
社会福祉連携推進法人の設立相談について（窓口一覧）

○ 社会福祉連携推進法人は、認定所轄庁※において認定されます。設立を検討する場合は、各認定所轄庁にご相

談の上、設立準備を行っていただくようお願いいたします。

○ 以下に、認定所轄庁のうち、各都道府県の窓口の一覧をお示ししますので、ご活用ください。

（※）社会福祉法第131条において準用する第30条に定める所轄庁。主たる事務所の所在地の都道府県知事（主たる事務所が市の区域内であってその行う事業が当該市の区域
を越えない場合は市長、主たる事務所が指定都市の区域内であってその行う事業が１の都道府県の区域内において２以上の市町村の区域にわたる場合は指定都市の長）

No 都道府県 部（局） 課（室） 係 電話番号

１ 北海道 保健福祉部福祉局 地域福祉課 法人運営係 011-204-5268

２ 青森県 健康福祉部 健康福祉政策課 地域福祉推進G 017-734-9281

３ 岩手県 保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当 019-629-5438

４ 宮城県 保健福祉部 社会福祉課 団体指導班 022-211-2516

５ 秋田県 健康福祉部 福祉政策課 監査班 018-860-1316

６ 山形県 健康福祉部 地域福祉推進課 地域福祉・人権擁護担当 023-630-2268

７ 福島県 保健福祉部 福祉監査課 024-521-7324

８ 茨城県 福祉部 福祉政策課 地域福祉係 029-301-3157

９ 栃木県 保健福祉部 指導監査課 子育て事業担当 028-623-3563

10 群馬県 健康福祉部 健康福祉課 地域福祉係 027-226-2518

11 埼玉県 福祉部 社会福祉課 社会福祉担当 048-830-3221

12 千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 法人指導班 043-223-2351

13 東京都 福祉保健局 指導監査部指導調整課 社会福祉法人担当 03-5320-4044

14 神奈川県 福祉子どもみらい局 地域福祉課 法人監査ｸﾞﾙｰﾌﾟ 045-210-4819

15 新潟県 福祉保健部 福祉保健総務課 企画調整室（地域福祉担当） 025-280-5176

16 富山県 厚生部 厚生企画課 地域共生福祉係 076-444-3197

17 石川県 健康福祉部 厚生政策課 法人班 076-225-1413

18 福井県 健康福祉部 地域福祉課 福祉指導監査グループ 0776-20-0322

19 山梨県 福祉保健部 福祉保健総務課 055-223-1443

20 長野県

健康福祉部

健康福祉政策課 企画調整係 026-235-7093

地域福祉課 地域支援係 026-235-7114

介護支援課 施設係 026-235-7113

障がい者支援課 施設支援係 026-235-7149

保健・疾病対策課 心の健康支援係 026-235-7109

県民文化部

こども・家庭課 保育係 026-235-7098

こども・家庭課
児童相談・養育支援室

026-235-7099

21 岐阜県 健康福祉部 健康福祉政策課 社会福祉法人監査係 058-272-8263

22 静岡県 健康福祉部福祉長寿局 福祉指導課 法人児童指導班 054-221-2324

23 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室 法人監査グループ 052-954-6260

24 三重県 子ども・福祉部 福祉監査課 法人監査班 059-224-2258

25 滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課 指導監査係 077-528-3516

26 京都府 健康福祉部 地域福祉推進課 福祉人材・法人指導係 075-414-4678

27 大阪府 福祉部 地域福祉推進室 福祉
人材・法人指導課

法人指導グループ 06-6944-7084

28 兵庫県 福祉部 総務課 法人監査指導班 078-362-3185

29 奈良県

福祉医療部
地域福祉課 地域福祉推進係 0742-27-8503

障害福祉課 総務・施設係 0742-27-8514

福祉医療部医療・介護保険局 介護保険課 施設整備係 0742-27-8534

福祉医療部医療政策局 疾病対策課 精神保健係 0742-27-8683

文化・教育・くらし創造部
こども・女性局

奈良っ子はぐくみ課 保育係 0742-27-8604

こども家庭課 児童虐待対策係 0742-27-8605
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No 都道府県 部（局） 課（室） 係 電話番号

30 和歌山県 福祉保健部福祉保健政策局 福祉保健総務課 社会福祉・援護班 073-441-2475

31 鳥取県 福祉保健部ささえあい福祉局 福祉監査指導課 法人指導担当 0857-26-7143

32 島根県 健康福祉部 地域福祉課 福祉基盤・指導監査スタッフ 0852-22-5253

33 岡山県 保健福祉部 保健福祉課 指導監査室 086-226-7918

34 広島県 健康福祉局 医療介護基盤課 法人指導・老人福祉
施設グループ

082-513-3149

35 山口県 健康福祉部 厚政課 地域保健福祉班 083-933-2724

36 徳島県 保健福祉部 保健福祉政策課 地域共生・援護担当 088-621-2938

37 香川県 健康福祉部 健康福祉総務課 生活福祉・法人指導グループ 087-832-3257

38 愛媛県 保健福祉部社会福祉医療局 保健福祉課 企画係 089-912-2383

39 高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課 企画調整係 088-823-9630

40 福岡県 福祉労働部 福祉総務課 地域福祉係 092-643-3243

41 佐賀県 健康福祉部 社会福祉課 監査担当 0952-25-7053

42 長崎県 福祉保健部 福祉保健課 地域福祉班 095-895-2416

43 熊本県 健康福祉部長寿社会局 社会福祉課 指導監査班 096-333-2196

44 大分県 福祉保健部 保護・監査指導室 高齢・介護施設監査班 097-506-2633

45 宮崎県 福祉保健部 指導監査・援護課 法人指導担当 0985-44-2607

46 鹿児島県 くらし保健福祉部 社会福祉課 指導監査係 099-286-2824

47 沖縄県 子ども生活福祉部 福祉政策課 098-866-2177
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