厚生労働省における障害を理由とする差別に関する相談窓口体制
機関名

担当係

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

厚生労働省本省

人事課職員第一係

〒１００－８９１６
東京都千代田区霞が関１－２－２

03-3595-2078

03-3502-4866

jinji-syokuin@mhlw.go.jp

小樽検疫所

総務課庶務係

〒０４７－０００７
北海道小樽市港町５番２号
小樽地方合同庁舎 １ 階

0134-22-5234

0134-25-6069

otarukenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

仙台検疫所

総務課庶務係

〒９８５－００１１
宮城県塩釜市貞山 通 ３－４－１

022-367-8100

022-362-3293

sendaikenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

成田空港検疫所

総務課庶務係

〒２８２－０００４
千葉県成田市古込 字古込１－１

0476-34-2301

0476-34-2304

naritakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

東京検疫所

総務課庶務係

〒１３５－００６４
東京都江東区青海２-７-１１

03-3599-1511

03-5530-2151

toukyoukeneki-soumuka@mhlw.go.jp

横浜検疫所

総務課庶務係

〒２３１－０００２
神奈川県横浜市中区海岸通１－１
横浜第二港湾合同庁舎

045-201-4458

045-201-3302

yokohamakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

新潟検疫所

総務課庶務係

〒９５０－００７２
新潟市中央区竜が島１－５－４

025-241-2323

025-241-7404

niigatakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

名古屋検疫所

総務課庶務係

〒４５５－００４５
愛知県名古屋市港区築地町１１－１

052-661-2670

052-661-4136

nagoyakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

大阪検疫所

総務課庶務係

〒552-0021
大阪府大阪市港区築港４-１０-３

06-6571-3521

06-6575-1803

oosakakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

関西空港検疫所

総務課庶務係

〒５４９－００１１
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 １ 番地

072-455-9012

072-455-1281

kankuukenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

神戸検疫所

総務課庶務係

〒６５２－０８６６
神戸市兵庫区遠矢浜町１－１

078-672-9651

078-672-9660

koubekenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

広島検疫所

総務課庶務係

〒７３４－００１１
広島県 広島市南区宇品海岸３－１０－１７

082-251-4785

082-254-4984

hiroshimakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

福岡検疫所

総務課庶務係

〒８１２－００３１
福岡市博多区沖浜町８－１

092-291-4092

092-291-4096

fukuokakenekisho-soumuka@mhlw.go.jp

那覇検疫所

総務課庶務係

〒９００－０００１
沖縄県那覇市港町 ２ 丁目１１番１号

098-868-8037

098-861-4372

nahakenekisyo-soumuka@mhlw.go.jp

国立療養所松丘保養園 庶務班長

〒０３８－０００３
青森県青森市大字石江字平山１９

017-788-0145

017-788-0148

kirihara-eiichi@mhlw.go.jp

国立療養所東北新生園 庶務課事務長補佐

〒９８９－４６９２
宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢１

0228-38-2121

0228-38-3765

sinseien-jimuchouhosa@mhlw.go.jp

0279-88-3030

0279-88-5473

kuriu-shomukachou@mhlw.go.jp

〒３７７－１７１１

国立療養所栗生楽泉園 事務部庶務課庶務課長 群馬県吾妻郡草津町草津乙６４７
国立療養所多磨全生園 庶務課庶務係長

〒１８９－８５５０
東京都東村山市 青葉町４－１－１

042-395-1101

042-394-2410

murayama-ryuuji@mhlw.go.jp

国立駿河療養所

〒４１２－８５１２
静岡県御殿場市神山１９１５

0550-87-1711

0550-87-1921

suruga-jimuchohosa@mhlw.go.jp

国立療養所長島愛生園 庶務課庶務班長

〒701-4592
岡山県 瀬戸内市邑久町 虫明６５３９

0869-25-0321

0869-25-1762

nagashima-shomuhanchou@.mhlw.go.jp

国立療養所邑久光明園 庶務課庶務係

〒７０１－４５９３
岡山県瀬戸内市邑久町虫明６２５３

0869-25-0011

0869-25-1763

oku-komyoen@mhlw.go.jp

国立療養所大島青松園 庶務課事務長補佐

〒７６１-０１９８
香川県高松市庵治町６０３４-１

087-871-3131

087-871-4821

shingai-yoshiakiaa@mhlw.go.jp

国立療養所菊池恵楓園 庶務課課長補佐

〒８６１－１１１３
