
№ 都道府県名 自治体名 部署 電話番号（代表）

1 北海道 北海道 保健福祉部福祉局地域福祉課 011-231-4111

2 北海道 札幌市 保健福祉局総務部保護自立支援課 011-211-2111

3 北海道 函館市 保健福祉部地域包括ケア推進課 0138-21-3111

4 北海道 旭川市 福祉保険部生活支援課 0166-26-1111

5 青森県 青森県 健康福祉部健康福祉政策課 017-722-1111

6 青森県 青森市 福祉部生活福祉一課 017-734-1111

7 青森県 八戸市 福祉部生活福祉課 0178-43-2111

8 岩手県 岩手県 保健福祉部地域福祉課 019-651-3111

9 岩手県 盛岡市 保健福祉部生活福祉第一課 019-651-4111

10 宮城県 宮城県 社会福祉課 022-211-2111

11 宮城県 仙台市 健康福祉局地域福祉部保護自立支援課 022-261-1111

12 秋田県 秋田県 健康福祉部地域・家庭福祉課 018-860-1111

13 秋田県 秋田市 福祉保健部 福祉総務課 生活支援担当 018-863-2222

14 山形県 山形県 地域福祉推進課 023-630-2211

15 山形県 山形市 福祉推進部 生活福祉課 023-641-1212

16 福島県 福島県 社会福祉課 024-521-1111

17 福島県 郡山市 保健福祉総務課 024-924-2491

18 福島県 いわき市 保健福祉部保健福祉課 0246-22-1111

19 福島県 福島市 健康福祉部生活福祉課 024-535-1111

20 茨城県 茨城県 福祉部 福祉政策課 029-301-1111

21 茨城県 水戸市 福祉部生活福祉課 029-224-1111

22 栃木県 栃木県 保健福祉部保健福祉課 028-623-2323

23 栃木県 宇都宮市 保健福祉部 生活福祉第２課 028-632-2222

24 群馬県 群馬県 健康福祉課 027-223-1111

25 群馬県 前橋市 福祉部社会福祉課 027-224-1111

26 群馬県 高崎市 社会福祉課 027-321-1111

27 埼玉県 埼玉県 福祉部社会福祉課 048-824-2111

28 埼玉県 さいたま市 保健福祉局福祉部生活福祉課 048-829-1111

29 埼玉県 川越市 福祉部生活福祉課 049-224-8811

30 埼玉県 越谷市 福祉部生活福祉課 048-964-2111

31 埼玉県 川口市 福祉部生活福祉１課 048-258-1110

32 千葉県 千葉県 健康福祉部健康福祉指導課自立支援班 043-223-2110

33 千葉県 千葉市 保健福祉局 保護課 043-245-5111

34 千葉県 船橋市 地域福祉課 047-436-2111

35 千葉県 柏市 生活支援課 04-7167-1111

36 東京都 東京都 福祉保健局生活福祉部地域福祉課 03-5321-1111

37 東京都 八王子市 福祉部生活自立支援課 042-626-3111

38 神奈川県 神奈川県 福祉子どもみらい局福祉部生活援護課生活困窮者対策グループ 045-210-1111

神奈川県 横浜市 健康福祉局生活支援課 045-664-2525
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神奈川県 横浜市 こども青少年局 青少年育成課 045-664-2525

