
○国の行政機関 令和5年5月現在

近畿管区行政評価局

府省等名 所在地 電話番号

内閣府 京都迎賓館
〒602-0881
京都市上京区京都御苑23

075-223-2205

宮内庁 京都事務所
〒602-8611
京都市上京区京都御苑3

075-211-1211

桃山陵墓監区事務所
〒612-0831
京都市伏見区桃山町古城山

075-601-1863

月輪陵墓監区事務所
〒605-0977
京都市東山区泉涌寺山内町34−2

075-541-2331

国家公安委員会

警察庁 皇宮警察本部

京都護衛署
〒602-0881
京都市上京区京都御苑438-1

075-231-0003

近畿管区警察局

京都府情報通信部
〒602-8550
京都市上京区衣棚通出水下ル常泉院町128

075-451-9111

総務省

京都行政監視行政相談センター
〒604－8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

075-802-1140

法務省 京都地方法務局
〒602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

075-231-0131

嵯峨出張所
〒616-8373
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20

075-861-0742

伏見出張所
〒612-0029
京都市伏見区深草西浦町4-54

075-645-6726

宇治支局
〒611-0021
宇治市宇治琵琶33-2
宇治法務合同庁舎

0774-24-4121

木津出張所
〒619-0214
木津川市木津駅前1-50
木津地方合同庁舎

0774-72-0265

園部支局
〒622-0041
南丹市園部町小山東町平成台一号17

0771-62-0380
0771-62-0208

宮津支局
〒626-0046
宮津市字中ノ丁2534
宮津地方合同庁舎

0772-22-2561

京丹後支局
〒627-0021
京丹後市峰山町吉原71

0772-62-0365

舞鶴支局
〒624-0937
舞鶴市字西110-5

0773-76-0858

外局等名 府内主要機関名

近畿管区行政評価局

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://www.geihinkan.go.jp/kyoto/
https://sankan.kunaicho.go.jp/index.html
https://www.kunaicho.go.jp/ryobo/inquiry.html
https://www.kunaicho.go.jp/ryobo/inquiry.html
https://www.npa.go.jp/kougu/index.html
https://www.kinki.npa.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kyoto.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/


福知山支局
〒620-0035
福知山市字内記10-29
福知山地方合同庁舎

0773-22-3043
0773-22-1293

亀岡法務局
証明サービスセンター

〒621-8501
亀岡市安町野々神8 亀岡市役所内

0771-62-0439
（園部支局証明交付窓口）

大阪出入国在留管理局

京都出張所
〒606-8395
京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
京都第二地方合同庁舎

075-752-5997

舞鶴港出張所
〒624-0946
舞鶴市字下福井901
舞鶴港湾合同庁舎

0773-75-1149

大阪矯正管区

京都刑務所
〒607-8144
京都市山科区東野井ノ上町20

075-581-2171

京都拘置所
〒612-8418
京都市伏見区竹田向代町138

075-681-0501

舞鶴拘置支所
〒624-0854
舞鶴市字円満寺126

0773-75-5420

京都医療少年院
〒611-0002
宇治市木幡平尾4

0774-31-8101

京都少年鑑別所
（法務少年支援センター京都)

〒606-8307
京都市左京区吉田上阿達町37

075-751-7115

京都保護観察所
〒602-0032
京都市上京区烏丸通今出川上ル西入岡松町255-4

075-441-5141

京都地方検察庁
園部支部
京都区検察庁・園部区検察庁
伏見区検察庁・右京区検察庁
宇治区検察庁・亀岡区検察庁

〒602-8510
京都市上京区新町通下長者町下ル両御霊町82
京都法務合同庁舎

075-441-9131

宮津支部
宮津区検察庁
京丹後区検察庁

〒626-0046
宮津市字中ノ丁2534
宮津地方合同庁舎

0772-22-2619

舞鶴支部
舞鶴区検察庁

〒624-0854
舞鶴市字円満寺小字八丁127
舞鶴法務合同庁舎

0773-75-0675

福知山支部
福知山区検察庁

〒620-0035
福知山市字内記9-2

0773-22-2929

向日町区検察庁
〒617-0004
向日市鶏冠井町西金村5-2

075-931-6162

木津区検察庁
〒619-0214
木津川市木津駅前１-50
木津地方合同庁舎

0774-72-0056

公安調査庁 近畿公安調査局

京都公安調査事務所
〒602-8016
京都市上京区新町通下長者町下ル両御霊町82
京都法務合同庁舎

075-441-2154

検察庁

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-04.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei38_00001.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei38_00001.html
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kyoto_kyoto.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/index.html
http://www.moj.go.jp/psia/index.html