熊本県合志市栄３７９６番地

096-248-1131

096-248-4570

syo-hosa@mhlw.go.jp

国立療養所星塚敬愛園 庶務課課長補佐

〒893-0041
鹿児島県鹿屋市星塚町４２０４番地

0994-49-2500

0994-49-2542

muroya-kaoru@mhlw.go.jp

国立療養所奄美和光園 事務長補佐

〒894-0007
鹿児島県奄美市名瀬和光町１７００

0997-52-6311

0997-53-6230

amamiwakouen-jimuchouhosa@mhlw.go.jp

国立療養所沖縄愛楽園 庶務課庶務係

〒９０５－１６３５
沖縄県 名護市済井出１１９２

0980-52-8331

0980-52-8967

shomukk@mhlw.go.jp

国立療養所宮古南静園 庶務班長

〒９０６－０００３
沖縄県 宮古島市平良字島尻８８８

0980-72-5321

0980-72-5859

syomu-hancho_nanseien@mhlw.go.jp

国立医薬品食品衛生研
総務部総務課人事係
究所

〒２１０－９５０１
神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目２５番２６号

044-270-6600

044-270-6611

soudan-madoguchi@nihs.go.jp

国立保健医療科学院

〒351－6197
埼玉県 和光市南２－３－６

048-458-6125

048-469-1573

jinji@niph.go.jp

事務長補佐

総務部総務課人事係
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機関名

担当係

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

国立社会保障・
人口問題研究所

総務課庶務係

〒１００－００１１
東京都千代田区内幸町２－２－３
日比谷国際ビル６階

03-3595-2984

03-3591-4816

soudan@ipss.go.jp

国立感染症研究所

総務部総務課人事係

〒162-8640
東京都新宿区戸山１-２３-１

03-4582-2624

03-5285-1150

jinji@nih.go.jp

国立武蔵野学院

庶務課庶務係

〒336-0963
埼玉県さいたま市緑区大字大門１０３０

048-878-1260

048-878-1244

musashinoshom@mhlw.go.jp

国立きぬ川学院

庶務課庶務係

〒３２９－１３３４
栃木県さくら市押上２８８

028-682-2448

028-682-3451

kinugawa01@mhlw.go.jp

国立障害者リハビリ
テーションセンター

総務課人事係

〒３５９－８５５５
埼玉県 所沢市 並木４－１

04-2995-3100

04-2995-3102

jinji-rehab@mhlw.go.jp

庶務課庶務係

〒０４２－０９３２
北海道 函館市湯川町１－３５－２０

0138-59-2751

0138-59-4383

syomu-hkdt@mhlw.go.jp

庶務課（庶務課長補佐）
支援課
（主任生活支援専門職）
教務課（主任教官）

〒６５１－２１３４
神戸市西区曙町１０７０

078-923-4670

078-928-4122

kvrc-info@mhlw.go.jp

庶務課庶務係

〒８１９－０１６５
福岡県福岡市西区今津４８２０－１

092-806-1361

092-806-1365

syomuka-f@mhlw.go.jp

庶務課庶務係

〒８７４－０９０４
大分県別府市南荘園町 ２ 組

0977-21-0181

0977-21-2794

shomu-beppu@mhlw.go.jp

庶務課庶務係

〒３５９-０００４
埼玉県 所沢市 北原町８６０

04-2992-2839

04-2995-2253

syomu-chichibu@mhlw.go.jp

011-709-2311

011-709-2704

hkousei-soudan@mhlw.go.jp

022-726-9260

022-726-9267

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

022-208-8730

022-208-8731

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

022-221-3701

022-221-3713

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

017-724-9200

017-724-9202

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

019-907-9070

019-907-9072

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

018-800-7080

018-800-7078

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

023-609-0140

023-609-0139

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

024-503-5030

024-503-5032

thkouseisoudan@mhlw.go.jp

048-740-0711

048-601-1325

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
函館視力障害センター
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
神戸視力障害センター
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
福岡視力障害センター
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
別府重度障害者センター
国立障害者リハビリテー
ションセンター自立支援局
秩父学園

