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宗教法人事務主管部局課一覧

English よくある御質問 サイトマップ 文字サイズ

御意見・お問合せ
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1．文部科学大臣所轄

担当部課係 所在地 電話番号

文化庁文化部
宗務課宗教法人室　認証係，法人係

東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
〒100‒8959

03（5253）4111
内線：2854（認証係），3017（法人係）

2．都道府県知事所轄

地区 都道府
県名

担当部課係名 所在地 電話番号

北海道 北海道 総務部法務・法人局学事課
中高専修学校グループ

札幌市中央区北3条西6丁目
〒060‒8588

011（204）5066

  総
合
振
興
局
・
振
興
局

空知総合振興
局

地域政策部総務課 岩見沢市8条西5丁目
〒068‒8558

0126（20）0010

石狩振興局 地域政策部総務課 札幌市中央区北3条西7丁目
〒060‒8558

011（204）5803

後志総合振興
局

地域政策部総務課 虻田郡倶知安町北1条東2丁
目
〒044‒8588

0136（23）1313

胆振総合振興
局

地域政策部総務課 室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル
〒051‒8558

0143（24）9561

日高振興局 地域政策部総務課 浦河郡浦河町栄丘東通56号
〒057‒8558

0146（22）9041

渡島総合振興
局

地域政策部総務課 函館市美原4丁目6番16号
〒041‒8558

0138（47）9411

檜山振興局 地域政策部総務課 檜山郡江差町字陣屋町336‒
3
〒043‒8558

0139（52）6451

上川総合振興
局

地域政策部総務課 旭川市永山6条19丁目
〒079‒8610

0166（46）5901

留萌振興局 地域政策部総務課 留萌市住之江町2丁目1番2号
〒077‒8585

0164（42）8402

宗谷総合振興
局

地域政策部総務課 稚内市末広4丁目2番27号
〒097‒8558

0162（33）2908

オホーツク総
合振興局

地域政策部
総務課

網走市北7条西3丁目
〒093‒8585

0152（41）0603

十勝総合振興 地域政策部総務課 帯広市東3条南3丁目 0155（27）8502
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局 〒080‒8588

釧路総合振興
局

地域政策部総務課 釧路市浦見2丁目2番54号
〒085‒8588

0154（43）9121

根室振興局 地域政策部
総務課

根室市常盤町3丁目28番地
〒087‒8588

0153（24）5414

東北 青森県 総務部総務学事課
法規グループ

青森市長島1丁目1番1号
〒030‒8570

017（734）9079

岩手県 総務部法務学事課
法務担当

盛岡市内丸10番1号
〒020‒8570

019（629）5050

  振
興
局

盛岡広域振興
局

経営企画部
総務課

盛岡市内丸11番1号
盛岡地区合同庁舎
〒020‒0023

019（629）6517

県南広域振興
局

総務部
総務課

奥州市水沢区大手町1丁目2
番地
奥州地区合同庁舎 
〒023‒0053

0197（22）2811

沿岸広域振興
局

経営企画部
総務課

釜石市新町6番50号
釜石地区合同庁舎
〒026‒0043

0193（25）2717

県北広域振興
局

経営企画部
総務課

久慈市八日町1丁目1番地
久慈地区合同庁舎
〒028‒8042

0194（53）4981

経営企画部
二戸地域振興センタ
ー
総務課

二戸市石切所字荷渡6番地3
二戸地区合同庁舎
〒028‒6103

0195（23）9201

宮城県 総務部私学文書課
公立大学・公益法人班

仙台市青葉区本町3丁目8番1
号
〒980‒8570

022（211）2295

秋田県 生活環境部県民生活課
企画班

秋田市山王4丁目1番1号
〒010‒8570

018（860）1531

山形県 総務部学事文書課
私学宗務担当

山形市松波2丁目8番1号
〒990‒8570

023（630）2191

  支
庁

村山総合支庁 総務企画部総務課総
務調整担当

山形市鉄砲町2丁目19番68
号
〒990‒2492

023（621）8107

最上総合支庁 総務企画部総務課
総務係

新庄市金沢字大道上2034
〒996‒0002

0233（29）1360

置賜総合支庁 総務企画部総務課総
務係

米沢市金池7丁目1番50号
〒992‒0012

0238（26）6004

庄内総合支庁 総務企画部総務課調
整担当

東田川郡三川町大字横山字
袖東19番1
〒997‒1392

0235（66）5418

福島県 総務部私学・法人課 福島市杉妻町2番16号
〒960‒8670

024（521）8226

関東 茨城県 総務部総務課
法制グループ

水戸市笠原町978番6
〒310‒8555

029（301）2239

栃木県 経営管理部文書学事課
私学・宗教法人担当

宇都宮市塙田1丁目1番20号
〒320‒8501

028（623）2056

群馬県 総務部学事法制課公益法人係 前橋市大手町1丁目1番1号
〒371‒8570

027（226）2148

埼玉県 総務部学事課
総務・宗教法人担当

さいたま市浦和区高砂3丁目
15番1号
〒330‒9301

048（830）2568

千葉県 総務部学事課
企画宗務班

千葉市中央区市場町1番1号
〒260‒8667

043（223）2120
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東京都 生活文化局都民生活部
管理法人課宗教法人係

