地方厚生（支）局所在地一覧
地方厚生局名

都道府県

電話番号

住所

郵便番号

北海道

北海道厚生局

医療課

011-796-5105 〒060-0807

札幌市北区北7条西2-15-1

野村不動産札幌ビル2階

青森県

東北厚生局

青森事務所

017-724-9200 〒030-0862

青森市古川2-20-3

朝日生命青森ビル6階

岩手県

東北厚生局

岩手事務所

019-907-9070 〒020-0024

盛岡市菜園1-12-18

盛岡菜園センタービル2階

秋田県

東北厚生局

秋田事務所

018-800-7080 〒010-0921

秋田市大町3-4-1

マニュライフプレイス秋田2階

宮城県

東北厚生局

指導監査課

022-206-5217 〒980-8426

仙台市青葉区花京院1-1-20

花京院スクエア21階

山形県

東北厚生局

山形事務所

023-609-0140 〒990-0039

山形市香澄町2-2-36

山形センタービル6階

福島県

東北厚生局

福島事務所

024-503-5030 〒960-8021

福島市霞町1-46

福島合同庁舎4階

茨城県

関東信越厚生局 茨城事務所

029-277-1316 〒310-0061

水戸市北見町1-11

水戸地方合同庁舎4階

栃木県

関東信越厚生局 栃木事務所

028-341-2009 〒320-0033

宇都宮市本町3-9

栃木県本町合同ビル2階

群馬県

関東信越厚生局 群馬事務所

027-896-0488 〒371-0024

前橋市表町2-2-6

前橋第一生命ビルディング7階

埼玉県

関東信越厚生局 指導監査課

048-612-7508 〒330-0063

さいたま市浦和区高砂1-1-1

朝日生命浦和ビル8階

千葉県

関東信越厚生局 千葉事務所

043-379-2716 〒260-0013

千葉市中央区中央3-3-8

オーク千葉中央ビル7階

東京都

関東信越厚生局 東京事務所

03-6692-5119 〒163-1111

新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー11階

神奈川県 関東信越厚生局 神奈川事務所

045-270-2053 〒231-0015

横浜市中区尾上町1-6

横浜関内ビル6階

新潟県

関東信越厚生局 新潟事務所

025-364-1847 〒950-0088

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

山梨県

関東信越厚生局 山梨事務所

055-206-0569 〒400-0858

甲府市相生1-4-23

日本興亜鮎川ビル5階

長野県

関東信越厚生局 長野事務所

026-474-1002 〒380-0836

長野市大字南長野南県町1040-1

日本生命長野県庁前ビル9階

愛知県

東海北陸厚生局 指導監査課

052-979-7380 〒461-0011

名古屋市東区白壁3-12-13

中産連ビル新館4階

富山県

東海北陸厚生局 富山事務所

076-439-6570 〒930-0004

富山市桜橋通り6-11

富山フコク生命第2ビル4階

石川県

東海北陸厚生局 石川事務所

076-210-5140 〒920-0906

金沢市十間町5

あいおいニッセイ同和損保金沢ビル6階

岐阜県

東海北陸厚生局 岐阜事務所

058-249-1822 〒500-8114

岐阜市金竜町5-13

岐阜合同庁舎4階

静岡県

東海北陸厚生局 静岡事務所

054-355-2015 〒424-0825

静岡市清水区松原町2-15

清水合同庁舎3階

三重県

東海北陸厚生局 三重事務所

059-213-3533 〒514-0004

津市栄町1-840

大同生命瀧澤ビル5階

福井県

近畿厚生局

福井事務所

0776-25-5373 〒910-0019

福井市春山1-1-54

福井春山合同庁舎7階

滋賀県

近畿厚生局

滋賀事務所

077-526-8114 〒520-0056

大津市末広町1-1

日本生命大津ビル4階

大阪府

近畿厚生局

第二庁舎指導監査課 06-4791-7316 〒540-0011

大阪市中央区農人橋1-1-22

大江ビル8階

京都府

近畿厚生局

京都事務所

075-256-8681 〒604-8153

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

兵庫県

近畿厚生局

兵庫事務所

078-325-8925 〒650-0023

神戸市中央区栄町通1-2-7

大同生命神戸ビル8階

奈良県

近畿厚生局

奈良事務所

0742-25-5520 〒630-8115

奈良市大宮町1-1-15

ニッセイ奈良駅前ビル2階

和歌山事務所

073-421-8311 〒640-8153

和歌山市三木町台所町7

三井住友海上和歌山ビル4階

和歌山県 近畿厚生局
広島県

中国四国厚生局 指導監査課

082-223-8209 〒730-0012

広島市中区上八丁堀6-30

広島合同庁舎4号館2階

鳥取県

中国四国厚生局 鳥取事務所

0857-30-0860 〒680-0842

鳥取市吉方109

鳥取第3地方合同庁舎2階

島根県

中国四国厚生局 島根事務所

0852-61-0108 〒690-0841

松江市向島町134-10

松江地方合同庁舎6階

岡山県

中国四国厚生局 岡山事務所

086-239-1275 〒700-0907

岡山市北区下石井1-4-1

岡山第2合同庁舎11階

山口県

中国四国厚生局 山口事務所

083-902-3171 〒753-0814

山口市吉敷下東1-3-1

山陽ビル5階

香川県

四国厚生局

指導監査課

087-851-9593 〒760-0019

高松市サンポート3-33

高松サンポート合同庁舎4階

徳島県

四国厚生局

徳島事務所

088-602-1386 〒770-0831

徳島市寺島本町西1-7-1

日通朝日徳島ビル5階

愛媛県

四国厚生局

愛媛事務所

089-986-3156 〒790-0005

松山市花園町3-21

朝日生命松山南堀端ビル7階

高知県

四国厚生局

高知事務所

088-826-3116 〒780-0870

高知市本町1-1-3

朝日生命高知本町ビル9階

福岡県

九州厚生局

指導監査課

092-707-1125 〒812-0011

福岡市博多区博多駅前3-2-8

住友生命博多ビル4階

佐賀県

九州厚生局

佐賀事務所

0952-20-1610 〒840-0801

佐賀市駅前中央3-3-20

佐賀第二合同庁舎7階

長崎県

九州厚生局

長崎事務所

095-801-4201 〒850-0033

長崎市万才町7-1

住友生命長崎ビル12階

熊本県

九州厚生局

熊本事務所

096-284-8001 〒860-0806

熊本市中央区花畑町4-7

朝日新聞第一生命ビル4階

大分県

九州厚生局

大分事務所

097-535-8061 〒870-0045

大分市城崎町1-3-31

富士火災大分ビル2階

宮崎県

九州厚生局

宮崎事務所

0985-72-8880 〒880-0001

宮崎市橘通西1-2-17

宮崎橘通ビル6階

鹿児島県 九州厚生局

鹿児島事務所

099-201-5801 〒890-0068

鹿児島市東郡元町4-1

鹿児島第二地方合同庁舎3階

沖縄県

沖縄事務所

098-951-3030 〒900-0015

那覇市久茂地1-2-3

パレットパーキングビル4階

九州厚生局