北海道厚生局

総務課庶務係

東北厚生局

総務課

東北厚生局

年金審査課

東北厚生局

麻薬取締部
調査総務課

東北厚生局

青森事務所
審査課

東北厚生局

岩手事務所
審査課

東北厚生局

秋田事務所
審査課

東北厚生局

山形事務所
審査課

東北厚生局

福島事務所
審査課

関東信越厚生局

総務課
庶務係

〒060-0808
北海道 札幌市北区北８条 西２丁目１－１
札幌第１合同庁舎８階
〒980-8426
宮城県仙台市青葉区花京院１－１－２０
花京院スクエア２１階
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町３－２－２３
仙台第二合同庁舎7階
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町３－２－２３
仙台第二合同庁舎３階
〒030-0801
青森県 青森市新町２－４－２５
青森合同庁舎６階
〒020-0024
岩手県盛岡市菜園１－１２－１８
盛岡菜園センタービル２階
〒010-0951
秋田県秋田市山王７－１－４
秋田第二合同庁舎４階
〒990-0039
山形県山形市香澄町２－２－３６
山形センタービル６階
〒960-8021
福島県福島市霞町１-４６
福島合同庁舎４階
〒330-9713
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館７階
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担当係

関東信越厚生局

指導監査課
審査係

関東信越厚生局

社会保険審査官
庶務担当

関東信越厚生局

茨城事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

栃木事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

群馬事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

千葉事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

東京事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

神奈川事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

新潟事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

山梨事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

長野事務所
審査課管理係

関東信越厚生局

千葉年金審査分室
管理課管理係

関東信越厚生局

東京年金審査分室
管理課管理係

関東信越厚生局

神奈川年金審査分室
管理課管理係

関東信越厚生局

麻薬取締部
調査総務課

東海北陸厚生局

総務課
庶務係

東海北陸厚生局

管理課

東海北陸厚生局

年金審査課
管理係

東海北陸厚生局

富山事務所
審査課

東海北陸厚生局

石川事務所
審査課

住所

電話番号

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１
朝日生命 浦和ビル８階
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１
朝日生命 浦和ビル３階
〒310-0061
茨城県水戸市北見町１－１１
水戸地方合同庁舎４階
〒320-0043
栃木県宇都宮市桜５－１－１３
宇都宮地方合同庁舎５階
〒371-0024
群馬県前橋市表町２－２－６
前橋ファーストビルディング７階
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央３－３－８
日進センタービル７階
〒163-1111
東京都新宿区西新宿６－２２－１
新宿スクエアタワー１１階
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町１－６
VORT横浜関内Ⅱ６階
〒950-0088
新潟県新潟市中央区万代２－３－６
新潟東京海上日動ビルディング１階
〒400-0858
山梨県甲府市相生１－４－２３
損保ジャパン日本興亜鮎川ビル５階
〒380-0846
長野県長野市旭町１１０８
長野第２号合同庁舎４階
〒260-0026
千葉県千葉市中央区千葉港２－１
千葉中央コミュニティセンター地下１階
〒160-0023
東京都新宿区西新宿６－１４－１
新宿グリーンタワービル２１階
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町３７－９
横浜地方合同庁舎５階
〒102-8309
東京都千代田区九段南１－２－１
九段第３合同庁舎１７階
〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁１丁目１５番１
名古屋合同庁舎第３号館３階
〒461-0001
愛知県名古屋市中区三の丸２丁目２番１
名古屋合同庁舎第１号館６階
〒461-0001
愛知県名古屋市中区三の丸２丁目２番１
名古屋合同庁舎第１号館８階
〒930-0004
富山県富山市桜橋通り６-１１
富山フコク生命第２ビル４階
〒920-0024
石川県金沢市西念３丁目４-１
金沢駅西合同庁舎 ７階
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FAX番号

