
令和4年6月現在

府省庁名 機 関 名 郵便番号 所 在 地 電話番号

警察庁 九州管区警察局 870-0022 大分市大手町3-1-1 097-536-2131

大分県情報通信部

総務省 大分行政監視行政相談センター 870-0016 大分市新川町2-1-36 097-532-3715

大分合同庁舎4階

法務省 大分地方法務局 870-8513 大分市荷揚町7-5 097-532-3161

大分法務総合庁舎

大分地方法務局 873-0001 杵築市大字杵築665-137 0978-62-2271

杵築支局

大分地方法務局 876-0815 佐伯市野岡町2-13-25 0972-24-0772

佐伯支局 佐伯法務総合庁舎

大分地方法務局 878-0011 竹田市大字会々1525-8 0974-62-2315

竹田支局

大分地方法務局 871-0031 中津市大字中殿550-20 0979-22-0584

中津支局 中津合同庁舎

大分地方法務局 879-0453 宇佐市大字上田1055-1 0978-32-0508

宇佐支局 宇佐合同庁舎

大分地方法務局 877-0025 日田市田島2-11-46 0973-22-2719

日田支局

福岡出入国在留管理局 870-8521 大分市荷揚町7－5 097-536-5006

大分出張所 大分法務総合庁舎1階

大分保護観察所 870-8523 大分市荷揚町7－5 097-532-2053

大分法務総合庁舎5階

大分刑務所 870-8588 大分市大字畑中5-4-1 097-543-5177

大分刑務所 871-0050 中津市二ノ丁1259 0979-22-0138

中津拘置支所 法務合同庁舎

大分少年院 879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2721 0974-22-0610

中津少年学院 871-0152 中津市大字加来1205 0979-32-2321

大分少年鑑別所 870-0016 大分市新川町1-5-28 097-534-7576

検察庁 大分地方検察庁 870-8510 大分市荷揚町7－5 097-534-4100

大分法務総合庁舎

大分地方検察庁 873-0001 杵築市大字杵築1321-1 0978-62-2259

杵築支部

大分地方検察庁 876-0815 佐伯市野岡町2-13-25 0972-22-0116

佐伯支部

大分地方検察庁 878-0013 竹田市大字竹田2059-2 0974-63-2279

竹田支部

大分地方検察庁 871-0050 中津市二ノ丁1259 0979-22-0189

中津支部

大分地方検察庁 877-0012 日田市淡窓1-1-58 0973-23-2622

日田支部

財務省 九州財務局 870-0016 大分市新川町2-1-36 097-532-7107

大分財務事務所 大分合同庁舎

門司税関 870-0107 大分市大字海原字地浜916-5 097-521-2691

大分税関支署 大分港湾合同庁舎

門司税関 大分税関支署 876-0811 佐伯市鶴谷町2-3-30 0972-25-0059

佐伯出張所 佐伯港湾合同庁舎

門司税関 大分税関支署 879-2442 津久見市港町8-5 0972-82-2325

津久見出張所 津久見港湾合同庁舎

門司税関 大分税関支署 873-0231 国東市安岐町大字下原13 0978-67-3345

大分空港出張所

大分県内の国の行政機関等一覧
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国税庁 大分税務署 870-8616 大分市中島西1-1-32 097-532-4171

