
資料７

○ 内閣府所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国立公文書館 大臣官房公文書管理課 ０３－３５８１－４７１８

北方領土問題対策協会 北方対策本部 ０３－３５８１－２１０３

沖縄科学技術研究基盤整備機構 沖縄振興局総務課 ０３－３５８１－９９７４

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国立公文書館 http://www.archives.go.jp/information/pdf/hoshu_kyuyo_2011.pdf 総務課 ０３－３２１４－０６２３

北方領土問題対策協会
http://www.hoppou.go.jp/hokutaikyo/summary/pdf/remuneration2
010.pdf

総務課 ０３－３８４３－３６３０

沖縄科学技術研究基盤整備機構
http://www.oist.jp/images/stories/pdf/information/FY2010_hosyu_
kyuyo.pdf

人事業務課 ０９８－９６６－８７１１

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 消費者庁所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国民生活センター http://www.caa.go.jp/region/pdf/h22_kokusen.pdf 地方協力課 ０３－３５０７－９１７５

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/hello/gaiyou.html 総務部総務課 ０４２－７５８－３１６２

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 総務省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

所管全法人 http://www.soumu.go.jp/menu_03/syokan/ichiran.html 大臣官房総務課 ０３－５２５３－５０９０

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

情報通信研究機構
http://www.nict.go.jp/4otfsk000000jars-att/benefit-salary-level-
2010.pdf

総務部人事室職員グループ ０４２－３２７－７５２１

統計センター http://www.nstac.go.jp/release/pdf/kyuyosuijun.pdf 総務部総務課 ０３－５２７３－１２１１

平和祈念事業特別基金 http://www.heiwa.go.jp/kikin/pdf/yakushoku_kyuyo2011.pdf 総務部企画・総務担当 ０３－５８６０－２７４５

郵便貯金・簡易生命保険管理機構 http://www.yuchokampo.go.jp/release/pdf/hoshukyuyo_h22.pdf 総務部総務課 ０３－５４７２－７１０１

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 法務省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

日本司法支援センター
http://www.moj.go.jp/housei/sougouhouritsushien/kanbou_center_i
ndex.html

大臣官房司法法制部司法法制課 ０３－３５８０－４１１１

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

日本司法支援センター
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/kouhyou_jikou/kyuuy
o/

総務部人事課 ０５０－３３８３－５３３３

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

独立行政法人の役職員の給与水準を公表しているＨＰ等一覧

http://www.cao.go.jp/kikan/yakushokuin/
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○ 外務省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国際協力機構 国際協力局政策課 ０３－５５０１－８３５７

国際交流基金 広報文化交流部文化交流課 ０３－５５０１－８１３９

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国際協力機構 http://www.jica.go.jp/disc/salary/pdf/h23_kyuyo01.pdf 人事部給与厚生課 ０３－５２２６－９７７６

国際交流基金
http://www.jpf.go.jp/j/about/outline/admin/summary/outline/h22_
hoshu_kikin.pdf

総務部人事課 ０３－５３６９－６０５２

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 財務省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

所管全法人 http://www.mof.go.jp/about_mof/agency/doppo/index.htm 大臣官房文書課 ０３－３５８１－７６９９

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

酒類総合研究所 http://www.nrib.go.jp/gui/housyu/yakusyoku.htm 総務課総務係 ０８２－４２０－０８００

造幣局 http://www.mint.go.jp/info/pdf/yakusyokuin_22.pdf 総務部人事課 ０６－６３５１－５３１９

国立印刷局 http://www.npb.go.jp/ja/security/link/documents/sosiki22.pdf 経営企画部 ０３－３５８７－４５２４

日本万国博覧会記念機構
http://www.expo70.or.jp/organization/pdf/soumu/2307/ys_housyu
u22.pdf

総務部総務課 ０６－６８７７－３３３４

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 文部科学省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

所管全法人
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/attach/1307859.ht
m

大臣官房人事課給与班
給与調整係

０３－５２５３－４１１１
（内線２９３４）

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国立特別支援教育総合研究所
http://www.nise.go.jp/cms/resources/content/348/yakuinkyuuyoH
22.pdf

