央区中央３－３－８日本生命千葉中央ビル７Ｆ ０４３－３７９－２７１６

東京事務所 〒１６３－１１１１ 新宿区西新宿６－２２－１新宿スクエアタワー１１Ｆ ０３－６６９２－５１１９

神奈川事務所 〒２３１－００１５ 横浜市中区尾上町１－６住友生命横浜関内ビル６Ｆ ０４５－２７０－２０５３

新潟事務所 〒９５０－００８８ 新潟市中央区万代２－３－６新潟東京海上日動ビルディング１Ｆ ０２５－３６４－１８４７

山梨事務所 〒４００－０８５８ 甲府市相生１－４－２３日本興和鮎川ビル５Ｆ ０５５－２０６－０５６９

長野事務所 〒３８０－０８３６ 長野市大字南長野南県町１０４０－１日本生命長野県庁前ビル９Ｆ ０２６－４７４－１００２

富山事務所 〒９３０－０００４ 富山市桜橋通６－１１富山フコク生命第2ビル４Ｆ ０７６－４３９－６５７０

石川事務所 〒９２０－０９０６ 金沢市十間町５あいおい損保金沢ビル６Ｆ ０７６－２１０－５１４０

岐阜事務所 〒５００－８８４２ 岐阜市金町４－３０明治安田生命岐阜金町ビル２Ｆ ０５８－２６９－３３１３

静岡事務所 〒４２４－０８２５ 静岡市清水区松原町２－１５清水地方合同庁舎３Ｆ ０５４－３５５－２０１５

指導監査課(愛知) 〒４６１－００１１ 名古屋市東区白壁３－１２－１３中産連ビル新館４Ｆ ０５２－９７９－７３８０

三重事務所 〒５１４－０００４ 津市栄町１－８４０大同生命・瀧澤ビル５Ｆ ０５９－２１３－３５３３

福井事務所 〒９１０－０００５ 福井市大手２－７－１５明治安田生命福井ビル２Ｆ ０７７６－２５－５３７３

滋賀事務所 〒５２０－００５６ 大津市末広町１－１日本生命大津ビル４Ｆ ０７７－５２６－８１１４

京都事務所 〒６０４－８１５３ 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町６９１りそな京都ビル５Ｆ ０７５－２５６－８６８１

指導監査課(大阪) 〒５４０－００１１ 大阪市中央区農人橋１－１－２２大江ビル８Ｆ ０６－４７９１－７３１６

兵庫事務所 〒６５０－００２３ 神戸市中央区栄町通１－２－７大同生命神戸ビル８Ｆ ０７８－３２５－８９２５

奈良事務所 〒６３０－８１１５ 奈良市大宮町１－１－１５ニッセイ奈良駅前ビル２Ｆ ０７４２－２５－５５２０

和歌山事務所 〒６４０－８１５３ 和歌山市三木町台所町７三井住友海上和歌山ビル４Ｆ ０７３－４２１－８３１１

鳥取事務所 〒６８０－０８３４ 鳥取市永楽温泉町２７１朝日生命鳥取ビル３Ｆ ０８５７－３０－０８６０

島根事務所 〒６９０－０８４１ 松江市向島町１３４－１０松江地方合同庁舎６Ｆ　 ０８５２－６１－０１０８

岡山事務所 〒７００－０９０７ 岡山市下石井２－１－３岡山第一生命ビルディング７Ｆ ０８６－２３９－１２７５

指導監査課(広島) 〒７３０－００１２ 広島市中区上八丁堀６－３０広島合同庁舎４号館２Ｆ ０８２－２２３－８２０９

山口事務所 〒７５３－０８１４ 山口市吉敷下東１－３－１山陽ビル５Ｆ ０８３－９０２－３１７１

徳島事務所 〒７７０－０８３１ 徳島市寺島本町西１－７－１日通朝日徳島ビル５Ｆ ０８８－６０２－１３８６

指導監査課(香川) 〒７６０－００１９ 高松市サンポート３－３３高松サンポート合同庁舎４F ０８７－８５１－９５９３

愛媛事務所 〒７９０－０００５ 松山市花園町３－２１朝日生命松山南堀端ビル７Ｆ ０８９－９８６－３１５６

高知事務所 〒７８０－０８７０ 高知市本町１－１－３朝日生命高知本町ビル９Ｆ ０８８－８２６－３１１６

指導監査課(福岡) 〒８１２－００１１ 福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル４Ｆ ０９２－７０７－１１２５

佐賀事務所 〒８４０－０８０１ 佐賀市駅前中央１－４－８太陽生命佐賀ビル２Ｆ ０９５２－２０－１６１０

長崎事務所 〒８５０－００３３ 長崎市万才町７－１住友生命長崎ビル１２Ｆ ０９５－８０１－４２０１

熊本事務所 〒８６０－０８０６ 熊本市花畑町４－７朝日新聞第一生命ビル４Ｆ ０９６－２８４－８００１

大分事務所 〒８７０－００４５ 大分市城崎町1-3-31富士火災大分ビル２Ｆ ０９７－５３５－８０６１

宮崎事務所 〒８８０－０００１ 宮崎市橘通西１－２－１７明治安田生命宮崎橘通ビル６Ｆ ０９８５－７２－８８８０

鹿児島事務所 〒８９０－００６４ 鹿児島市鴨池新町６－６鴨池南国ビル４Ｆ ０９９－２０１－５８０１

沖縄事務所 〒９００－００１５ 那覇市久茂地１－２－３パレットパーキングビル４Ｆ ０９８－９５１－３０３０
（注）医療指導課及び指導監査課については、地方厚生(支)局本局内の組織である。

中国四国厚生局

四国厚生支局

九州厚生局

地方厚生(支)局名

東北厚生局

関東信越厚生局

東海北陸厚生局

近畿厚生局

事務所等の名称(注) 電話番号所　　　在　　　地

各地方厚生(支)局都府県事務所等の所在地及び連絡先
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