別府税務署 874-8686 別府市光町22-25 0977-23-2111

中津税務署 871-8642 中津市大字中殿550-20 0979-22-3111

中津合同庁舎

日田税務署 877-8691 日田市田島2-7-1 0973-23-2136

佐伯税務署 876-0804 佐伯市蟹田9-5 0972-22-0910

臼杵税務署 875-8686 臼杵市大字臼杵2-107-637 0972-63-8522

竹田税務署 878-8791 竹田市大字会々1650-17 0974-63-3141

宇佐税務署 879-0498 宇佐市大字上田1055-1 0978-32-0360

宇佐合同庁舎

三重税務署 879-7192 豊後大野市三重町市場1225-9 0974-22-1015

三重合同庁舎

厚生労働省 九州厚生局 870-0016 大分市新川町2-1-36

大分事務所 大分合同庁舎1階

大分労働局 870-0037 大分市東春日町17-20 097-536-3211

大分第２ソフィアプラザビル

大分労働基準監督署 870-0016 大分市新川町2-1-36 097-535-1511

大分合同庁舎2階

中津労働基準監督署 871-0031 中津市大字中殿550-20 0979-22-2720

中津合同庁舎2階

佐伯労働基準監督署 876-0811 佐伯市鶴谷町1-3-28 0972-22-3421

佐伯労働総合庁舎3階

日田労働基準監督署 877-0012 日田市淡窓1-1-61 0973-22-6191

豊後大野労働基準監督署 879-7131 豊後大野市三重町市場1225-9 0974-22-0153

三重合同庁舎4階

大分公共職業安定所 870-8555 大分市都町4-1-20 097-538-8609

別府公共職業安定所 874-0902 別府市青山町11-22 0977-23-8609

中津公共職業安定所 871-8609 中津市大字中殿550-21 0979-24-8609

日田公共職業安定所 877-0012 日田市淡窓1-43-1 0973-22-8609

佐伯公共職業安定所 876-0811 佐伯市鶴谷町1-3-28 0972-24-8609

宇佐公共職業安定所 879-0453 宇佐市大字上田1055-1 0978-32-8609

宇佐合同庁舎1階

豊後大野公共職業安定所 879-7131 豊後大野市三重町市場1225-9 0974-22-8609

三重合同庁舎3階

福岡検疫所 870-0107 大分市大字海原字地浜916-5 097-521-2394

大分・佐賀関出張所 大分港湾合同庁舎

福岡検疫所 873-0231 国東市安岐町下原13

大分空港出張所

福岡検疫所 876-0811 佐伯市鶴谷町2-3-30

佐伯出張所 佐伯港湾合同庁舎

別府重度障害者センター 874-0904 別府市南荘園町２組 0977-21-0181

097-535-8061

大分・佐賀関出張所
へ連絡

大分・佐賀関出張所
へ連絡
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農林水産省 九州農政局 870-0047 大分市中島西1-2-28 097-532-6131

大分県拠点

門司植物防疫所 870-0107 大分市大字海原字地浜916-5 097-521-2690

鹿児島支所 大分港湾合同庁舎

大分出張所

門司植物防疫所 873-0231 国東市安岐町下原13 0978-67-3471

鹿児島支所大分出張所

空港分室

林野庁 九州森林管理局 870-0005 大分市王子北町3-46 097-532-9281

大分森林管理署

九州森林管理局 875-0052 臼杵市大字市浜370-12 0972-62-2772

大分森林管理署

臼杵森林事務所

九州森林管理局 876-0851 佐伯市常盤東町8-5 0972-24-0125

大分森林管理署

青山森林事務所

九州森林管理局 879-3101 佐伯市直川大字赤木580 0972-58-2032

大分森林管理署

直川森林事務所

九州森林管理局 878-0011 竹田市大字会々字七里2049 0974-63-3120

大分森林管理署

竹田森林事務所

九州森林管理局 878-0201 竹田市久住町大字久住6435-2 0974-76-0035

大分森林管理署

久住森林事務所

九州森林管理局 879-3201 佐伯市宇目大字大平2073-2 0972-53-2102

大分森林管理署

大原森林事務所

九州森林管理局 889-0101 宮崎県延岡市北川町 0982-46-3618

大分森林管理署 大字川内名9212

藤川内森林事務所

九州森林管理局 877-0011 日田市中城町1-1 0973-23-2161

大分西部森林管理署

九州森林管理局 877-0011 日田市中城町1-1 0973-22-4001

大分西部森林管理署

三芳森林事務所

九州森林管理局 879-4404 玖珠郡玖珠町大字森786-9 0973-72-0673

大分西部森林管理署

玖珠森林事務所

九州森林管理局 879-4802 玖珠郡九重町大字野上34-1 0973-77-6831

大分西部森林管理署

中村森林事務所

九州森林管理局 871-0712 中津市山国町守実34-1 0979-62-2091

大分西部森林管理署

山国森林事務所

九州森林管理局 872-0333 宇佐市院内町原口434-5 0978-42-5022

大分西部森林管理署

院内森林事務所

国土交通省 九州地方整備局 870-0820 大分市西大道1-1-71 097-544-4167

  大分河川国道事務所

九州地方整備局 870-0936 大分市岩田町1-12-32 097-558-7142

大分河川国道事務所

大分出張所

九州地方整備局 870-0261 大分市大字志村字川平218-2 097-527-2549

大分河川国道事務所

大野川出張所

九州地方整備局 877-0037 日田市若宮町338 0973-23-8143

大分河川国道事務所

日田国道維持出張所
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国土交通省 九州地方整備局 870-0844 大分市古国府6-3-20 097-543-2030

