
都道府県福祉人材センター・バンク一覧 

センター・バンク名 所在地 電話番号 

北海道福祉人材センター 
札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 1 かで

る 2.7 3 階 
011-272-6662 

函館市福祉人材バンク 
北海道函館市若松町 33 番 6 号 函館

市総合福祉センター３Ｆ 
0138-23-8546 

旭川市福祉人材バンク 
旭川市５条通４丁目 893 番地の 1 旭

川市ときわ市民ホール１階 
0166-23-0138 

釧路市福祉人材バンク 
釧路市旭町 12 番 3 号 釧路市総合福

祉センター内 3F 
0154-24-1686 

帯広市福祉人材バンク無料職業紹

介所 

帯広市公園東町３丁目９番地１ 帯

広市グリーンプラザ内 
0155-27-2525 

北見市福祉人材バンク 
北見市寿町３丁目４－１  北見市

総合福祉会館内 
0157-22-8046 

苫小牧市福祉人材バンク 
苫小牧市若草町 3丁目 3番 8号 苫小

牧市民活動センター１階 
0144-32-7111 

青森県福祉人材センター 
青森市中央 3 丁目 20-30 県民福祉プ

ラザ 2 階 
017-777-0012 

弘前福祉人材バンク 弘前市宮園 2-8-1 0172-36-1830 

八戸福祉人材バンク 
青森県八戸市根城 8 丁目 8-155 八戸

市総合福祉会館内 1 階 
0178-47-2940 

岩手県福祉人材センター 
盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド

岩手２階 
019-637-4522 

宮城県福祉人材センター 
宮城県仙台市青葉区本町 3-7-4 宮城

県社会福祉会館１階 
022-262-9777 

秋田県福祉保健人材研修センター 
秋田市旭北栄町 1－5 秋田県社会福

祉会館５階 
018-864-2880 

山形県福祉人材センター 山形市小白川町２丁目３番 3０号 023-633-7739 

福島県福祉人材センター 
福島市渡利字七社宮 111  福島県総

合社会福祉センター ３階 
024-521-5662 

茨城県福祉人材センター 
茨城県水戸市千波町 1918 茨城県総

合福祉会館 2 階 
029-244-3727 

栃木県福祉人材・研修センター 
栃木県宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ

福祉プラザ 3 階 
028-643-5622 

群馬県福祉マンパワーセンター 
前橋市新前橋町 13-12 群馬県社会福

祉総合センター6 階 
027-255-6600 

高崎市福祉人材バンク 
高崎市東町 80-1 高崎市労使会館１

階 
027-324-2761 

太田市福祉人材バンク 
群馬県太田市飯塚町 1549 番地 太田

市福祉会館１階 
0276-48-9599 



埼玉県福祉人材センター 
さいたま市浦和区針ケ谷 ４－２－

６５ すこやかプラザ１階 
048-833-8033 

千葉県福祉人材センター 
千葉市中央区富士見２－３－１ 塚

本大千葉ビル６階 
043-441-6301 

東京都福祉人材センター 
東京都千代田区飯田橋 3-10-3 東京

しごとセンター 7 階 
03-5211-2860 

東京都福祉人材センター 介護職

支援コース 就職相談窓口 

東京都新宿区歌舞伎町 2-44-1 東京

都健康プラザ「ハイジア」3 階 
 

東京都福祉人材センター多摩支所 
東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピ

ック第 3 ビル 7 階 
042-595-8422 

かながわ福祉人材センター 
横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 かな

がわ県民センター13 階 
045-312-4816 

川崎市福祉人材バンク 
神奈川県川崎市中原区上小田中 ６

－２２－５総合福祉センター５階 
044-739-8726 

新潟県福祉人材センター 
新潟市中央区上所 2-2-2  新潟ユニ

ゾンプラザ 3 階 
025-281-5523 

山梨県福祉人材センター 
山梨県甲府市北新 1-2-12 山梨県福

祉プラザ 4 階 
055-254-8654 

長野県福祉人材センター 
長野市若里 7-1-7 長野県社会福祉総

合センター4 階 
026-226-7330 

静岡県社会福祉人材ｾﾝﾀｰ 
静岡県静岡市葵区駿府町１－７０ 

県総合社会福祉会館シズウエル３階 
054-271-2110 

静岡県社会福祉人材センター東部

支所 

静岡県沼津市大手町 1-1-3 沼津商連

会館ビル２階 
055-952-2942 

浜松市福祉人材バンク 
浜松市中区成子町１４０番地の８ 

浜松市福祉交流センター ３F 
053-458-9205 

富山県健康・福祉人材センター 
富山市安住町 5 番 21 号 富山県総合

福祉会館 
076-432-6156 

石川県福祉の仕事マッチングサポ

ートセンター 

石川県金沢市石引 4 丁目 17 番 1 号 

石川県本多の森庁舎 1 階 
076-234-1151 

福井県福祉人材センター 
福井市光陽２－３－２２ 福井県社

会福祉センター１階 
0776-21-2294 