新宿区西新宿2丁目8番1号
〒163‒8001

03（5321）1111

神奈川県 総務局組織人材部
文書課宗教法人グループ

横浜市中区日本大通1
〒231‒8588

045（210）3781

中部 新潟県 総務管理部法務文書課
法務班（訟務担当）

新潟市中央区新光町4番地1
〒950‒8570

025（280）5374

富山県 経営管理部文書総務課
法規係

富山市新総曲輪1番7号
〒930‒8501

076（444）3150

石川県 総務部総務課
法規グループ

金沢市鞍月1丁目1番地
〒920‒8580

076（225）1232

福井県 総務部情報公開・法制課
法制グループ

福井市大手3丁目17番1号
〒910‒8580

0776（20）0246

山梨県 総務部私学文書課
文書・情報公開担当

甲府市丸の内1丁目6番1号
〒400‒8501

055（223）1410

長野県 県民文化部
私学・高等教育課
高等教育係

長野市大字南長野字幅下692
の2
〒380‒8570

026（235）7285

岐阜県 環境生活部
環境生活政策課
NPO・宗教法人係

岐阜市薮田南2丁目1番1号
〒500‒8570

058（272）8203

静岡県 経営管理部総務局
法務文書課法人班

静岡市葵区追手町9番6号
〒420‒8601

054（221）3280

愛知県 県民生活部学事振興課
宗教法人・学事グループ

名古屋市中区三の丸3丁目1
番2号
〒460‒8501

052（954）6185

近畿 三重県 環境生活部文化振興課
文化企画班

津市広明町13番地
〒514‒8570

059（224）2176

滋賀県 総務部総務課
宗教法人・県立大学係

大津市京町4丁目1番1号
〒520‒8577

077（528）3115

京都府 文化スポーツ部文教課
宗教法人担当

京都市上京区下立売通新町
西入薮ノ内町
〒602‒8570

075（414）4522

大阪府 府民文化部私学・大学課
宗教・専各振興グループ

大阪市住之江区南港北1丁目
14番16号
咲洲庁舎38階
〒559‒8555

06（6210）9271

兵庫県 企画県民部
公益法人室
公益・宗教法人班

神戸市中央区下山手通5丁目
10番1号
〒650‒8567

078（362）3134

奈良県 総務部総務課
公益法人係

奈良市登大路町30番地
〒630‒8501

0742（27）8329

和歌山県 総務部総務管理局
総務学事課
総務・文教班

和歌山市小松原通1丁目1番
地
〒640‒8585

073（441）2090

中国 鳥取県 総務部
行政監察・法人指導課
（団体検査担当）

鳥取市東町1丁目220番地
〒680‒8570

0857（26）7329

島根県 総務部総務課
公文書・公益法人担当スタッフ

松江市殿町1番地
〒690‒8501

0852（22）5014

岡山県 総務部総務学事課
学事班

岡山市北区内山下2丁目4番6
号
〒700‒8570

086（226）7198

広島県 環境県民局
学事課

広島市中区基町10番52号
〒730‒8511

082（513）4496

山口県 総務部学事文書課 山口市滝町1番1号 083（933）2130
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学事宗務班 〒753‒8501

四国 徳島県 経営戦略部総務課
学事調査担当

徳島市万代町1丁目1番地
〒770‒8570

088（621）2026

香川県 総務部総務学事課
私学・宗務グループ

高松市番町4丁目1番10号
〒760‒8570

087（832）3058

愛媛県 総務部総務管理局
私学文書課
私学・公益法人係

松山市一番町4丁目4番2号
〒790‒8570

089（912）2221

高知県 総務部法務課
法人指導担当

高知市丸ノ内1丁目2番20号
〒780‒8570

088（823）9160

九州 福岡県 総務部私学学事振興局学事課
宗教係

福岡市博多区東公園7番7号
〒812‒8577

092（643）3126

佐賀県 経営支援本部法務課
公益法人担当

佐賀市城内1丁目1番59号
〒840‒8570

0952（25）7002

長崎県 総務部
学事振興課

長崎市江戸町2番13号
〒850‒8570

095（895）2282

熊本県 総務部総務私学局
私学振興課
初等宗教班

熊本市中央区水前寺6丁目18
番1号
〒862‒8570

096（333）2063

大分県 総務部県政情報課
文書班

大分市大手町3丁目1番1号
〒870‒8501

097（506）2263

宮崎県 総合政策部
文化文教課文教担当

宮崎市橘通東2丁目10番1号
〒880‒8501

0985（26）7118

鹿児島県 総務部学事法制課
私立学校係

鹿児島市鴨池新町10番1号
〒890‒8577

099（286）2146

沖縄県 総務部総務私学課
私学・法人班

那覇市泉崎1丁目2番2号
〒900‒8570

098（866）2074
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