
養子縁組あっせん事業に係る相談窓口一覧 （令和４年４月１日現在）
都道府県等 部（局） 課（室） 電話番号

北海道 保健福祉部子ども未来推進局 子ども子育て支援課 011-204-5237

青森県 健康福祉部 こどもみらい課 017-734-9301

岩手県 保健福祉部 子ども子育て支援室 019-629-5457

宮城県 保健福祉部 子ども・家庭支援課 022-211-2531

秋田県 健康福祉部 地域・家庭福祉課 018-860-1344

山形県 しあわせ子育て応援部 子ども家庭支援課 023-630-2259

福島県 こども未来局 児童家庭課 024-521-8665

茨城県 保健福祉部 青少年家庭課 029-301-3258

栃木県 保健福祉部 こども政策課 028-623-3061

群馬県 生活こども部 児童福祉・青少年課 027-226-2628

埼玉県 福祉部 こども安全課 048-830-3339

千葉県 健康福祉部 児童家庭課 043-223-2322

東京都 福祉保健局少子社会対策部 育成支援課 03-5320-4135

神奈川県 福祉子どもみらい局子どもみらい部 子ども家庭課 045-210-0808

新潟県 福祉保健部 子ども家庭課 025-280-5216

富山県 厚生部 こども家庭室こども未来課 076-444-3207

石川県 健康福祉部 少子化対策監室 076-225-1421

福井県 健康福祉部 児童家庭課 0776-20-0343

山梨県 子育て支援局 子ども福祉課 055-223-1457

長野県 県民文化部 こども・家庭課児童相談・養育支援室 026-235-7099

岐阜県 健康福祉部 子ども家庭課 058-272-8325

静岡県 健康福祉部 こども家庭課 054-221-2922

愛知県 福祉局 児童家庭課 052-954-6980

三重県 子ども・福祉部 子育て支援課 059-224-2883

滋賀県 健康医療福祉部 子ども・青少年局 077-528-3551

京都府 健康福祉部 家庭支援課 075-414-4589

大阪府 福祉部 子ども家庭局家庭支援課 06-6944-6318

兵庫県 福祉部 児童課 078-362-3198

奈良県 こども・女性局 こども家庭課 0742-27-8605

和歌山県 福祉保健部 子ども未来課 073-441-2490

鳥取県 子育て・人財局 家庭支援課 0857-26-7149

島根県 健康福祉部 青少年家庭課 0852-22-6392

岡山県 保健福祉部 子ども家庭課 086-226-7911

広島県 健康福祉局 こども家庭課 082-513-3167

山口県 健康福祉部こども・子育て応援局 こども家庭課 083-933-2731

徳島県 未来創生文化部 次世代育成・青少年課こども未来応援室 088-621-2180

香川県 健康福祉部子ども政策推進局 子ども家庭課 087-832-3286

愛媛県 保健福祉部生きがい推進局 子育て支援課 089-912-2414

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課 088-823-9655

福岡県 福祉労働部 児童家庭課 092-643-3547

佐賀県 男女参画・こども局 こども家庭課 0952-25-7056

長崎県 こども政策局 こども家庭課 095-895-2442

熊本県 健康福祉部子ども・障がい福祉局 子ども家庭福祉課 096-333-2228

大分県 福祉保健部 こども・家庭支援課 097-506-2707

宮崎県 福祉保健部こども政策局 こども家庭課 0985-26-7570

鹿児島県 くらし保健福祉部 子ども家庭課 099-286-2771

沖縄県 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 098-866-2174

札幌市 子ども未来局児童相談所 地域連携課 011-622-8620

仙台市 子供未来局 子供支援給付課 022-214-8180

さいたま市 子ども未来局子ども家庭総合センター 子ども家庭支援課 048-711-1798

千葉市 こども未来局
こども未来部 こども家庭支援課 043-245-5179

横浜市 こども青少年局 こども家庭課 045-671-2394

川崎市 こども未来局こども支援部 こども保健福祉課 044-200-2929

相模原市 こども・若者未来局 こども家庭課 042-769-9811

新潟市 こども未来部 児童相談所 025-230-7777

静岡市 子ども未来局 子ども家庭課 054-354-2642

浜松市 こども家庭部 子育て支援課 053-457-2793

名古屋市 子ども青少年局 子ども福祉課 052-972-2519

京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課 075-746-7625

大阪市 こども青少年局子育て支援部 こども家庭課 06-6208-8050

堺市 子ども青少年局　子ども青少年育成部 子ども家庭課 072-228-7331

神戸市 こども家庭局 家庭支援課 078-322-5211

岡山市 岡山っ子育成局子育て支援部 こども福祉課 086-803-1223

広島市 こども未来局 こども・家庭支援課 082-504-2161

北九州市 子ども家庭局 子育て支援課 093-582-2410

福岡市 こども未来局こども部 こども家庭課 092-711-4238

熊本市 健康福祉局 子ども政策課 096-328-2156

横須賀市 こども家庭支援センター こども家庭支援課 046-823-1753

金沢市 こども未来局 こども相談センター 076-243-4158

明石市 明石こどもセンター さとおや課 078-918-5282

奈良市 子ども未来部　子どもセンター 子育て相談課 0742-34-4804

世田谷区 子ども・若者部 児童相談支援課 03-6304-7740

荒川区 子ども家庭部 子育て支援課 03-3802-3989

江戸川区 子ども家庭部 援助課 03-5678-1810

中野区 子ども・若者支援センター 子ども・若者相談課 03-5937-3267