メールアドレス

048-612-7508

048-612-7534

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

048-615-0200

048-615-0210

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

029-277-1316

029-277-1336

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

028-341-8486

028-341-8520

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

027-896-0488

027-896-0540

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

043-379-2716

043-379-2800

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

03-6692-5119

03-6698-5447

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

045-270-2053

045-270-5276

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

025-364-1847

025-364-1862

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

055-206-0569

055-206-0571

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

026-474-4346

026-474-4397

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

043-379-6994

043-380-8749

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

03-6863-3778

03-6863-4009

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

045-270-9156

045-274-1405

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

03-3512-8688

03-3512-8689

ktkouseisoudan@mhlw.go.jp

052-971-8831

052-971-8861

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

052-228-6192

052-228-6237

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

052-950-3790

052-950-3467

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

076-439-6570

076-441-4041

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

076-210-5140

076-261-0848

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

厚生労働省における障害を理由とする差別に関する相談窓口体制
機関名

担当係

東海北陸厚生局

岐阜事務所
審査課

東海北陸厚生局

静岡事務所
審査課

東海北陸厚生局

三重事務所
審査課

近畿厚生局

総務課
庶務係

近畿厚生局

福井事務所
審査課

近畿厚生局

滋賀事務所
審査課

近畿厚生局

京都事務所
審査課

近畿厚生局

兵庫事務所
審査課

近畿厚生局

奈良事務所
審査課

近畿厚生局

和歌山事務所
審査課

中国四国厚生局

総務課
庶務係

中国四国厚生局

健康福祉部
健康福祉課
健康福祉係

中国四国厚生局

鳥取事務所
審査課

中国四国厚生局

島根事務所
審査課管理係

中国四国厚生局

岡山事務所
審査課管理係

中国四国厚生局

山口事務所
審査課管理係

四国厚生支局

総務課
庶務係

四国厚生支局

徳島事務所
審査課管理係

四国厚生支局

愛媛事務所
審査課管理係

四国厚生支局

高知事務所
審査課管理係

住所

電話番号

〒500-8114
岐阜県岐阜市金竜町５-１３
岐阜合同庁舎４階
〒424-0825
静岡県静岡市清水区松原町２-１５
清水合同庁舎３階
〒514-0033
三重県津市丸之内２６-８
津合同庁舎４階
〒541-8556
大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６
大阪合同庁舎第 ４号館３階
〒910-0019
福井県福井市春山１－１－５４
福井春山合同庁舎７階
〒520-0044
滋賀県大津市京町３－１－１
大津びわ湖合同庁舎６階
〒604-8153
京都府京都市中京区烏丸通四条上ル笋町６９１
りそな京都ビル５階
〒651-0073
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－４－３
神戸防災合同庁舎２階
〒630-8115
奈良県奈良市大宮町１－１－１５
ニッセイ奈良駅前ビル２階
〒640-8143
和歌山県和歌山市二番丁３
和歌山地方合同庁舎５階
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀６-３０
広島合同庁舎４号館２階
〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町７-１８
東芝フコク生命ビル２階
〒680-0842
鳥取県鳥取市吉方１０９
鳥取第３地方合同庁舎２階
〒690-0841
島根県松江市向島町１３４－１０
松江地方合同庁舎６階
〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井１-４-１
岡山第２合同庁舎１１階
〒753-0814
山口県山口市吉敷下東１-３-１
山陽ビル５階
〒760-0019
香川県高松市サンポート３番３３号
高松サンポート合同庁舎４階
〒770-0941
徳島県徳島市万代町３丁目５番地
徳島第２地方合同庁舎４階
〒790-0066
愛媛県松山市宮田町１８８番地６
松山地方合同庁舎１階
〒780-0870
高知県高知市本町１-１-３
朝日生命高知本町ビル９階
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FAX番号