40 神奈川県 川崎市 健康福祉局生活保護・自立支援室 044-200-2111

41 神奈川県 相模原市 健康福祉局生活福祉部 生活福祉課 042-754-1111

42 神奈川県 横須賀市 生活支援課 自立支援係 046-822-4000

43 新潟県 新潟県 福祉保健部福祉保健総務課 025-285-5511

44 新潟県 新潟市 福祉部福祉総務課 025-228-1000

45 富山県 富山県 厚生部厚生企画課 076-431-4111

46 富山県 富山市 福祉保健部生活支援課 076-431-6111

47 石川県 石川県 健康福祉部厚生政策課 076-225-1111

48 石川県 金沢市 福祉局 生活支援課 076-220-2111

49 福井県 福井県 健康福祉部 地域福祉課 0776-21-1111

50 福井県 福井市 福祉政策課福祉総合相談室 0776-20-5111

51 山梨県 山梨県 福祉保健部福祉保健総務課 055-237-1111

52 山梨県 甲府市 福祉保健部 福祉保健総室 生活福祉課 055-237-1161

53 長野県 長野県 健康福祉部地域福祉課 026-232-0111

54 長野県 長野市 保健福祉部生活支援課 026-226-4911

長野県 松本市 住民自治局市民相談課 0263-34-3000

長野県 松本市 健康福祉部生活福祉課 0263-34-3000

56 岐阜県 岐阜県 健康福祉部地域福祉課 058-272-1111

57 岐阜県 岐阜市 生活福祉二課 058-265-4141

58 静岡県 静岡県 健康福祉部福祉長寿局地域福祉課 054-221-2455

59 静岡県 静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 054-254-2111

60 静岡県 浜松市 健康福祉部 福祉総務課 053-457-2111

61 愛知県 愛知県 福祉局福祉部地域福祉課 052-961-2111

62 愛知県 名古屋市 健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 052-961-1111

63 愛知県 豊橋市 福祉部生活福祉課 0532-51-2111

64 愛知県 岡崎市 福祉部ふくし相談課 0564-23-6262

65 愛知県 豊田市 福祉部 福祉総合相談課 0565-31-1212

66 愛知県 一宮市 福祉部福祉総務課 福祉総合相談室 0586-28-8100

67 三重県 三重県 子ども・福祉部地域福祉課 059-224-3070

68 滋賀県 滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課 077-528-3993

69 滋賀県 大津市 福祉部福祉政策課 077-523-1234

70 京都府 京都府 健康福祉部地域福祉推進課 075-451-8111

71 京都府 京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 075-222-3111

72 大阪府 大阪府 福祉部地域福祉推進室地域福祉課地域福祉支援グループ 06-6941-0351

73 大阪府 大阪市 福祉局 生活福祉部自立支援課 06-6208-8181

74 大阪府 堺市 健康福祉局生活福祉部地域共生課 072-233-1101

75 大阪府 豊中市 市民協働部 くらし支援課 06-6858-5050

76 大阪府 高槻市 健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課くらしごとセンター 072-674-7111

77 大阪府 枚方市 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課 072-841-1221

78 大阪府 八尾市 健康福祉部地域共生推進課 072-991-3881
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79 大阪府 寝屋川市 福祉部保護課 072-824-1181

80 大阪府 東大阪市 生活支援部 生活支援課 06-4309-3000

81 大阪府 吹田市 福祉部生活福祉室 06-6384-1231

兵庫県 兵庫県 福祉部地域福祉課 078-341-7711

兵庫県 兵庫県 健康福祉部社会福祉局地域福祉課 078-341-7711

83 兵庫県 神戸市 福祉局くらし支援課 078-331-8181

84 兵庫県 姫路市 生活援護室 調整担当 079-221-2111

85 兵庫県 尼崎市 南部福祉相談支援課 06-6375-5639

86 兵庫県 西宮市 厚生課援護チーム 0798-35-3151

87 兵庫県 明石市 生活福祉課 生活再建支援担当 078-912-1111

88 奈良県 奈良県 福祉医療部地域福祉課 0742-22-1101

89 奈良県 奈良市 福祉政策課 0742-36-4894

90 和歌山県 和歌山県 福祉保健部福祉保健政策局 福祉保健総務課 073-432-4111

91 和歌山県 和歌山市 生活支援第２課 073-432-0001

鳥取県 鳥取県 福祉保健課 0857-26-7111

鳥取県 鳥取県 福祉保健課地域福祉推進室 0857-26-7111

鳥取県 鳥取市 総務部人権政策局 中央人権福祉センター 0857-22-8111

鳥取県 鳥取市 福祉部 生活福祉課 0857-22-8111

94 島根県 島根県 健康福祉部地域福祉課 0852-22-5111

95 島根県 松江市 健康福祉部 生活福祉課 0852-55-5555

96 岡山県 岡山県 保健福祉部障害福祉課 086-224-2111

97 岡山県 岡山市 生活保護・自立支援課 086-803-1000

98 岡山県 倉敷市 福祉援護課 086-426-3030

99 広島県 広島県 健康福祉局社会援護課 082-228-2111

100 広島県 広島市 健康福祉局保護自立支援課 082-245-2111

101 広島県 呉市 福祉保健部生活支援課 0823-25-3100

102 広島県 福山市 生活福祉課 084-921-2111

103 山口県 山口県 健康福祉部厚政課 083-922-3111

104 山口県 下関市 福祉部 福祉政策課 083-231-1111

105 徳島県 徳島県 保健福祉部国保・自立支援課 088-621-2500

106 香川県 香川県 健康福祉部健康福祉総務課 087-831-1111

107 香川県 高松市 健康福祉局 生活福祉課 087-839-2011

108 愛媛県 愛媛県 保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課 089-941-2111

109 愛媛県 松山市 生活福祉総務課 089-948-6688

110 高知県 高知県 子ども・福祉政策部 地域福祉政策課 088-823-1111

111 高知県 高知市 健康福祉部 福祉管理課 088-822-8111

112 福岡県 福岡県 福祉労働部保護・援護課 092-651-1111

113 福岡県 北九州市 保健福祉局 地域福祉部 地域福祉推進課 093-582-2525

114 福岡県 福岡市 保健福祉局生活自立支援課 092-711-4111

115 福岡県 久留米市 生活支援第2課 0942-30-9000

116 佐賀県 佐賀県 健康福祉部 社会福祉課 0952-24-2111
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117 長崎県 長崎県 福祉保健部福祉保健課 095-824-1111

118 長崎県 長崎市 中央総合事務所 生活福祉２課 095-822-8888

119 長崎県 佐世保市 保健福祉部 生活福祉課 0956-24-1111

120 熊本県 熊本県 健康福祉部長寿社会局 社会福祉課 096-383-1111

121 熊本県 熊本市 保護管理援護課 096-328-2111

122 大分県 大分県 福祉保健部福祉保健企画課 097-536-1111

123 大分県 大分市 福祉保健部生活福祉課 097-534-6111

124 宮崎県 宮崎県 福祉保健部福祉保健課 0985-26-7111

125 宮崎県 宮崎市 福祉部 社会福祉第一課 0985-25-2111

126 鹿児島県 鹿児島県 くらし保健福祉部社会福祉課 099-286-2111

127 鹿児島県 鹿児島市 福祉部 保護第一課 099-224-1111

128 沖縄県 沖縄県 子ども生活福祉部保護・援護課 098-866-2333

129 沖縄県 那覇市 福祉部保護管理課生活困窮者支援班 098-867-0111