舞鶴駐在官室
〒624-0854
舞鶴市字円満寺127

0773-75-0438

財務省 近畿財務局

京都財務事務所
〒606-8395
京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
京都第2地方合同庁舎

075-752-1417

舞鶴出張所
〒625-0036
舞鶴市字浜3-1

0773-62-3557

大阪税関

京都税関支署
〒606-8395
京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
京都第2地方合同庁舎

075-761-1296

舞鶴税関支署
〒624-0931
舞鶴市字松陰

0773-75-9116

宮津出張所
〒626-0061
宮津市字波路2180

0772-22-2498

国税庁 大阪国税局

右京税務署
〒615-0007
京都市右京区西院上花田町10-1

075-311-6366

宇治税務署
〒611-8588
宇治市大久保町井ノ尻 60-３

0774-44-4141

上京税務署
〒602-8555
京都市上京区一条通西洞院東入ル元真如堂町358

075-441-9171

左京税務署
〒606-8555
京都市左京区聖護院円頓美町18

075-761-5371

下京税務署
〒600-8181
京都市下京区間之町五条下ル大津町8

075-351-9161

園部税務署
〒622-8501
南丹市園部町小山東町平成台１-11

0771-62-0340

中京税務署
〒604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

075-842-1601

東山税務署
〒605-0914
京都市東山区渋谷通大和大路東入ル下新シ町339-5

075-561-1131

福知山税務署
〒620-0055
福知山市篠尾新町1-37

0773-22-3121

伏見税務署
〒612-0084
京都市伏見区鑓屋町

075-641-5111

舞鶴税務署
〒624-0913
舞鶴市字上安久240

0773-75-0801

宮津税務署
〒626-8571
宮津市字鶴賀2070-14

0772-22-3271

https://lfb.mof.go.jp/kinki/index.html
https://www.customs.go.jp/kyotsu/map/osaka/osaka_m.htm
http://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/index.htm


峰山税務署
〒627-0012
京丹後市峰山町杉谷147-12

0772-62-0460

大阪国税不服審判所

京都支所
〒606-8323
京都市左京区聖護院円頓美町18

075-761-4285

文部科学省 文化庁
〒602-8959
京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85
番4

075-451-4111

地域文化創生本部
〒605-8505
京都市東山区東大路通松原上ル3丁目毘沙門町43-3

075-330-6720

厚生労働省 近畿厚生局

京都事務所
〒604－8153
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691
りそな京都ビル

075-256-8681

京都労働局
〒604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

電話番号一覧

（労働基準関係）

京都上労働基準監督署
〒604-8467
京都市中京区西ノ京大炊御門町19-19

京都下労働基準監督署
〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101
アーバンネット四条烏丸ビル

京都南労働基準監督署
〒612-8108
京都市伏見区奉行前町6

福知山労働基準監督署
〒620-0035
福知山市内記１-10-29
福知山地方合同庁舎

舞鶴労働基準監督署
〒624-0946
舞鶴市字下福井901
舞鶴港湾合同庁舎

丹後労働基準監督署
〒627-0012
京丹後市峰山町杉谷147-14

園部労働基準監督署
〒622-0003
南丹市園部町新町118-13

（職業紹介関係）

京都西陣公共職業安定所
〒602-8258
京都市上京区大宮通中立売下ル和水町439-1

075-451-8609

ハローワーク西陣
烏丸御池庁舎

〒604-0845
京都市中京区烏丸御池上ル北西角
明治安田生命京都ビル

075-255-1161

京都西陣公共職業安定所
園部出張所

〒622-0001
南丹市園部町宮町71

0771-62-0246

ハローワーク西陣烏丸御
池庁舎 マザーズハロー
ワーク烏丸御池

〒604-0845
京都市中京区烏丸御池上ル北西角
明治安田生命京都ビル

075-222-8609

電話番号一覧

https://www.kfs.go.jp/introduction/
https://www.bunka.go.jp/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/chiho/sosei_honbu/index.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/roudoukyoku/org_kyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html