メールアドレス

058-249-1822

058-247-0286

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

054-355-2015

054-351-3115

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

059-213-3533

059-228-3588

tkkouseisoudan@mhlw.go.jp

06-6942-2241

06-6946-1500

kkkouseisoudan@mhlw.go.jp

0776-25-5373

0776-25-5375

kkkouseisoudan@mhlw.go.jp

077-526-8114

077-526-8116

kkkouseisoudan@mhlw.go.jp

075-256-8681

075-256-8684

kkkouseisoudan@mhlw.go.jp

078-325-8925

078-325-8928

kkkouseisoudan@mhlw.go.jp

0742-25-5520

0742-25-5522

kkkouseisoudan@mhlw.go.jp

073-421-8311

073-421-8315

kkkouseisoudan@mhlw.go.jp

082-223-8181

082-223-8155

cskouseisoudan@mhlw.go.jp

082-223-8264

082-223-6489

cskouseisoudan@mhlw.go.jp

0857-30-0860

0857-21-3245

cskouseisoudan@mhlw.go.jp

0852-61-0108

0852-28-9222

cskouseisoudan@mhlw.go.jp

086-239-1275

086-224-3686

cskouseisoudan@mhlw.go.jp

083-902-3171

083-932-8508

cskouseisoudan@mhlw.go.jp

087-851-9565

087-822-6299

skkouseisoudan@mhlw.go.jp

088-602-1386

088-602-1672

skkouseisoudan@mhlw.go.jp

089-986-3156

089-986-3162

skkouseisoudan@mhlw.go.jp

088-826-3116

088-826-3112

skkouseisoudan@mhlw.go.jp

厚生労働省における障害を理由とする差別に関する相談窓口体制
機関名

担当係

住所

電話番号

九州厚生局

総務課
庶務係

九州厚生局

健康福祉部
健康福祉課
福祉係

九州厚生局

年金審査課
管理係

九州厚生局

佐賀事務所
審査課管理係

九州厚生局

長崎事務所
審査課管理係

九州厚生局

熊本事務所
審査課管理係

九州厚生局

大分事務所
審査課管理係

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前３-２-８
住友生命博多ビル４階
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２-１０-７
福岡第二合同庁舎２階
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２-１０-３５
博多プライムイースト２階
〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央３-３-２０
佐賀第二合同庁舎７階
〒850-0033
長崎県長崎市万才町７-１
住友生命長崎ビル１２階
〒860-0806
熊本県熊本市中央区花畑町４-７
朝日新聞第一生命ビル４階
〒870-0045
大分県大分市城崎町１-３-３１
富士火災大分ビル２階

九州厚生局

宮崎事務所
審査課管理係

〒880-0001
宮崎県宮崎市 江平東２-６-５ ３Ｆ

九州厚生局

鹿児島事務所
審査課管理係

九州厚生局

沖縄分室
庶務係

北海道労働局

総務課

〒890-0068
鹿児島県鹿児島市東郡元町４-１
鹿児島第二地方合同庁舎３階
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川１-１５-１５
那覇第一地方合同庁舎西棟２階
〒060-8566
札幌市北区北８条西２丁目１番１号札幌第１合同庁舎