嶺南福祉人材バンク無料職業紹介

所 

小浜市小浜白鬚112 白鬚再開発ビ

ル３階 福井県社会福祉協議会 嶺

南支所 

0770-52-7832 

岐阜県福祉人材総合対策センター 
岐阜県岐阜市下奈良２－２－１ 岐

阜県福祉・農業会館内 
058-276-2510 

愛知県福祉人材センター 
愛知県名古屋市東区白壁１－５０ 

愛知県社会福祉会館５階 
052-212-5519 

豊橋市福祉人材バンク 豊橋市前畑町１１５ 豊橋市総合福 0532-52-1111 



祉センター内 

三重県福祉人材センター 
三重県津市桜橋二丁目 131 三重県社

会福祉会館内 
059-224-1082 

滋賀県介護・福祉人材センター 
滋賀県草津市大路 1 丁目 1-1 エルテ

ィ 932 3 階 
077-567-3925 

滋賀県湖北介護・福祉人材センター 
滋賀県長浜市地福寺町 4-36 長浜市

民交流センター1 階 
0749-64-5125 

京都府福祉人材・研修センター 
京都市中京区竹屋町烏丸東入清水町 

375 ハートピア京都地下１階 
075-252-6297 

大阪福祉人材支援センター 
大阪市中央区中寺 1-1-54  大阪社

会福祉指導センター3 階 
06-6762-9020 

兵庫県福祉人材センター 
神戸市中央区坂口通 2-1-1 兵庫県福

祉センター内 
078-271-3881 

奈良県福祉人材センター 
橿原市大久保町 320 番 11 県社会福

祉総合センター3F  
0744-29-0160 

和歌山県福祉人材センター 
和歌山県和歌山市手平２丁目１－２ 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 
073-435-5211 

紀南福祉人材バンク 
田辺市高雄一丁目 23 番 1 号 田辺市

民総合センター内 
0739-26-4918 

鳥取県福祉人材センター 
鳥取市伏野 1729－5 県立福祉人材研

修センター 
0857-59-6336 

島根県福祉人材センター 
松江市東津田町 1741-3 いきいきプ

ラザ島根２F 
0852-32-5957 

島根県福祉人材センター石見分室 浜田市野原町 1826-1 いわみーる２F 0855-24-9340 

岡山県福祉人材センター 
岡山市北区南方 2 丁目 13-1 きらめ

きプラザ 1 階 
086-226-3507 

広島県社会福祉人材育成センター 
広島市南区比治山本町 12-2 広島県

社会福祉会館内 
082-256-4848 

くれ福祉人材バンク 
呉市中央５丁目１２番２１号 呉市

福祉会館内 
0823-21-5013 

山口県福祉人材センター 
山口市大手町 9-6 山口県社会福祉会

館内 
083-922-6200 

徳島県福祉人材センター  

アイネット 

徳島県徳島市中昭和町１丁目２ 徳

島県立総合福祉センター３階 
088-625-2040 

香川県福祉人材センター 
香川県高松市番町 1-10-35 香川県社

会福祉総合センター4Ｆ 
087-833-0250 

愛媛県福祉人材センター 
愛媛県松山市持田町 3-8-15 愛媛県

総合社会福祉会館２階 
089-921-5344 

高知県福祉人材センター 
高知市朝倉戊３７５－１ 高知県立

ふくし交流プラザ１階 
088-844-3511 



安芸福祉人材バンク 安芸市寿町２－８ 0887-34-3540 

幡多福祉人材バンク 
高知県四万十市右山五月町 8-3 四万

十市社会福祉センター 
0880-35-5514 

福岡県福祉人材センター 
福岡県春日市原町 3-1-7 クローバー

プラザ 2Ｆ 
092-584-3310 

筑後地区福祉人材バンク 
福岡県久留米市長門石 1丁目 1番 34

号 
0942-34-3035 

筑豊地区 福祉人材バンク 
福岡県飯塚市柏の森 956－4 飯塚市

社会福祉協議会内 
0948-23-2210 

京築地区福祉人材バンク 
行橋市中津熊 501  総合福祉センタ

ーウィズゆくはし 
0930-23-8495 

佐賀県福祉人材・研修センター 
佐賀県佐賀市鬼丸町 7-18  佐賀県

社会福祉会館 2F 
0952-28-3406 

長崎県福祉人材研修センター 長崎市茂里町 3-24 095-846-8656 

佐世保福祉人材バンク 長崎県佐世保市八幡町６番１号 0956-23-3174 

熊本県福祉人材・研修センター 
熊本市中央区南千反畑町 3-7 熊本県

総合福祉センター4 階 
096-322-8077 

大分県福祉人材センター 
大分市明野東３丁目４番１号 大分

県社会福祉介護研修センター内 
097-552-7000 

日田市福祉人材バンク 
大分県日田市上城内町 1-8 日田市総

合保健福祉センター3 階 
0973-24-7590 

宮崎県福祉人材センター 
宮崎県宮崎市原町 2-22  宮崎県福

祉総合センター内 
0985-32-9740 

鹿児島県福祉人材・研修センター 
鹿児島市鴨池新町１番７号  県社

会福祉センター内 
099-258-7888 

沖縄県福祉人材研修センター 
那覇市首里石嶺町 4-373-1 沖縄県総

合福祉センター西棟 3 階 
098-882-5703 

名護市福祉人材バンク 
名護市港 2-1-1 名護市民会館内福祉

センター 
0980-53-4142 

 