ハローワーク西陣烏丸御
池庁舎 早期就職支援セン
ター・京都わかもの支援
コーナー

〒604-0845
京都市中京区烏丸御池上ル北西角
明治安田生命京都ビル

075-221-8609

ハローワーク西陣烏丸御
池庁舎 雇用保険受給者
就職支援コーナー

〒604-0845
京都市中京区烏丸御池上ル北西角
明治安田生命京都ビル

075-277-8880

京都七条公共職業安定所
〒600-8235
京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町803

075-341-8609

ハローワーク京都七条
マザーズコーナー

〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町70  京都テルサ東館

075-662-8609

ハローワーク京都七条
労働課

〒600-8841
京都市下京区朱雀正会町1

075-284-0221

伏見公共職業安定所
〒612-8058
京都市伏見区風呂屋町232

075-602-8609

宇治公共職業安定所
〒611-0021
宇治市宇治池森16-4

0774-20-8609

ハローワーク宇治
マザーズコーナー

〒611-0021
宇治市宇治池森16-4

0774-20-8609（42＃）

京都田辺公共職業安定所
〒610-0334
京田辺市田辺中央2-1-23

0774-65-8609

京都田辺公共職業安定所
木津出張所

〒619-0214
木津川市木津駅前1-50
木津地方合同庁舎

0774-73-8609

福知山公共職業安定所
ハローワーク福知山
マザーズコーナー

〒620-0933
福知山市東羽合町37

0773-23-8609

福知山公共職業安定所
綾部出張所

〒623-0053
綾部市宮代町宮ノ下23

0773-42-8609

ハローワーク福知山
マザーズコーナー

〒620-0045
福知山市駅前町400 市民交流プラザふくちやま

0773-24-8609

舞鶴公共職業安定所
〒624-0937
舞鶴市字西小字西町107-4

0773-75-8609

峰山公共職業安定所
〒627-0012
京丹後市峰山町杉谷147-13

0772-62-8609

峰山公共職業安定所
宮津出張所

〒626-0046
宮津市字中ノ丁2534
宮津地方合同庁舎

0772-22-8609

ハローワークプラザかめおか
〒621-0805
亀岡市安町中畠100 スカイビル

0771-24-6010

ハローワークプラザ山科
〒607-8145
京都市山科区東野八反畑町22-8 豊栄ビル

075-595-2699

ハローワークプラザ城南
〒611-0033
宇治市大久保町上ノ山43-1
藤和ライブタウン宇治大久保

0774-46-4010

京都障害者職業相談室
〒600-8235
京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町803

075-341-2626

京都ジョブパーク
ハローワークコーナー

〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町70  京都テルサ西館

075-682-8609

京都新卒応援ハローワーク
〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町70  京都テルサ西館

075-280-8614



京都わかものハローワーク
〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町70  京都テルサ西館

075-278-8609

せいかジョブポイント
ハローワークコーナー

〒619-0285
相楽郡精華町南稲八妻北尻70番地 精華町役場庁舎

0774-95-9001

北京都ジョブパーク
ハローワークコーナー

〒620-0045
福知山市駅前町400 市民交流プラザふくちやま

0773-24-8609

ジョブ・サポートまいづる
ハローワークコーナー

〒625-0036
舞鶴市字浜66番地 舞鶴市商工観光センター

0773-63-0810

大阪検疫所

舞鶴出張所 
〒624-0946
舞鶴市字下福井901
舞鶴港湾合同庁舎

06-6571-3521
（大阪検疫所）

農林水産省 近畿農政局
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
京都農林水産総合庁舎

075-451-9161

京都府拠点
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
京都農林水産総合庁舎

075-414-9015

淀川水系
土地改良調査管理事務所  

〒612-0855
京都市伏見区桃山町永井久太郎56

075-602-1313

土地改良技術事務所
〒612-0847
京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地

075-641-6391

亀岡中部農地整備事業所
〒621-0805
亀岡市安町野々神31-5

0771-29-0260

林野庁 近畿中国森林管理局

京都大阪森林管理事務所
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町102

075-414-9822

東山森林事務所   
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町102

075-414-7749

上賀茂森林事務所
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町102

075-414-7750

宮津森林事務所  
〒626-0041
宮津市鶴賀2109-6

0772-22-2590

国土交通省 近畿地方整備局

京都国道事務所
〒600-8234
京都市下京区西洞院通塩小路下ル南不動堂町808

075-351-3300

京都第一維持出張所
〒612-8208
京都市伏見区下鳥羽但馬町25

075-601-7212

京都第二維持出張所
〒604-8416
京都市中京区西ノ京星池町213

075-821-1970

福知山河川国道事務所
〒620-0875
福知山市字堀小字今岡2459-14

0773-22-5104

舞鶴出張所         
〒624-0912
舞鶴市字上安1925

0773-75-1001

https://www.forth.go.jp/keneki/osaka/
https://www.maff.go.jp/kinki/
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/kyoto/
https://www.kkr.mlit.go.jp/kyoto/
https://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/


