
所管都道府県 地方独立行政法人 担当係 電話番号

北海道 北海道公立大学法人札幌医科大学 事務局 経営企画課 財務室 011-611-2111（内線 21-520）

北海道 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 本部 経営管理部 財務グループ 011-747-2815

北海道 公立大学法人札幌市立大学 事務局総務課 011-592-2300

北海道 公立大学法人はこだて未来大学 事務局財務・研究支援課 0138-34-6453

青森県 公立大学法人青森県立保健大学 総務課 017-765-2006

青森県 地方独立行政法人青森県産業技術センター 本部事務局総務室 0172-52-4311

青森県 公立大学法人青森公立大学 財務情報管理チーム 017-764-1610

岩手県 岩手県立大学 事務局総務室管財契約G 019-694-2002

岩手県 地方独立行政法人岩手県工業技術センター 総務部 019-635-1115

宮城県 公立大学法人宮城大学 事務局財務課財務グループ 022-377-8275

宮城県 地方独立行政法人宮城県立こども病院 経営企画課 022-391-5111

宮城県 地方独立行政法人宮城県立病院機構 本部事務局 総務課 022-796-1042

秋田県 国際教養大学 総務課 018-886-5903

秋田県 秋田県立大学 財務本部財務チーム 018-872-1500

秋田県 秋田県立病院機構 本部事務局総務企画課 018-833-0115

秋田県 秋田県立療育機構 経営統括本部総務企画課 018-826-2401

秋田県 秋田公立美術大学 事務局総務課 018-888-8100

秋田県 市立秋田総合病院 総務課 018-823-4171

山形県 山形県立公立大学法人 山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学 0238-22-7330（代表）

山形県 公立大学法人山形県立保健医療大学 総務課 023-686-6611（代表）

山形県 地方独立行政法人山形県・酒田病院機構 日本海総合病院 管理課 用度係 0234-26-2001（代表）

福島県 福島県立医科大学 企画財務課財務経理係 024-547-1023

福島県 会津大学 事務局総務予算課予算経理係 0242-37-2509

茨城県 地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 事務総務課 0296-24-211１

栃木県 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 財務課 028-658-5894

栃木県 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター 財務課 028-623-6112

栃木県 地方独立行政法人栃木県立岡本台病院 総務課（財務チーム） 028-673-2298

栃木県 地方独立行政法人新小山市民病院 総務課総務係 0285-36-0282

群馬県 公立大学法人高崎経済大学 事務局総務グループ財務チーム 027-343-5416

群馬県 公立大学法人前橋工科大学 事務局総務課財務係 027-265-7351

群馬県 群馬県公立大学法人 法人事務局総務経営係 0270-65-8514

埼玉県 公立大学法人埼玉県立大学 財務担当 048-973-4110

埼玉県 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 本部　医事・契約・訟務担当 048-830-5985

千葉県 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター 財務課 0475-50-1199

千葉県 地方独立行政法人さんむ医療センター 経理課 0475-82-2521

千葉県 総合病院国保旭中央病院 総務人事課 0479-62-3791

東京都 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 総務課　契約管財係 03-3964-1141（代表）

東京都 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 財務会計課経理係 03-5530-2790

東京都 東京都公立大学法人 総務部会計管理課契約係 042-677-2023

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 本部事務局財務部財務経理課 045-651-1231

神奈川県 公立大学法人横浜市立大学 企画財務課財務担当 045-787-2495

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 総務部経理課 046-236-1500

神奈川県 公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 事務局総務部財務課 046-828-2513

新潟県 新潟県立大学 新潟県総務管理部大学・私学振興課支援班（県立大学担当） 直通：025-280-5975

新潟県 新潟県立看護大学 新潟県総務管理部大学・私学振興課支援班（県立大学担当） 直通：025-280-5975

富山県 公立大学法人富山県立大学 経営企画課総務係 0766-56-7500（内線215）

石川県 公立大学法人金沢美術工芸大学 事務局 076-262-3531

石川県 石川県公立大学法人 法人本部事務局 総務課総務管理係 076-227-7553

福井県 公立大学法人福井県立大学 福井県立大学経営企画部 0776-61-6000

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構 企画経理課調度担当 055-253-7111(内線2110）

