全国の適格都道府県センター一覧
適格都道府県センター
の名称

適格都道府県センターの 差止請求関係業務を行う
住所
事務所の所在地

認定をした日

公益財団法人北海道暴 法人番号
力追放センター
7430005010820

北海道札幌市中央区北三 北海道札幌市中央区北三
条西七丁目１番１
条西七丁目１番１

平成26年7月3日

公益財団法人青森県暴 法人番号
力追放県民センター
6420005002456

青森県青森市新町二丁目 青森県青森市新町二丁目
平成25年10月24日
２番７号青銀新町ビル４階 ２番７号青銀新町ビル４階

公益財団法人岩手県暴 法人番号
力団追放推進センター 5400005005123

岩手県盛岡市大通一丁目 岩手県盛岡市大通一丁目
２番１号
２番１号

平成26年7月3日

公益財団法人宮城県暴 法人番号
力団追放推進センター 4370005003107

宮城県仙台市青葉区本町 宮城県仙台市青葉区本町
三丁目５番22号
三丁目５番22号

平成26年7月3日

公益財団法人暴力団壊 法人番号
滅秋田県民会議
1410005004045

秋田県秋田市旭北栄町１ 秋田県秋田市旭北栄町１
番５号
番５号

平成26年7月3日

公益財団法人山形県暴
法人番号
力追放運動推進セン
6390005007797
ター

山形県山形市鉄砲町二丁 山形県山形市鉄砲町二丁
平成25年7月25日
目19番68号
目19番68号

公益財団法人福島県暴
法人番号
力追放運動推進セン
8380005010222
ター

福島県福島市山下町５番 福島県福島市山下町５番
28号
28号

公益財団法人茨城県暴 法人番号
力追放推進センター
1050005004800

茨城県水戸市三の丸一丁 茨城県水戸市三の丸一丁
平成26年2月27日
目５番38号
目５番38号

公益財団法人栃木県暴 法人番号
力追放県民センター
6060005007351

栃木県宇都宮市昭和三丁 栃木県宇都宮市昭和三丁
平成26年2月27日
目２番８号
目２番８号

公益財団法人群馬県暴
法人番号
力追放運動推進セン
8070005007992
ター

群馬県前橋市江田町448 群馬県前橋市江田町448
番地の11
番地の11

平成25年10月24日

公益財団法人埼玉県暴
法人番号
力追放・薬物乱用防止
1030005015543
センター

埼玉県さいたま市浦和区 埼玉県さいたま市浦和区
高砂三丁目12番９号
高砂三丁目12番９号

平成25年2月28日

公益財団法人暴力団追
法人番号
放運動推進都民セン
5010005015797
ター

東京都千代田区内神田一 東京都千代田区内神田一
丁目１番５号東京都産業 丁目１番５号東京都産業
平成25年2月28日
労働局神田庁舎６階
労働局神田庁舎６階

公益財団法人千葉県暴 法人番号
力団追放県民会議
4040005004930

千葉県千葉市中央区中央 千葉県千葉市中央区中央
平成26年2月27日
四丁目13番７号
四丁目13番７号

公益財団法人神奈川県 法人番号
暴力追放推進センター 8020005009663

神奈川県横浜市中区海岸 神奈川県横浜市中区海岸
通二丁目４番神奈川県警 通二丁目４番神奈川県警 平成25年4月25日
察本部内
察本部内

公益財団法人新潟県暴
法人場号
力追放運動推進セン
4110005003173
ター

新潟県新潟市中央区東出 新潟県新潟市中央区東出
平成25年10月24日
来島11番16号
来島11番16号

公益財団法人山梨県暴
法人番号
力追放運動推進セン
5090005002854
ター

山梨県甲府市丸の内一丁 山梨県甲府市丸の内一丁
目５番４号
目５番４号

法人番号

平成26年7月3日

平成26年7月3日

公益財団法人長野県暴 法人番号
力追放県民センター
1100005010743

長野県長野市大字南長野 長野県長野市大字南長野
字幅下692番２
字幅下692番２

公益財団法人静岡県暴
法人番号
力追放運動推進セン
4080005006122
ター

静岡県静岡市駿河区南町 静岡県静岡市駿河区南町
平成25年10月24日
11番１号
11番１号

公益財団法人富山県暴
法人番号
力追放運動推進セン
9230005007769
ター

富山県富山市新桜町３番 富山県富山市新桜町３番
２号
２号

公益財団法人石川県暴
法人番号
力追放運動推進セン
8220005004495
ター

石川県金沢市平和町一丁 石川県金沢市平和町一丁
平成25年10月24日
目３番１号
目３番１号

公益財団法人福井県暴 法人番号
力追放センター
3210005006019

福井県福井市宝永三丁目 福井県福井市宝永三丁目
８番１号
８番１号

公益財団法人岐阜県暴 法人番号
力追放推進センター
8200005008143

岐阜県岐阜市藪田南五丁 岐阜県岐阜市藪田南五丁
平成26年2月27日
目14番地１
目14番地１

公益財団法人暴力追放 法人番号
愛知県民会議
5180005014056

愛知県名古屋市昭和区円 愛知県名古屋市昭和区円
平成25年7月25日
上町26番15号
上町26番15号

公益財団法人暴力追放 法人番号
三重県民センター
7190005009730

三重県津市栄町三丁目
222番地ソシアビル５階

公益財団法人滋賀県暴 法人番号