総務部総務課人事係 ０４６－８３９－６８１２

大学入試センター http://www.dnc.ac.jp/modules/dnc/content0042.html
総務企画部総務課人
事・人材係

０３－５４７８－１２１５

国立青少年教育振興機構 http://www.niye.go.jp/about/public/other.html 管理部人事課給与係 ０３－６４０７－７６４６

国立女性教育会館 http://www.nwec.jp/jp/data/page0145-2010.pdf 総務課総務係 ０４９３－６２－６７１９

国立科学博物館 http://www.kahaku.go.jp/disclosure/organization/imgs/benefit22.pdf 経営管理課人事担当 ０３－５８１４－９８１６

物質・材料研究機構 http://www.nims.go.jp/nims/disclosure/term02/h22_salaly.pdf 総務部人事課 ０２９－８５９－２６９３

防災科学技術研究所 http://www.bosai.go.jp/kokai/johokokai/johoteikyo/22kyuyo.pdf 総務部総務課 ０２９－８６３－７７１８

放射線医学総合研究所 http://www.nirs.go.jp/public/operation/pdf/suijun22.pdf 総務部人事課人事第１係 ０４３－２０６－３００５

国立美術館 http://www.artmuseums.go.jp/06/20110630.pdf 本部事務局人事担当 ０３－３２１４－２５８３

国立文化財機構 http://www.nich.go.jp/data/kihon/hoshu2010.pdf 本部事務局総務企画課人事担当 ０３－３８２２－２４３８

教員研修センター http://www.nctd.go.jp/22jou.html 総務課人事係 ０２９－８７９－６６１１

科学技術振興機構 http://www.jst.go.jp/johokokai/joho.html 総務部職員課 ０４８－２２６－５６０５

日本学術振興会 http://www.jsps.go.jp/koukai/data/hosyu_h22.pdf 総務部総務課 ０３－３２６３－１７２２

理化学研究所 http://www.riken.jp/r-world/disclosure/info/pdf/kyuyosuijyun22.pdf人事部職員課 ０４８－４６７－９７８４

宇宙航空研究開発機構 http://www.jaxa.jp/about/disclosure/data/hosyu22.pdf 人事部職員課 ０５０－３３６２－８０９５

日本スポーツ振興センター http://naash.go.jp/corp/Portals/0/corp/pdf/22kyuyo-kouhyou.pdf 総務部人事課 ０３－５４１０－９１２６

日本芸術文化振興会
http://www.ntj.jac.go.jp/assets/files/about/document/kyuuyo_h22.
pdf

総務企画部総務課 ０３－３２６５－６１２９

日本学生支援機構 http://www.jasso.go.jp/personnel/documents/kyuuyo10.pdf 総務部人事課 ０３－６７４３－６０１８

海洋研究開発機構 http://www.jamstec.go.jp/j/about/disclosure/informations.html 総務部人事課 ０４６－８６７－９０８６

国立高等専門学校機構 http://www.kosen-k.go.jp/information/23kyuyosuijyun.pdf 人事課人事第二係 ０４２－６６２－３１５８

大学評価・学位授与機構 http://www.niad.ac.jp/n_koukai/houshu/ 管理部総務企画課人事係 ０４２－３０７－１５１４

国立大学財務・経営センター http://jigyou.zam.go.jp/hojinbunsyo/info_3.html 総務部総務課総務係 ０３－４２１２－６１１２

日本原子力研究開発機構 http://www.jaea.go.jp/02/pdf/kyuyo_h22.pdf 人事部給与課
０２９－２８２－１１２２

（内線４０８５０）

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。
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○ 厚生労働省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国立健康・栄養研究所
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou01/

