介護福祉士等修学資金貸付事業実施主体所在案内

名称

担当部局等

郵便番号

所在地

電話

北海道社会福祉協議会

生活支援部
生活支援グループ

060-0002 札幌市中央区北2条西7-1 かでる2・7内

011-241-3976

青森県社会福祉協議会

福祉人材課人材支援係

030-0822 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ内

017-777-0012

岩手県社会福祉協議会

岩手県福祉人材センター

020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3 ふれあいランド岩手内

019-637-4522

宮城県社会福祉協議会

生活支援課

980-0014 仙台市青葉区本町3-7-4 宮城県社会福祉会館内

022-225-8478

秋田県社会福祉協議会

総務企画部

010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館内

018-864-2713

山形県社会福祉協議会

地域福祉部

990-0021 山形市小白川町2-3-31 山形県総合社会福祉センター内

023-622-5805

福島県社会福祉協議会

総務企画課

960-8141 福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター内

024-523-1251

茨城県社会福祉協議会

生活支援部

310-8586 水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館内

029-241-1133

栃木県社会福祉協議会

栃木県 福祉人材・研修
センター

320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内

028-643-3300

群馬県社会福祉協議会

群馬県マンパワ－センタ－

371-8525 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター内

027-255-6600

埼玉県社会福祉協議会

施設福祉部 福祉人材
センター

330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ内

048-822-1192

千葉県社会福祉協議会

千葉県福祉人材センター

260-8508 千葉市中央区千葉港４-3 千葉県社会福祉センター内

043-248-1294

東京都社会福祉協議会

東京都福祉人材センター

102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター内

03-5211-2860

神奈川県社会福祉協議会

かながわ福祉人材センター

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

045-312-4816

新潟県社会福祉協議会

福祉人材課

950-8575 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ内

025-281-5523

富山県社会福祉協議会

富山県健康・福祉人材
センター

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）内

076-432-6156

石川県社会福祉協議会

地域福祉課

920-0964 金沢市本多町3-1-10 石川県社会福祉会館内

076-224-1212

福井県社会福祉協議会

福祉のまちづくり推進課

910-8516 福井市光陽2-3-22 福井県社会福祉センター内

0776-24-4987

山梨県社会福祉協議会

山梨県福祉人材センター

400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ内

055-254-8610

長野県社会福祉事業団

事務局総務課

380-0928 長野市若里7-1-7 長野県社会福祉総合センター内

026-228-0337

岐阜県社会福祉協議会

総務企画部

500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内

058-273-1111

静岡県社会福祉協議会

静岡県社会福祉人材
センター

420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館内

054-271-2174

愛知県社会福祉協議会

愛知県福祉人材センター

460-0002 名古屋市中区丸の内2-4-7 愛知県社会福祉会館内

052-232-1236

三重県社会福祉協議会

生活福祉資金担当

514-8552 津市桜橋2-131 三重県社会福祉会館内

059-227-5145

525-0072 草津市笠山7-8-138 滋賀県立長寿社会福祉センター内

077-567-3925

滋賀県社会福祉協議会
京都府社会福祉協議会

滋賀県福祉人材・研修
センター
京都府福祉人材・研修
センター 総務部

604-0874

京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375
京都府立総合社会福祉会館（ハートピア京都）内

075-252-6292

大阪府社会福祉協議会

福祉人材支援室

542-0065 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内

06-6762-9006

兵庫県社会福祉協議会

兵庫県福祉人材センター

651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-18 兵庫県福祉センター内

078-271-3881

奈良県社会福祉協議会

総務課

634-0061 橿原市大久保町320-11 奈良県社会福祉総合センター内

0744-29-0100

和歌山県社会福祉協議会

和歌山県福祉保健研修
人材センター

640-8545 和歌山市手平2-1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛内

073-435-5211

鳥取県社会福祉協議会

福祉人材部

689-0201 鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内

0857-59-6336

島根県社会福祉協議会

生活支援部生活支援係

690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根内

0852-32-5996

岡山県社会福祉協議会

地域福祉部

700-0807

広島県社会福祉協議会

福祉部人材研修課

732-0816 広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉会館内

082-254-3415

山口県社会福祉協議会

山口県福祉人材・研修
センター

753-0072 山口市大手町9-6 ゆ～あいプラザ山口県社会福祉会館内

083-922-6200

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（きらめきプラザ）内

086-226-3544

徳島県社会福祉協議会

地域福祉課

770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター内

088-654-4461

香川県社会福祉協議会

香川県福祉人材センター

760-0017 高松市番町1-10-35 香川県社会福祉総合センター内

087-833-0250

愛媛県社会福祉協議会

愛媛県福祉人材センター

790-8553 松山市持田町3-8-15 愛媛県総合社会福祉会館内

089-921-5344

高知県社会福祉協議会

高知県福祉人材センター

780-8567 高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ

088-844-3511

福岡県社会福祉協議会

総務部総務課

816-0804

佐賀県社会福祉協議会

まちづくり課

840-0021 佐賀市鬼丸町7-18 佐賀県社会福祉会館内

0952-23-2145

長崎県社会福祉協議会

生活福祉課

852-8555 長崎市茂里町3-24 長崎県総合福祉センター内

095-846-8639

熊本県社会福祉協議会

熊本県福祉人材・研修
センター

860-0842 熊本市南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター内

096-322-8077

大分県社会福祉協議会

総務企画課

870-0907 大分市大津町2－1－41 大分県総合社会福祉会館内

097-558-0300

宮崎県社会福祉協議会

総務企画部生活支援課

880-8515 宮崎市原町2-22 宮崎県福祉総合センター内

0985-22-3145

鹿児島県社会福祉協議会

民生部

890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7 鹿児島県社会福祉センター内

099-214-3701

沖縄県社会福祉協議会

沖縄県福祉人材研修
センター

903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内

098-882-5703

春日市原町3-1-7
福岡県総合福祉センター（クローバープラザ）内

092-584-3377