力団追放推進センター 5160005002426

滋賀県大津市打出浜１番 滋賀県大津市打出浜１番
10号
10号

公益財団法人京都府暴
法人番号
力追放運動推進セン
1130005012299
ター

京都府京都市上京区下立 京都府京都市上京区下立
売通衣棚西入東立売町 売通衣棚西入東立売町
平成26年2月27日
199番地の６
199番地の６

公益財団法人大阪府暴 法人番号
力追放推進センター
8120005014281

大阪府大阪市中央区谷町 大阪府大阪市中央区谷町
平成25年10月24日
二丁目３番１号
二丁目３番１号

公益財団法人暴力団追 法人番号
放兵庫県民センター
1140005005277

兵庫県神戸市中央区下山 兵庫県神戸市中央区下山
手通五丁目４番１号兵庫 手通五丁目４番１号兵庫
平成25年7月25日
県警察本部内
県警察本部内

公益財団法人奈良県暴 法人番号
力団追放県民センター 4150005007831

奈良県奈良市大森町57番 奈良県奈良市大森町57番
平成26年2月27日
地の３奈良県農協会館内 地の３奈良県農協会館内

公益財団法人和歌山県 法人番号
暴力追放県民センター 4170005004166

和歌山県和歌山市南雑賀 和歌山県和歌山市南雑賀
平成26年2月27日
町64番地
町64番地

公益財団法人鳥取県暴 法人番号
力追放センター
3270005004818

鳥取県鳥取市本町三丁目 鳥取県鳥取市本町三丁目
平成25年10月24日
201番地
201番地

公益財団法人島根県暴 法人番号
力追放県民センター
4280005006523

島根県松江市北堀町15番 島根県松江市北堀町15番
地
地

公益財団法人岡山県暴
法人番号
力追放運動推進セン
1260005008747
ター

岡山県岡山市北区厚生町 岡山県岡山市北区厚生町
平成25年7月25日
三丁目１番15号
三丁目１番15号

公益財団法人暴力追放 法人番号
広島県民会議
4240005012756

広島県広島市中区基町10 広島県広島市中区基町10
平成25年10月24日
番52号
番52号

三重県津市栄町三丁目
222番地ソシアビル５階

平成26年7月3日

平成25年7月25日

平成26年7月3日

平成26年7月3日

平成26年2月27日

平成26年7月3日

公益財団法人山口県暴
法人番号
力追放運動推進セン
2250005004993
ター

山口県山口市大手町２番 山口県山口市大手町２番
40号
40号

公益財団法人徳島県暴 法人番号
力追放県民センター
3480005004111

徳島県徳島市沖浜東二丁 徳島県徳島市沖浜東二丁
平成25年2月28日
目12番地１
目12番地１

公益財団法人香川県暴
法人番号
力追放運動推進セン
3470005005102
ター

香川県高松市磨屋町５番 香川県高松市磨屋町５番
地９
地９

平成26年2月27日

公益財団法人愛媛県暴 法人番号
力追放推進センター
5500005005666

愛媛県松山市若草町７番 愛媛県松山市若草町７番
地１
地１

平成25年7月25日

公益財団法人暴力追放 法人番号
高知県民センター
3490005001958

高知県高知市本町二丁目 高知県高知市本町二丁目
３番31号
３番31号

平成26年7月3日

公益財団法人福岡県暴
法人番号
力追放運動推進セン
2290005013181
ター

福岡県福岡市博多区吉塚 福岡県福岡市博多区吉塚
平成25年4月25日
本町13番50号
本町13番50号

公益財団法人佐賀県暴
法人番号
力追放運動推進セン
3300005005936
ター

佐賀県佐賀市松原一丁目 佐賀県佐賀市松原一丁目
平成25年2月28日
１番１号
１番１号

公益財団法人長崎県暴
法人番号
力追放運動推進セン
2310005007239
ター

長崎県長崎市万才町５番 長崎県長崎市万才町５番
24号
24号

公益財団法人熊本県暴
法人番号
力追放運動推進セン
3330005008044
ター

熊本県熊本市中央区水前 熊本県熊本市中央区水前
平成25年7月25日
寺六丁目35番４号
寺六丁目35番４号

公益財団法人暴力追放 法人番号
大分県民会議
7320005002556

大分県大分市荷場町５番 大分県大分市荷場町５番
36号
36号

公益財団法人宮崎県暴 法人番号
力追放センター
6350005004872

宮崎県宮崎市宮田町13番 宮崎県宮崎市宮田町13番
平成25年10月24日
16号県庁10号館
16号県庁10号館

公益財団法人鹿児島県
法人番号
暴力追放運動推進セン
2340005005611
ター

鹿児島県鹿児島市新屋敷 鹿児島県鹿児島市新屋敷
町16番301号鹿児島県住 町16番301号鹿児島県住
宅供給公社ビル
宅供給公社ビル

平成26年7月3日

公益財団法人暴力団追 法人番号
放沖縄県民会議
6360005004005

沖縄県那覇市旭町７番地 沖縄県那覇市旭町７番地

平成26年2月27日

平成26年7月3日

平成25年7月25日

平成25年2月28日

※ 適格都道府県センターとは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の５の規定に基づき、
国家公安委員会が認定を行った都道府県暴力追放運動推進センターをいう。

