
区分 対象業務 設立年月日

大学 H19.4.1

試験研究 H22.4.1

大学 H20.4.1

試験研究 H21.4.1

大学 H17.4.1

試験研究 H18.4.1 ※

公営企業型 H18.4.1

大学 H21.4.1

公営企業型 H23.4.1

大学 H16.4.1

大学 H18.4.1

公営企業型 H21.4.1

社会福祉 H22.4.1

大学 H21.4.1

大学 H21.4.1

公営企業型 H20.4.1

大学 H18.4.1

大学 H18.4.1

公営企業型 H28.4.1

公営企業型 H30.4.1

公営企業型 R4.4.1

大学 H30.4.1

大学 H22.4.1

公営企業型 R3.4.1

大学 H17.4.1

試験研究 H18.4.1

公営企業型 H21.4.1

公営企業型 H22.4.1

試験研究 H29.4.1

大学 H30.4.1

大学 H21.4.1

大学 H25.4.1

大学 H27.4.1

大学 H23.4.1

大学 H19.4.1

大学 H22.4.1

公営企業型 H22.4.1 ※

公営企業型 H22.4.1

大学 H30.4.1
長野県

地方独立行政法人長野県立病院機構

公立大学法人長野県立大学

石川県 石川県公立大学法人

富山県 公立大学法人富山県立大学

福井県 公立大学法人福井県立大学

山梨県

地方独立行政法人の設立状況（令和４年４月１日現在）

岩手県
公立大学法人岩手県立大学

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

宮城県

地方独立行政法人宮城県立こども病院

公立大学法人宮城大学

地方独立行政法人宮城県立病院機構

設立団体 法人名

都道
府県

山形県・酒田市 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構

福島県
公立大学法人福島県立医科大学

公立大学法人会津大学

地方独立行政法人栃木県立がんセンター

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター

秋田県

公立大学法人国際教養大学

公立大学法人秋田県立大学

地方独立行政法人秋田県立病院機構

地方独立行政法人秋田県立療育機構

神奈川県

北海道
北海道公立大学法人札幌医科大学

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

青森県
公立大学法人青森県立保健大学

地方独立行政法人青森県産業技術センター

山形県
公立大学法人山形県立保健医療大学

山形県公立大学法人

地方独立行政法人栃木県立岡本台病院

栃木県

公立大学法人新潟県立大学

公立大学法人新潟県立看護大学

群馬県 群馬県公立大学法人

公立大学法人埼玉県立大学

東京都公立大学法人

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

埼玉県
地方独立行政法人埼玉県立病院機構

東京都

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学

新潟県

公立大学法人山梨県立大学

地方独立行政法人山梨県立病院機構



区分 対象業務 設立年月日設立団体 法人名

大学 H22.4.1

公営企業型 H22.4.1

公営企業型 H22.4.1

公営企業型 H22.4.1

大学 H19.4.1

公営企業型 H21.4.1

大学 H22.4.1

大学 R3.4.1

大学 H19.4.1

大学 H21.4.1

公営企業型 H24.4.1 ※

大学 H18.4.1

大学 H20.4.1

公営企業型 H18.4.1

試験研究 H24.4.1

試験研究 H29.4.1

試験研究 H29.4.1

大学 H31.4.1

大学 H25.4.1

大学 H19.4.1

公営企業型 H26.4.1

大学 H27.4.1

大学 H18.4.1

試験研究 H19.4.1 ※

大学 H24.4.1

大学 H19.4.1

大学 H19.4.1

公営企業型 H19.4.1

大学 H19.4.1

大学 H18.4.1

試験研究 H21.4.1 ※

公営企業型 H23.4.1

公営企業型 H25.4.1

大学 H22.4.1

大学 H23.4.1

大学 H18.4.1

大学 H18.4.1

大学 H18.4.1

公営企業型 H22.4.1

大学 H17.4.1

都道
府県

佐賀県

山口県

和歌山県

京都府

大阪府・大阪市

長崎県 長崎県公立大学法人

愛媛県 公立大学法人愛媛県立医療技術大学

高知県 高知県公立大学法人

福岡県

公立大学法人九州歯科大学

公立大学法人福岡女子大学

公立大学法人福岡県立大学

徳島県 地方独立行政法人徳島県鳴門病院

島根県 公立大学法人島根県立大学

岡山県
公立大学法人岡山県立大学