大分河川国道事務所

大分維持出張所

九州地方整備局 871-0012 中津市大字宮夫字無生227-2 0979-22-4855

大分河川国道事務所

中津維持出張所

九州地方整備局 870-1213 大分市大字下原1546-4 097-588-5001

大分河川国道事務所

ななせダム管理庁舎

九州地方整備局 876-0813 佐伯市長島町4-14-14 0972-22-1880

佐伯河川国道事務所

九州地方整備局 876-0111 佐伯市弥生大字井崎1244-1 0972-22-1794

佐伯河川国道事務所

佐伯出張所

九州地方整備局 878-0024 竹田市大字玉来字上ノ迫1162-2 0974-63-2542

佐伯河川国道事務所

竹田維持出張所

九州地方整備局 871-0026 中津市大字高瀬1851-2 0979-24-0571

山国川河川事務所

九州地方整備局 871-0059 中津市外馬場2599-24 0979-22-0103

山国川河川事務所

中津出張所

九州地方整備局 871-0405 中津市耶馬溪町大字柿坂1806-6 0979-54-3136

山国川河川事務所

耶馬溪ダム管理課

九州地方整備局 877-0074 日田市中ノ島町608-14 0973-23-5291

筑後川河川事務所

日田出張所

九州地方整備局 877-0201 日田市大山町西大山8492-2 0973-52-3121

筑後川ダム統合管理事務所

松原ダム管理支所

九州地方整備局 874-0919 別府市石垣東10-3-15 0977-21-0171

別府港湾・空港整備事務所

九州地方整備局 870-0107 大分市大字海原字地浜916-5 097-524-0331

別府港湾・空港整備事務所 大分港湾合同庁舎

大分港海岸分室

九州運輸局 870-0906 大分市大州浜1-1-45 097-558-2235

大分運輸支局

大阪航空局 873-0421 国東市武蔵町糸原字大海田 0978-67-3771

大分空港事務所

気象庁 福岡管区気象台 870-0023 大分市長浜町3-1-38 097-532-0667

大分地方気象台

海上保安庁 第七管区海上保安本部 870-0107 大分市大字海原字地浜916-5 097-521-0112

大分海上保安部 大分港湾合同庁舎

第七管区海上保安本部 879-2442 津久見市港町8-5 0972-82-2886

大分海上保安部

津久見分室

第七管区海上保安本部 876-0811 佐伯市鶴谷町2-3-30 0972-22-4999

大分海上保安部 佐伯港湾合同庁舎

佐伯海上保安署

環境省 九州地方環境事務所

阿蘇くじゅう国立公園
くじゅう管理官事務所

879-4911 玖珠郡九重町大字田野260-2 0973-79-2631
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防衛省 陸上自衛隊 874-0849 別府市大字鶴見4548-143 0977-22-4311

別府駐屯地

陸上自衛隊 879-4403 玖珠郡玖珠町大字帆足2494 0973-72-1116

玖珠駐屯地

陸上自衛隊 870-1121 大分市大字鴛野129 097-569-3510

大分分屯地

陸上自衛隊 879-5102 由布市湯布院町大字川上941 0977-84-2111

湯布院駐屯地

海上自衛隊 876-0811 佐伯市鶴谷町3-3-37 0972-22-0370

佐伯基地分遣隊

自衛隊大分地方協力本部 870-0016 大分市新川町2丁目1-36 097-536-6271

大分合同庁舎5階

自衛隊大分地方協力本部 870-0856 大分市畑中2-2-1 097-546-2177

大分募集案内所 第5豊成ビル

自衛隊大分地方協力本部 874-0828 別府市山の手14-33 0977-24-1645

別府地域事務所 山の手オフィスビル3階

自衛隊大分地方協力本部 879-0453 宇佐市大字上田1055-1 0978-32-2150

宇佐地域事務所 宇佐合同庁舎

自衛隊大分地方協力本部 877-0025 日田市田島2－11－46 0973-24-0809

日田地域事務所 大分地方法務局日田支局庁舎2階

自衛隊大分地方協力本部 878-0012 竹田市竹田町522 0974-63-3320

竹田地域事務所

自衛隊大分地方協力本部 876-0803 佐伯市駅前1-6-38 0972-23-1875

佐伯地域事務所

自衛隊大分地方協力本部 874-0849 別府市鶴見4548-143 0977-22-1140

  大分地域援護センター

自衛隊大分地方協力本部 879-4498 玖珠郡玖珠町大字帆足2494 0973-72-1116

  玖珠駐屯地援護センター

九州防衛局 874-0000 別府市大字別府3051-1 0977-21-0215

別府防衛事務所
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