大臣官房厚生科学課
０３－５２５３－１１１１

（内線３８１２）

労働安全衛生総合研究所
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou05/

労働基準局安全衛生部
計画課

（内線５５５０）

勤労者退職金共済機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou07/

労働基準局勤労者生活
部勤労者生活課

（内線５３６４）

高齢・障害者雇用支援機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou08/

職業安定局高齢・障害
者雇用対策部企画課

（内線５８１３）

福祉医療機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou10/

社会・援護局福祉基盤課 （内線２８６９）

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou11/

社会・援護局障害保健
福祉部障害福祉課

（内線３０３９）

労働政策研究・研修機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou12/

政策統括官付労政担当
参事官室

（内線７７４０）

雇用・能力開発機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou09/

職業能力開発局総務課 （内線５９３９）

労働者健康福祉機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou06/

労働基準局労災補償部
労災管理課

（内線５４５１）

国立病院機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou03/

医政局国立病院課国立
病院機構管理室

（内線２６３４）

医薬品医療機器総合機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou02/

医薬食品局総務課 （内線２９１３）

医薬基盤研究所
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou04/

大臣官房厚生科学課 （内線３８１２）

年金・健康保険福祉施設整理機構
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou13/

年金局事業企画課 （内線３６２４）

年金積立金管理運用
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou14/

年金局総務課 （内線３３４３）

国立がん研究センター
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou15/

医政局国立病院課 （内線２６２７）

国立循環器病研究センター
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou16/

医政局国立病院課 （内線２６２７）

国立精神・神経医療研究センター
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou17/

医政局国立病院課 （内線２６２７）

国立国際医療研究センター
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou18/

医政局国立病院課 （内線２６２７）

国立成育医療研究センター
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou19/

医政局国立病院課 （内線２６２７）

国立長寿医療研究センター
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/
shiryou20/

医政局国立病院課 （内線２６２７）

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国立健康・栄養研究所 http://www.nih.go.jp/eiken/assets/images/kyuyo22nendo.pdf 事務部庶務課 ０３－３２０３－５７２１

労働安全衛生総合研究所 http://www.jniosh.go.jp/release/kohyo.html 総務部総務課 ０４２－４９１－４５１２

勤労者退職金共済機構 http://www.taisyokukin.go.jp/dis/PDF/k_suijyun_h22.pdf 総務部人事課
０３－３４３６－０１５１

（内線５２８）

高齢・障害者雇用支援機構 http://www.jeed.or.jp/disclosure/jeed/jeed.html 総務部職員課 ０３－５４００－１６０５

福祉医療機構 http://hp.wam.go.jp/koukai/yakuin/tabid/114/Default.aspx#3 総務企画部人事課 ０３－３４３８－０２１６

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 http://www.nozomi.go.jp/ 総務部総務課人事係 ０２７－３２０－１３１０

労働政策研究・研修機構 http://www.jil.go.jp/outline/houki/documents/H22kyuyosuijun.pdf 総務部人事課
０３－５９０３－６１１１

（内線９１４）

雇用・能力開発機構 http://www.ehdo.go.jp/profile/koukai.html 総務部給与課 ０４５－６８３－１２３３

労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/jigyogaiyo/jyoho/koukai_shiryou/index.html
#kyuyosuijyun

職員部給与課 ０４４－５５６－９８４２

国立病院機構 http://www.hosp.go.jp/12,582,25.html 本部総務部人事課 ０３－５７１２-５０６１

医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/guide/jyohokokai/kohyo/file/h23hoshukohyo.pdf 総務部職員課 ０３－３５０６－９５０２

医薬基盤研究所 http://www.nibio.go.jp/information/legal/ 総務部総務課人事給与係 ０７２－６４１－９８１１

年金・健康保険福祉施設整理機構 http://www.rfo.go.jp/doc/22kyuyo.pdf 総務部総務課 ０４７－４２０－９９０１

年金積立金管理運用 http://www.gpif.go.jp/public/organization.html 管理部総務課 ０３－３５０２－２４８０

国立がん研究センター http://www.ncc.go.jp/jp/about/hojin/joho.html 人事部人事課 ０３－３５４２－２５１１

国立循環器病研究センター http://www.ncvc.go.jp/about/index.html 人事部人事課 ０６－６８３３－５０１２

国立精神・神経医療研究センター http://www.ncnp.go.jp/guide/about.html 総務部人事課
０４２－３４１－２７１２

（内線２１７９）

国立国際医療研究センター http://www.ncgm.go.jp/center_info/index.html 総務部総務課 ０３－３２０２－７１８１

国立成育医療研究センター http://www.ncchd.go.jp/center/information/public_info/teikyo.html 人事部人事課 ０３－３４１６－０１８１