青森労働局

総務課

岩手労働局

総務課

宮城労働局

総務課

秋田労働局

総務課

山形労働局

FAX番号

メールアドレス

092-707-1115

092-707-1116

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

092-432-6781

092-474-2244

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

092-473-7035

092-473-7040

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

0952-20-1610

0952-20-1611

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

095-801-4201

095-801-4204

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

096-284-8001

096-284-8010

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

097-535-8061

097-535-8062

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

0985-72-8880

0985-72-8881

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

099-201-5801

099-201-5802

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

098-853-7350

098-853-4495

kskouseisoudan@mhlw.go.jp

011-709-2311

011-709-2714

soumusoumuka01@mhlw.go.jp

017-734-4111

017-734-5080

soumusoumuka02@mhlw.go.jp

019-604-3001

019-604-1531

soumusoumuka03@mhlw.go.jp

022-299-8833

022-299-8846

soumusoumuka04@mhlw.go.jp

〒010-0951
秋田市山王７丁目１番３号秋田合同庁舎

018-862-6681

018-863-4493

soumusoumuka05@mhlw.go.jp

総務課

〒990-8567
山形市香澄町３丁目２番１号山交ビル３階

023-624-8221

023-624-4864

soumusoumuka06@mhlw.go.jp

福島労働局

総務課

〒960-8021
福島市霞町１－４６福島合同庁舎５F

024-536-4601

024-535-6595

soumusoumuka07@mhlw.go.jp

茨城労働局

総務課

〒310-8511
水戸市宮町１丁目８－３１茨城労働総合庁舎

029-224-6211

029-224-6245

soumusoumuka08@mhlw.go.jp

栃木労働局

総務課

028-634-9111

028-632-1999

soumusoumuka09@mhlw.go.jp

群馬労働局

総務課

027-896-4732

027-896-2080

soumusoumuka10@mhlw.go.jp

埼玉労働局

総務課

048-600-6200

048-600-6220

soumusoumuka11@mhlw.go.jp

千葉労働局

総務課

043-221-4311

043-221-2305

soumusoumuka12@mhlw.go.jp

〒030-8558
青森市新町２-４-２５ 青森合同庁舎
〒020-8522
盛岡市盛岡駅西通１丁目９番１５号
盛岡第２合同庁舎５階
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町１番地仙台第４合同庁舎

〒320-0845
宇都宮市明保野町１番４号宇都宮第２地方合同庁舎
〒371-8567
前橋市大手町２丁目３番１号
前橋地方合同庁舎９階
〒330-6016
さいたま市中央区新都心１１番地２
明治安田生命さいたま新都心ビル
ランド・アクシス・タワー１６F
〒260-8612
千葉市中央区中央４丁目１１番１号
千葉第２地方合同庁舎
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厚生労働省における障害を理由とする差別に関する相談窓口体制
機関名

担当係

東京労働局

総務課

神奈川労働局

総務課

新潟労働局

総務課

富山労働局

総務課

石川労働局

総務課

福井労働局

総務課

山梨労働局

総務課

長野労働局

総務課

岐阜労働局

総務課

静岡労働局

総務課

愛知労働局

総務課

三重労働局

総務課

滋賀労働局

総務課

京都労働局

総務課

大阪労働局

総務課

兵庫労働局

総務課

奈良労働局

総務課

和歌山労働局

総務課

鳥取労働局

総務課

島根労働局

総務課

岡山労働局

総務課

広島労働局

総務課

住所

電話番号

〒102-8305
千代田区九段南１丁目２番１号
九段第３合同庁舎１４階
〒231-8434
横浜市中区北仲通５-５７
横浜第２合同庁舎８階
〒950-8625
新潟市中央区美咲町１-２-１新潟美咲合同庁舎２号館
〒930-8509
富山市神通本町１－５－５
富山労働総合庁舎
〒920-0024
金沢市西念３丁目４番１号
金沢駅西合同庁舎 ５階・６階
〒910-8559
福井市春山１丁目１番５４号
福井春山合同庁舎