山梨県 公立大学法人山梨県立大学 総務課 055-224-5261

山梨県 公立大学法人都留文科大学 総務課　会計担当 0554-43-4341（内線207）

山梨県 地方独立行政法人大月市立中央病院 用度課 0554-22-1251

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 本部事務局経営管理課 026-235-7152

長野県 公立大学法人長野県立大学 事務局総務・経営企画課 026-217-2240

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 経営企画課物品担当 058-246-1111　(内線5529)

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 施設用度課用度担当 0572-22-5311 (内線2323)

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 総務課管理担当 0576-23-2222  (内線2104)

岐阜県 公立大学法人岐阜県立看護大学 総務課総務担当 058-397-2300

静岡県 静岡県公立大学法人 法人経営室 054-264-5206

静岡県 静岡県立病院機構 本部事務部経営管理課 054-271-1612

静岡県 静岡文化芸術大学 財務室 053-457-6115

静岡県 静岡社会健康医学大学院大学 総務経理課経理室 054-295-5400

静岡県 静岡市立静岡病院 総務課 054-253-3125

愛知県 公立大学法人名古屋市立大学 財務課出納財産係 052-853-8015

地方独立行政法人における担当窓口一覧



所管都道府県 地方独立行政法人 担当係 電話番号

地方独立行政法人における担当窓口一覧

愛知県 愛知県公立大学法人 企画財務課 0561-64-1116

三重県 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 総務課 059-345-2321

三重県 地方独立行政法人三重県立看護大学 財務・運営課 059-233-5600

三重県 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 経営管理課 0594-22-1211

滋賀県 公立大学法人滋賀県立大学 財務課予算・経理係 0749-28-8223

京都府 京都府公立大学法人 経理課調達係 075-251-5179

京都府 地方独立行政法人　京都市立病院機構 事務局契約担当 075-311-5311

京都府 公立大学法人京都市立芸術大学 事務局総務広報課 075-334-2200

大阪府 公立大学法人大阪 公立大学法人大阪　事務局総務部契約課 072-254-9136

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 業務支援・改革グループ 06-6809-5318

大阪府 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 総務部財務グループ 072-958-6553（直通）

大阪府 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 総務部財務・契約グループ 0725-51-2505

大阪府 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 総務部管理課 06-6972-1359

大阪府 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター財務部財務課（契約管財） 06-6929-3626

大阪府 地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター 総務室 072-272-9958

大阪府 地方独立行政法人市立吹田市民病院 病院総務室 06-6387-3311

大阪府 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 総務課施設管理係 06-6781-5101

大阪府 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 会計課　会計係 072-469-3111（内線1469)