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

広島県 広島県公立大学法人

鳥取県 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター

鳥取県・鳥取市 公立大学法人公立鳥取環境大学

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

地方独立行政法人大阪産業技術研究所

兵庫県 兵庫県公立大学法人

奈良県

公立大学法人奈良県立医科大学

公立大学法人奈良県立大学

地方独立行政法人奈良県立病院機構

公立大学法人大阪

大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所

愛知県 愛知県公立大学法人

三重県
公立大学法人三重県立看護大学

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

滋賀県 公立大学法人滋賀県立大学

静岡県

公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学

岐阜県

公立大学法人岐阜県立看護大学

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

静岡県公立大学法人

地方独立行政法人静岡県立病院機構

公立大学法人静岡文化芸術大学

京都府公立大学法人

公立大学法人和歌山県立医科大学

公立大学法人山口県立大学

地方独立行政法人山口県産業技術センター

地方独立行政法人山口県立病院機構

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館



区分 対象業務 設立年月日設立団体 法人名

大学 H18.4.1

大学 H18.4.1

大学 H18.4.1

大学 H29.4.1

大学 R3.4.1

大学 R4.4.1

大学 H18.4.1

大学 H17.4.1

公営企業型 H28.4.1

大学 H18.4.1

公営企業型 H23.4.1

大学 H24.4.1

試験研究 H26.4.1

公営企業型 H26.10.1

博物館 H31.4.1

動物園 R3.4.1

公営企業型 H24.4.1

大学 H19.4.1

公営企業型 H21.4.1

大学 H31.4.1

公営企業型 H26.4.1

大学 H22.4.1

公営企業型 H26.4.1

大学 H17.4.1

公営企業型 H31.4.1

公営企業型 H22.4.1

大学 H31.4.1

公営企業型 H31.4.1

大学 H21.4.1

大学 H25.4.1

公営企業型 H26.4.1

公営企業型 H30.10.1

公営企業型 H25.4.1

大学 H25.4.1

大学 H23.4.1

公営企業型 H22.4.1

公営企業型 H22.10.1

公営企業型 H28.4.1

公営企業型 R4.4.1

大学 H26.4.1

大学 R3.4.1

地方独立行政法人さんむ医療センター

千葉県

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター

長岡市 公立大学法人長岡造形大学

都道
府県

指定
都市

市区
町村

地方独立行政法人北九州市立病院機構
北九州市

公立大学法人三条市立大学

東金市・九十九里町 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

香取市

旭市 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院

筑西市

山武市

岡山市

静岡市

新潟県
三条市

地方独立行政法人新小山市民病院

高崎市 公立大学法人高崎経済大学

前橋市 公立大学法人前橋工科大学

福岡市 地方独立行政法人福岡市立病院機構

青森市 公立大学法人青森公立大学

秋田市
公立大学法人秋田公立美術大学

地方独立行政法人市立秋田総合病院

小山市栃木県

群馬県

公立大学法人千歳科学技術大学

地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院

地方独立行政法人茨城県西部医療機構

青森県

秋田県

千歳市

広尾町
北海道

茨城県

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター

広島市
公立大学法人広島市立大学

地方独立行政法人広島市立病院機構

公立大学法人北九州市立大学

地方独立行政法人大阪市民病院機構

堺市 地方独立行政法人堺市立病院機構

公立大学法人神戸市外国語大学

地方独立行政法人神戸市民病院機構

地方独立行政法人大阪市博物館機構

公立大学法人神戸市看護大学

神戸市

大阪市

地方独立行政法人天王寺動物園

地方独立行政法人静岡市立静岡病院

名古屋市 公立大学法人名古屋市立大学

京都市