FAX番号

メールアドレス

03-3512-1600

03-3512-1551

soumusoumuka13@mhlw.go.jp

045-211-7350

045-651-1190

soumusoumuka14@mhlw.go.jp

025-288-3500

025-288-3512

soumusoumuka15@mhlw.go.jp

076-432-2727

076-432-6471

soumuka-toyamakyoku@mhlw.go.jp

076-265-4420

076-221-6020

soumusoumuka17@mhlw.go.jp

0776-22-2655

0776-21-8044

soumusoumuka18@mhlw.go.jp

〒400-8577
甲府市丸の内１-１-１１

055-225-2850

055-225-2780

soumusoumuka19@mhlw.go.jp

〒380-8572
長野市中御所１丁目２２－１

026-223-0550

026-223-0587

soumusoumuka20@mhlw.go.jp

058-245-8101

058-248-2339

soumusoumuka21@mhlw.go.jp

054-254-6317

054-251-7664

soumusoumuka22@mhlw.go.jp

052-972-0251

052-951-4191

soumusoumuka23@mhlw.go.jp

059-226-2105

059-228-5937

soumusoumuka24.09f@mhlw.go.jp

〒520-0057
大津市御幸町６番６号

077-522-6647

077-522-6442

soumusoumuka25@mhlw.go.jp

〒604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１

075-241-3211

075-241-3270

soumusoumuka26@mhlw.go.jp

06-6949-6482

06-6942-4793

soumusoumuka27@mhlw.go.jp

078-367-9000

078-367-8551

soumusoumuka28@mhlw.go.jp

0742-32-0201

0742-32-0211

soumusoumuka29@mhlw.go.jp

073-488-1100

073-475-0112

soumusoumuka30@mhlw.go.jp

0857-29-1700

0857-22-3649

soumusoumuka31@mhlw.go.jp

0852-20-7004

0852-20-7023

soumusoumuka32@mhlw.go.jp

086-225-2011

086-231-6430

soumusoumuka33@mhlw.go.jp

082-221-9241

082-221-1786

soumusoumuka34@mhlw.go.jp

〒500-8723
岐阜市金竜町５丁目１３番地
岐阜合同庁舎３階・４階
〒420-8639
静岡市葵区追手町９番５０号
静岡地方合同庁舎３階
〒460-8507
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号
名古屋合同庁舎第２号館
〒514-8524
津市島崎町３２７番２
津第二地方合同庁舎

〒540-8527
大阪市中央区大手前４丁目１番６７号
大阪合同庁舎第２号館８Ｆ
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号
神戸クリスタルタワー１４F・１５F
〒630-8570
奈良市法蓮町３８７
奈良第３地方合同庁舎
〒640-8581
和歌山市黒田二丁目３-３
和歌山労働総合庁舎
〒680-8522
鳥取市富安２丁目８９-９
〒690-0841
松江市向島町１３４番１０
松江地方合同庁舎５Ｆ
〒700-8611
岡山市北区下石井１丁目４番１号
岡山第２合同庁舎
〒730-8538
広島市中区上八丁堀６番３０号
広島合同庁舎第２号館（４F・５F）
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厚生労働省における障害を理由とする差別に関する相談窓口体制
機関名

担当係

山口労働局

総務課

徳島労働局

総務課

香川労働局

総務課

愛媛労働局

総務課

高知労働局

総務課

福岡労働局

総務課

佐賀労働局

総務課

長崎労働局

総務課

熊本労働局

総務課

大分労働局

総務課

宮崎労働局

総務課

鹿児島労働局

総務課

沖縄労働局

総務課

住所

電話番号

〒753-8510
山口市中河原町６番１６号
山口地方合同庁舎２号館
〒770-0851
徳島市徳島町城内６番地６
徳島地方合同庁舎
〒760-0019
高松市サンポート３番３３号
高松サンポート合同庁舎３階
〒790-8538
松山市若草町４番地３
松山若草合同庁舎６Ｆ
〒780-8548
高知市南金田１番３９号
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号
福岡合同庁舎新館５F
〒840-0801
佐賀市駅前中央３丁目３番２０号
佐賀第２合同庁舎
〒850-0033
長崎市万才町７－１
住友生命長崎ビル
〒860-8514
熊本市西区春日２-１０-１
熊本地方合同庁舎A棟９階
〒870-0037
大分市東春日町１７番２０号
大分第２ソフィアプラザビル３F
〒880-0805
宮崎市橘通東３丁目１番２２号
宮崎合同庁舎
〒892-8535
鹿児島市山下町１３番２１号
鹿児島合同庁舎２階
〒900-0006
那覇市おもろまち２丁目１番１号
那覇第２地方合同庁舎(１号館）３階

7/7

FAX番号

メールアドレス

083-995-0360

083-995-0378

soumusoumuka35@mhlw.go.jp

088-652-9141

088-652-3404

soumusoumuka36@mhlw.go.jp

087-811-8915

087-811-8931

soumusoumuka37@mhlw.go.jp

089-935-5200

089-935-5210

soumusoumuka38@mhlw.go.jp

088-885-6021

088-885-6037

soumusoumuka39@mhlw.go.jp

092-411-4861

092-473-0736

soumusoumuka40@mhlw.go.jp

0952-32-7155

0952-32-7156

soumusoumuka41@mhlw.go.jp

095-801-0020

095-801-0021

soumusoumuka42@mhlw.go.jp

096-211-1701

096-323-3661

soumusoumuka43@mhlw.go.jp

097-536-3211

097-573-8388

soumusoumuka44@mhlw.go.jp

0985-38-8820

0985-38-8828

soumusoumuka45@mhlw.go.jp

099-223-8275

099-223-0575

soumusoumuka46@mhlw.go.jp

098-868-4003

098-862-6772

soumusoumuka47@mhlw.go.jp