大阪府 地方独立行政法人大阪市博物館機構 事務局　総務課 06-6940-4330

大阪府 地方独立行政法人天王寺動物園 総務課 06-6771-2150

兵庫県 神戸市民病院機構 法人事務局経営グループ 078-794-8124

兵庫県 神戸市外国語大学 総務課総務係 078-940-0156

兵庫県 地方独立行政法人明石市立市民病院 経営管理本部法人管理室総務課 078-912-2323

兵庫県 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院財務部 079-451-8610

兵庫県 公立大学法人兵庫県立大学 事務局経営企画部財務課 078-794-6658

奈良県 公立大学法人奈良県立大学 総務課 0742-22-4978

奈良県 公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部財務企画課 0744-22-3051

奈良県 地方独立行政法人奈良県立病院機構 法人本部事務局 0742-81-3400

和歌山県 公立大学法人和歌山県立医科大学 経営企画課財務班 073-441-0720

鳥取県 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 総務部総務室 0857-38-6200

鳥取県 公立大学法人公立鳥取環境大学 事務局　総務課 0857-38-6701（内線175）

島根県 公立大学法人島根県立大学 財務課 0855-24-2218

岡山県 岡山県精神科医療センター 法人本部事務局 086-225-3821

岡山県 公立大学法人岡山県立大学 総務課 0866-94-9157

岡山県 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 用度課 086-897-3991

岡山県 公立大学法人新見公立大学 総務課 0867-72-0634

広島県 広島県公立大学法人 本部財務課管理係 082-251-4720

広島県 公立大学法人広島市立大学 総務室経営グループ 082-830-1670

広島県 公立大学法人尾道市立大学 総務課総務係 0848-22-8380

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構 本部事務局契約課 082-569-7836

広島県 地方独立行政法人府中市病院機構 総務課 0847-45-3300

山口県 公立学校法人山口県立大学 総務部管財部門 083-928-3563

山口県 地方独立行政法人山口県産業技術センター 経営管理部総務・人事グループ 0836-53-5050

山口県 地方独立行政法人山口県立病院機構 本部事務局経営企画室 0835-22-5306

山口県 公立学校法人下関市立大学 事務局総務部総務課 083-252-0288

山口県 地方独立行政法人下関市立市民病院 事務部経営企画グループ 083-224-3831

徳島県 地方独立行政法人名徳島県鳴門病院 地方独立行政法人徳島県鳴門病院　総務課 088-683-0011

香川県 地方独立行政法人なし

愛媛県 愛媛県立医療技術大学 経営企画グループ 089-958-2111

高知県 高知県公立大学法人 法人財務部 088-821-7102

福岡県 公立大学法人福岡女子大学 経営管理センター財務グループ 092-661-2414

福岡県 公立大学法人九州歯科大学 経営管理部財務管理課 093-285-3009

福岡県 公立大学法人福岡県立大学 経営管理部総務財務班 0947-42-2118

福岡県 公立大学法人北九州市立大学 総務課 093-964-4004

福岡県 地方独立行政法人北九州市立病院機構 総務課 093-533-5615

福岡県 地方独立行政法人福岡市立病院機構 運営本部　法人運営課 092-692-3425

福岡県 地方独立行政法人大牟田市立病院 総務課庶務担当 0944-53-1061

福岡県 地方独立行政法人筑後市立病院 総務課担当 0942-53-7511

福岡県 地方独立行政法人川崎町立病院 総務課庶務係 0947-73-2171

福岡県 地方独立行政法人くらて病院 庶務課 0949-42-2860

福岡県 地方独立行政法人芦屋中央病院 総務係 093-222-2931

佐賀県 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 契約係 0952-28-1153

長崎県 長崎県公立大学法人 長崎県立大学総務課 0956-47-2191

長崎県 地方独立行政法人北松中央病院 経理会計課 0956-65-3101(内線225)

長崎県 地方独立行政法人長崎市立病院機構 事務部管理課管理係 095-822-3251
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長崎県 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 事務部財務課 0956-24-1515(内線6905)

熊本県 公立大学法人熊本県立大学 総務課財務班 096-321-6606

大分県 公立大学法人大分県立看護大学 総務グループ 097-586-4300

大分県 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 総務企画部 097-545-0542

宮崎県 公立大学法人宮崎公立大学 企画総務課　総務係 0985-20-2000

宮崎県 公立大学法人宮崎県立看護大学 総務課　総務経理担当 0985-59-7700

宮崎県 地方独立行政法人西都児湯医療センター 事務局 0983-32-5500

鹿児島県 地方独立行政法人なし

沖縄県 那覇市立病院 総務課総務グループ 098-884-5111

沖縄県 名桜大学 財務部　施設課 0980-51-1246

沖縄県 沖縄県立芸術大学 総務課 098-882-5000