国立長寿医療研究センター http://www.ncgg.go.jp/joho.html 総務部人事課
０５６２－４６－２３１５

（内線２１５１）

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。
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○農林水産省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

所管全法人 http://www.maff.go.jp/j/corp/dokuhou/index.html 大臣官房秘書課 ０３－６７４４－２３９４

(独立行政法人)
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

農林水産消費安全技術センター http://www.famic.go.jp/public_information/sonota/kyuuyosuijun.html 総務部人事課 ０５０－３７９７－１８３０

種苗管理センター http://www.ncss.go.jp/main/info/johokoukai.html 管理部総務課 ０２９－８３８－６５８１

家畜改良センター http://www.nlbc.go.jp/pdf/sonota/22yakuin-kyuyo.pdf 総務部人事課 ０２４８－２５－２７５９

水産大学校 http://www.fish-u.ac.jp/johokoukai/doc02/H22_kyuyokouhyo.pdf 総務部庶務課 ０８３－２８６－５１１２

農業・食品産業技術総合研究機構
http://www.naro.affrc.go.jp/public_information/salary/standard/ind
ex.html

統括部人事課 ０２９－８３８－８３４０

農業生物資源研究所 http://www.nias.affrc.go.jp/koukai/houshu-kyuyo-H23-06-up.pdf 庶務室人事チーム ０２９－８３８－７４０4

農業環境技術研究所 http://www.niaes.affrc.go.jp/lawopen/110630/kyuyosuijun.pdf 総務管理室 ０２９－８３８－８１５６

国際農林水産業研究センター http://www.jircas.affrc.go.jp/koukai/houtei/pdf/kyuyosuijun.pdf 総務部庶務課 ０２９－８３８－６３１２

森林総合研究所
http://www.ffpri.affrc.go.jp/koukaijouhou/soshiki/documents/kyuuy
okouhyou-h22.pdf

総務部職員課 ０２９－８２９－８１７２

水産総合研究センター http://www.fra.affrc.go.jp/kitei/sonota/kyuyo22.pdf 経営企画部人事課 ０４５－２２７－２６３９

農畜産業振興機構 http://www.alic.go.jp/disclosure/info-salary.html 総務部 ０３－３５８３－８４２５

農業者年金基金 http://www.nounen.go.jp/hoteijoho/conts03_2.html 総務部総務課 ０３－３５０２－６６９６

農林漁業信用基金
http://www.affcf.com/information_disclosure/outline2/22yakusyok
uin-kyuyo.pdf

総務部人事課 ０３－３２９４－４４９１

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 経済産業省所管

(主務省)
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当者所属部署 連絡先電話番号

所管全法人 http://www.meti.go.jp/intro/koueki_houjin/a_index_04.html 大臣官房政策評価広報課 ０３－３５０１－１０４２

(独立行政法人)
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当者所属部署 連絡先電話番号

経済産業研究所 http://www.rieti.go.jp/jp/about/kyuyosuijyun22.pdf 財務・経理担当 ０３－３５０１－１３６３

工業所有権情報・研修館 http://www.inpit.go.jp/about/sosiki/officer/index.html 総務部 ０３－３５０１－５７６５

日本貿易保険
http://www.nexi.go.jp/corporate/info/general/organization/pdf/yak
uin.pdf

総務部人事グループ ０３－３５１２－７６５６

産業技術総合研究所 http://unit.aist.go.jp/hrd/ci/soukatsu/kyuuyosuijun22.pdf 総務本部人事部人事室 ０２９－８６２－６２８４

製品評価技術基盤機構 http://www.nite.go.jp/gen/kyuyo.html 企画管理部人事企画課 ０３－３４８１－０９５２

新エネルギー・産業技術総合開発機構 http://www.nedo.go.jp/content/100153526.pdf 人事部人事課 ０４４－５２０－５１０２

