全国地方自治研究センター・研究所一覧
（2012年６月現在）

事務所所在地

名称

ＴＥＬ

公益財団法人 地方自治総合研究所

102-0085 千代田区六番町１

自治労会館４Ｆ

公益社団法人 北海道地方自治研究所

060-0806 札幌市北区北６条西７丁目

社団法人 青森県地方自治センター

030-0802 青森市本町３丁目３－11

社団法人 岩手県地方自治センター

020-0874 盛岡市南大通２－10－38

宮城県地方自治研究センター

980-0802 仙台市青葉区二日町７－23

秋田県地方自治研究センター

010-0971 秋田市八幡三和町６－７

山形県地方自治研究センター

990-2402 山形市小立２丁目１－613

福島県地方自治研究所

960-8042 福島市荒町１－21

公益社団法人 新潟県自治研究センター

950-0965 新潟市中央区新光町６－７

群馬県地方自治研究センター

371-0854 前橋市大渡町２－３－45

社団法人 栃木県地方自治研究センター

320-0052 宇都宮市中戸祭町821 栃木県労働者福祉センター５Ｆ 028-622-6225

一般社団法人 茨城県地方自治研究センター

310-0801 水戸市桜川２－３－30

公益財団法人 埼玉県地方自治研究センター

336-0011 さいたま市浦和区高砂４－３－５

一般社団法人 千葉県地方自治研究センター

260-0854 千葉市中央区千葉港４－４ 千葉県労働者福祉センター５Ｆ

043-246-0511

公益社団法人 東京自治研究センター

161-0034 新宿区上落合２－28－７

03-5338-9022

八王子自治研究センター

192-0051 八王子市元本郷町３－17－15

調布市地方自治研究センター

182-0026 調布市小島町２－35－１

北海道自治労会館２Ｆ 011-747-4666
017-776-2989

自治労岩手県本部内

019-622-0311

宮城自治労会館内

022-222-6814

自治労秋田県本部内

018-862-0510

自治労会館内

協働会館内

公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター 232-0022 横浜市南区高根町１－３

023-632-2241
024-523-4324

新潟自治労会館３Ｆ
群馬自治労会館内

自治労会館内

025-281-8060
027-253-2277

0292-24-0206

県労評会館４Ｆ 048-816-8866

落合高山ビル４Ｆ
ハマナカビル２Ｆ

調布市職気付

042-626-7714
042-485-0857

神奈川県地域労働文化会館４Ｆ 045-251-9721

社団法人 川崎地方自治研究センター

210-0005 川崎市川崎区東田町６－２

横須賀地方自治研究センター

238-0004 横須賀市小川町20

横浜地方自治研究センター

231-0026 横浜市中区寿町４－15－５

藤沢地方自治研究センター

251-0054 藤沢市朝日町１－１

相模原地方自治研究センター

252-0239 相模原市中央区中央２－13－12

山梨県地方自治研究センター

400-0858 甲府市相生２－７－17

長野県地方自治研究センター

380-8545 長野市県町532

一般社団法人 富山県地方自治研究センター

930-0804 富山市下新町８－16

石川県地方自治研究センター

920-0968 金沢市幸町11－３

福井県地方自治研究センター

910-0802 福井市大和田町38－30－３ 自治労福井県本部会館内

特定非営利活動法人 丹南市民自治研究センター 915-8530

03-3264-5924

ミヤダイビル２Ｆ

横須賀市職員厚生会館内
自治労横浜会館内

藤沢市職労内
中川ビル301号

労農福祉センター１Ｆ

労働会館内

044-244-7610
046-824-4589
045-663-3232
0466-26-1748
042-752-4544
055-222-5200
026-238-2004

自治労とやま会館２Ｆ

076-441-0375

石川自治労働文化会館内

076-232-2638

越前市府中１－13－７

0776-57-5800

越前市職員組合内

0778-23-8708

静岡労働会館内

054-287-7198

静岡地方自治研究センター

422-8067 静岡市駿河区南町11－22

愛知地方自治研究センター

456-0002 名古屋市熱田区金山町１－14－８ 全労済金山会館５Ｆ 052-678-3119

岐阜県地方自治研究センター

500-8069 岐阜市今小町15

三重県地方自治研究センター

514-0004 津市栄町２－361 三重地方自治労働文化センター２Ｆ 059-227-3298

自治労会館内

058-265-3135

滋賀地方自治研究センター

520-0043 大津市中央３－４－29

自治労会館内

特定非営利活動法人 京都地方自治総合研究所 604-0867 京都市中京区丸太町通烏丸西入ル北側

077-527-4058

ＮＨＫビル３Ｆ 075-252-2143

奈良県地方自治研究センター

630-8133 奈良市大安寺５－12－16 奈良地域労働文化センター３Ｆ 0742-64-1005

和歌山県地方自治研究センター

640-8429 和歌山市久右衛門町24－１

大阪地方自治研究センター

530-0041 大阪市北区天神橋３－９－27

大阪市政調査会

541-0048

大阪市中央区瓦町２－４－７

大阪公共サービス政策センター

550-0013

大阪市西区新町１－５－７

高槻地方自治研究センター

569-0067 高槻市桃園町２－１

兵庫地方自治研究センター

650-0004 神戸市中央区中山手通３－４－８

自治研究センターおかやま

700-0086 岡山市北区津島西坂１－４－18 労働福祉事業会館３Ｆ 086-214-2085

広島地方自治研究センター

733-0013 広島市西区横手新町７－22

082-294-8711

鳥取県地方自治研究センター

680-0814 鳥取市南町505

0857-24-1851

島根地方自治研究センター

690-0874 松江市中原町14

山口県地方自治研究センター

内政ビル２Ｆ
ＰＬＰ会館３Ｆ

新瓦町ビル７Ｆ

大阪市労連気付

四ツ橋ビルディング301

大阪市従内

073-431-2700
06-6242-2220
06-6209-2465
06-6556-9209
0726-74-7033

大東ビル６Ｆ

自治労会館内

078-392-0840

しまね自治労会館内

0852-23-4486

753-0063 山口市元町３－49

自治労会館２Ｆ

083-922-7592

公益社団法人 徳島地方自治研究所

770-0847 徳島市幸町３－98

自治労プラザ内

088-655-8164

香川県地方自治研究センター

760-0011 高松市浜ノ町60－77

公益社団法人 高知県自治研究センター

780-0862 高知市鷹匠町２－５－47

福岡県地方自治研究所

810-0001 福岡市中央区天神５－４－12 地方自治センタービル２Ｆ 092-721-1414

大分県地方自治研究センター

870-0022 大分市大手町３－２－９

中津下毛地方自治研究センター

871-0058 中津市豊田町14－３

佐賀県地方自治問題研究所

840-0801 佐賀市駅前中央３－３－30

長崎県地方自治研究センター

850-0031 長崎市桜町９－６

宮崎県地方自治問題研究所

880-0806 宮崎市広島１－11－17

全労済宮崎県本部会館４Ｆ 0985-29-3919

熊本県地方自治研究センター

862-0954 熊本市神水１－８－１

自治労熊本県本部会館３Ｆ 096-383-0010

鹿児島県地方自治研究所

890-0064 鹿児島市鴨池新町５－７－401

099-258-6363

沖縄県地方自治研究センター

900-0029 那覇市旭町34

098-867-7050

香川県自治労会館内
自治労会館内

自治労会館内

中津市職労内
自治労会館内

地区労会館内

官公労共済会館内

087-822-5611
088-822-6460

097-536-4422
0979-22-4109
0952-33-3566
095-826-5455