地方独立行政法人京都市立病院機構

公立大学法人京都市立芸術大学

地方独立行政法人京都市産業技術研究所

大分県
公立大学法人大分県立看護科学大学

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学

宮崎県 公立大学法人宮崎県立看護大学

札幌市 公立大学法人札幌市立大学

横浜市 公立大学法人横浜市立大学

公立大学法人沖縄県立看護大学

公立大学法人沖縄県立芸術大学
沖縄県

熊本県 公立大学法人熊本県立大学



区分 対象業務 設立年月日設立団体 法人名

大学 H22.4.1

大学 H30.4.1

大学 H26.4.1

大学 H21.4.1

公営企業型 H31.4.1

公営企業型 H28.4.1

大学 H29.4.1

公営企業型 H21.10.1

公営企業型 H29.4.1

大学 H28.4.1

公営企業型 H23.4.1

公営企業型 H26.4.1

公営企業型 H28.10.1

公営企業型 H23.4.1

公営企業型 H23.10.1

公営企業型 R2.4.1

大学 H20.4.1

公営企業型 R3.4.1

大学 H24.4.1

大学 R3.4.1

公営企業型 H24.4.1

大学 H19.4.1

公営企業型 H24.4.1

大学 H28.4.1

大学 R4.4.1

公営企業型 H22.4.1

公営企業型 H23.4.1

公営企業型 H27.4.1

公営企業型 H25.4.1

公営企業型 H23.4.1

公営企業型 H24.4.1

公営企業型 H17.4.1

公営企業型 H28.4.1

大学 H19.4.1

公営企業型 H28.4.1

公営企業型 H20.4.1

大学 H20.4.1

大学 H30.4.1

一部
事務
組合
　・
広域
連合

地方独立行政法人玉野医療センター

福山市 公立大学法人福山市立大学

兵庫県

山口県

周南市

地方独立行政法人たつの市民病院機構

加古川市 地方独立行政法人加古川市民病院機構

明石市 地方独立行政法人明石市立市民病院

泉佐野市 地方独立行政法人りんくう総合医療センター

大阪府

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

公立大学法人敦賀市立看護大学

都留市 公立大学法人都留文科大学

長野市 地方独立行政法人長野市民病院

上田市 公立大学法人長野大学

桑名市

公立大学法人福知山公立大学

敦賀市

市区
町村

公立大学法人周南公立大学

地方独立行政法人大月市立中央病院

公立大学法人金沢美術工芸大学

小松市 公立大学法人公立小松大学

地方独立行政法人市立大津市民病院

公立大学法人新見公立大学

地方独立行政法人市立吹田市民病院

東大阪市 地方独立行政法人市立東大阪医療センター

たつの市

大月市
山梨県

函館圏公立大学広域連合
（２市１町）

北海道

福岡県

新見市

大津市

長崎県

吹田市

宮崎県

沖縄県

石川県

福井県

長野県

三重県

滋賀県

京都府

広島県

金沢市

岡山県
玉野市

福知山市

那覇市

長野県

公立大学法人尾道市立大学

府中市 地方独立行政法人府中市病院機構

下関市
公立大学法人下関市立大学

地方独立行政法人下関市立市民病院

山陽小野田市 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学

地方独立行政法人西都児湯医療センター

芦屋町 地方独立行政法人芦屋中央病院

鞍手町 地方独立行政法人くらて病院

尾道市

宮崎市 公立大学法人宮崎公立大学

西都市

地方独立行政法人北松中央病院

地方独立行政法人佐世保市総合医療センター

大牟田市

地方独立行政法人筑後市立病院

佐世保市

地方独立行政法人那覇市立病院

川崎町 地方独立行政法人川崎町立病院

諏訪広域公立大学事務組合
（３市２町１村）

地方独立行政法人大牟田市立病院

筑後市

公立大学法人公立はこだて未来大学

公立大学法人公立諏訪東京理科大学

長崎市 地方独立行政法人長崎市立病院機構



区分 対象業務 設立年月日設立団体 法人名

公営企業型 H31.4.1

公営企業型 H29.10.1

大学 H22.4.1

51 23 10 1 0 0 85

8 9 1 0 1 1 20

20 31 0 0 0 0 51

3 2 0 0 0 0 5

82 65 11 1 1 1 161

熊本県

沖縄県

区分

対象業務

北部広域市町村圏事務組合
（１市２町９村）

一部
事務
組合
　・
広域
連合

滋賀県
公立甲賀病院組合
(２市)

玉名市玉東町病院設立組合
（１市１町）

地方独立行政法人くまもと県北病院

地方独立行政法人公立甲賀病院

公立大学法人名桜大学

動物園

※特定地方独立行政法人

公営企業型 試験研究 社会福祉大学

都道府県

指定都市

市区町村

一部事務組合・広域連合

合計

博物館 合計


	設立状況