日本貿易振興機構 http://www.jetro.go.jp/disclosure/info/houshukyuyo/houshukyuyo2010.pdf 総務部人事課 ０３－３５８２－５５３８

原子力安全基盤機構 http://www.jnes.go.jp/jyohou/teikyo/soshiki/teikyou.html 総務部人事グループ ０３－４５１１－１２４０

情報処理推進機構 http://www.ipa.go.jp/about/tsusoku/pdf/9-22.pdf 総務部総務グループ ０３－５９７８－７５０１

石油天然ガス・金属鉱物資源機構
http://www.jogmec.go.jp/about_jogmec/informationopen/docs/yak
uin_housyu_h22.pdf

総務部人事課 ０３－６７５８－８１４０

中小企業基盤整備機構 http://www.smrj.go.jp/kikou/disclo/035509.html 総務部人事グループ ０３－５４７０－１５０２

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。
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○ 国土交通省所管

（主務省）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

所管全法人 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo04_hy_000007.html 大臣官房総務課 ０３－５２５３－８１８４

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

土木研究所 http://www.pwri.go.jp/jpn/jouhou/docs/pwri-h22.pdf 総務部総務課 ０２９－８７９－６７００

建築研究所
http://www.kenken.go.jp/japanese/information/announcement/kyu
yosuijun/yakushokuinhoushu.pdf

総務部総務課 ０２９－８６４－２１５１

交通安全環境研究所 http://www.ntsel.go.jp/disclose/kouhyo.html 総務課 ０４２２－４１－３２０４

海上技術安全研究所
http://www.nmri.go.jp/main/overview/yakuinrireki/kaigiken-
yakusyoku-22.pdf

総務部総務課 ０４２２－４１－３３８１

港湾空港技術研究所 http://www.pari.go.jp/public/others/ 企画管理部総務課 ０４６－８４４－５０１０

電子航法研究所 http://www.enri.go.jp/info/koukaisiryou/koukaisiryou_index.htm 総務課 ０４２２－４１－３１６６

航海訓練所 http://www.kohkun.go.jp/public_info/yakusyokuin_kyuyo_110630.pdf 総務課 ０４５－２１１－７３０２

海技教育機構 http://www.mtea.ac.jp/jouhou/soshiki/kyuyokohyou22.pdf 総務課 ０５４－３３４－０９７０

航空大学校
http://www.kouku-dai.ac.jp/cgi-
bin/06_information/view.cgi?print=20&sort=down4%20down5%20dow
n6&keys2=1&word=0&tid=list3

総務課 ０９８５－５１－１２１１

自動車検査独立行政法人 http://www.navi.go.jp/info/report.html 総務部人事課 ０３－５３６３－３４４２

鉄道建設・運輸施設整備支援機構
http://www.jrtt.go.jp/01Organization/org/pdf/yakushokuinhosyu22.
pdf

総務部広報課 ０４５－２２２－９１０１

国際観光振興機構 http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/r_yakusyokuin-kyuyo-h22.pdf 企画部人事グループ ０３－３２１６－１９０５

水資源機構
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/jyohokokai/document/pdf/
20_s22_document.pdf

人事部人事課 ０４８－６００－６５００

自動車事故対策機構 http://www.nasva.go.jp/gaiyou/documents/04_kitei-09.pdf 総務部人事グループ ０３－５２７６－４４５４

空港周辺整備機構 http://www.oeia.or.jp/docs/upfile/22kyuyo.pdf
大阪国際空港事業本部
総務部総務課

０６－６８４３－１６６１

海上災害防止センター http://www.mdpc.or.jp/contents/information/index.html 総務部総務課 ０４５－２２４－４３１１

都市再生機構 http://www.ur-net.go.jp/jkoukai/hoshusuijun 総務人事部職員チーム ０４５－６５０－０２５９

奄美群島振興開発基金 http://www.amami.go.jp/Yakushokuin-Suijyun22.pdf 総務企画課 ０９９７－５２－４５１１

日本高速道路保有・債務返済機構 http://www.jehdra.go.jp/pdf/831.pdf 総務部総務課 ０３－３５０８－５１６２

住宅金融支援機構 http://www.jhf.go.jp/teikyou/kyuyokohyou.html 総務人事部人事グループ ０３－５８００－８０３１

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 環境省所管

(主務省)
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

所管全法人 http://www.env.go.jp/info/hojin 総合環境政策局総務課 ０３－５５２１－８２２８

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

国立環境研究所 http://www.nies.go.jp/kihon/housyu/h22/index.html 総務部総務課 ０２９－８５０－２３１６

環境再生保全機構 http://www.erca.go.jp/koukai/index.html 総務部総務課 ０４４－５２０－９５０１

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

○ 防衛省所管

(主務省)
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

駐留軍等労働者労務管理機構 http://www.mod.go.jp/j/profile//houjin/h22_kyuuyosuijun.pdf 地方協力局労務管理課
０３－３２６８－３１１１

（内線３６５５２）

（独立行政法人）
法　　　　人　　　　名 ア　　　ド　　　レ　　　ス 担当部署 連絡先電話番号

駐留軍等労働者労務管理機構 http://www.lmo.go.jp/disclosure/pdf/kyuyo_h22.pdf 管理部庶務課
０３－５７３０－２１６３

（内線３１６）

（注）「アドレス」等は、平成23年６月30日現在のもの。

http://www.pwri.go.jp/jpn/jouhou/docs/pwri-h22.pdf
http://www.kenken.go.jp/japanese/information/announcement/kyuyosuijun/yakushokuinhoushu.pdf
http://www.kenken.go.jp/japanese/information/announcement/kyuyosuijun/yakushokuinhoushu.pdf
http://www.ntsel.go.jp/disclose/kouhyo.html
http://www.nmri.go.jp/main/overview/yakuinrireki/kaigiken-yakusyoku-22.pdf
http://www.nmri.go.jp/main/overview/yakuinrireki/kaigiken-yakusyoku-22.pdf
http://www.pari.go.jp/public/others/
http://www.enri.go.jp/info/koukaisiryou/koukaisiryou_index.htm
http://www.kohkun.go.jp/public_info/yakusyokuin_kyuyo_110630.pdf
http://www.mtea.ac.jp/jouhou/soshiki/kyuyokohyou22.pdf
http://www.kouku-dai.ac.jp/cgi-bin/06_information/view.cgi?print=20&sort=down4%20down5%20down6&keys2=1&word=0&tid=list3
http://www.kouku-dai.ac.jp/cgi-bin/06_information/view.cgi?print=20&sort=down4%20down5%20down6&keys2=1&word=0&tid=list3
http://www.kouku-dai.ac.jp/cgi-bin/06_information/view.cgi?print=20&sort=down4%20down5%20down6&keys2=1&word=0&tid=list3
http://www.navi.go.jp/info/report.html
http://www.jrtt.go.jp/01Organization/org/pdf/yakushokuinhosyu22.pdf
http://www.jrtt.go.jp/01Organization/org/pdf/yakushokuinhosyu22.pdf
http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/r_yakusyokuin-kyuyo-h22.pdf
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/jyohokokai/document/pdf/20_s22_document.pdf
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/jyohokokai/document/pdf/20_s22_document.pdf
http://www.nasva.go.jp/gaiyou/documents/04_kitei-09.pdf
http://www.oeia.or.jp/docs/upfile/22kyuyo.pdf
http://www.mdpc.or.jp/contents/information/index.html
http://www.ur-net.go.jp/jkoukai/hoshusuijun
http://www.amami.go.jp/Yakushokuin-Suijyun22.pdf
http://www.jehdra.go.jp/pdf/831.pdf
http://www.jhf.go.jp/teikyou/kyuyokohyou.html
http://www.erca.go.jp/koukai/index.html
http://www.mod.go.jp/j/profile/houjin/h22_kyuuyosuijun.pdf
http://www.lmo.go.jp/disclosure/pdf/kyuyo_h22.pdf