福知山出張所
〒620-0875
福知山市字堀小字蛇ヶ端

0773-22-2861

国道９号維持連絡所
〒620-0895
福知山市緑ケ丘町42

0773-22-2374

綾部国道維持出張所
〒623-0031
綾部市味方町字中ノ坪10-１

0773-42-1044

舞鶴港湾事務所
〒624-0946
舞鶴市字下福井910

0773-75-0844

柴山港出張所
〒669-6544
兵庫県美方郡香美町香住区香住1702

0796-37-0091

京都営繕事務所
〒606-8395
京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
京都第2地方合同庁舎

075-752-0505

淀川ダム統合管理事務所

天ヶ瀬ダム管理支所
〒611-0021
宇治市宇治金井戸15

0774-22-2188

淀川河川事務所

伏見出張所
〒612-8225
京都市伏見区葭島金井戸町官有地

075-611-2281

木津川出張所
〒610-0331
京田辺市田辺針ヶ池23

0774-62-0075

桂川出張所
〒615-8021
京都市西京区桂浅原町174

075-381-4667

近畿運輸局

京都運輸支局
〒612-8418
京都市伏見区竹田向代町37

075-681-1427

京都南自動車検査場
〒613-0036
久世郡久御山町田井東荒見27-2

050-5540-2062

舞鶴庁舎
〒624-0946
舞鶴市字下福井901
舞鶴港湾合同庁舎

0773-75-0616

気象庁 日本海海洋気象センター
〒624-0946
舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎

0773-76-4113

大阪管区気象台

京都地方気象台
〒604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

075-823-4302

海上保安庁 第八管区海上保安本部
〒624-8686
舞鶴市字下福井901
舞鶴港湾合同庁舎

0773-76-4100

舞鶴海上保安部
〒624-0946
舞鶴市字下福井901
舞鶴港湾合同庁舎

0773-76-4120

宮津海上保安署
〒626-0041
宮津市字鶴賀2174-2

0772-22-0118

https://www.pa.kkr.mlit.go.jp/maizuruport/
https://www.kkr.mlit.go.jp/kyoei/
https://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto/
https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kyoto-honchosya/
https://www.jma-net.go.jp/jsmarine/index.html
https://www.data.jma.go.jp/kyoto/
https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/
https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/maizuru/index.html


海上保安学校
〒625-8503
舞鶴市字長浜2001

0773-62-3520

環境省 京都御苑管理事務所
〒602-0881
京都市上京区京都御苑3

075-211-6348

防衛省 近畿中部防衛局

京都防衛事務所
〒604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

075-812-1887

舞鶴防衛事務所
〒625-0087
舞鶴市余部下1190
海上自衛隊舞鶴地方総監部内

0773-62-0305

陸上自衛隊 中部方面隊

中部方面総監部

宇治駐屯地
〒611-0011
宇治市五ヶ庄官有地

0774-31-8121

大久保駐屯地
〒611-0031
宇治市広野町風呂垣外1-1

0774-44-0001

福知山駐屯地
〒620-8502
福知山市天田無番地

0773-22-4141

桂駐屯地
〒615-8103
京都市西京区川島六ノ坪

075-381-2125

祝園分屯地
〒619-0244
相楽郡精華町大字北稲八間小字縄田259

0774-94-2104

海上自衛隊 舞鶴警備区

舞鶴地方隊
〒625-8510
舞鶴市字余部下1190 舞鶴地方総監部

0773-62-2250

舞鶴地方総監部
第4術科学校

〒625-8510
舞鶴市字余部下1190

0773-62-2250

第3護衛隊群司令部
〒625-8510
舞鶴市字余部下1190  舞基業気付

0773-62-2250

第23航空隊
〒625-0086
舞鶴市長浜731-20

0773-62-9100

舞鶴教育隊
〒625-0026
舞鶴市泉源寺175-2

0773-62-2271

航空自衛隊 経ヶ岬分屯基地
〒627-0245
京丹後市丹後町袖志無番地

0772-76-0631

自衛隊京都地方協力本部
〒604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

075-803-0820/0821

京丹後地域事務所
〒629-2503
京丹後市大宮町周枳1975 ミックビル

0772-64-2498

舞鶴地域事務所
〒625-0087
舞鶴市余部下1190

0773-63-3272

https://www.kaiho.mlit.go.jp/school/
https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/
https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/
https://www.mod.go.jp/msdf/about/org/
https://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/
https://www.mod.go.jp/msdf/tateyama/hs23/
https://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/mtcsite/
https://www.mod.go.jp/asdf/kyouga/
https://www.mod.go.jp/pco/kyoto/index.html


福知山地域事務所
〒620-0045
福知山市駅前町9 春風堂ビル

0773-23-0416

亀岡募集案内所
〒621-0815
亀岡市古世町西内坪34-26

0771-24-4170

河原町募集案内所
〒602-0873
京都市上京区河原町通丸太町下ル伊勢屋町412
シェモア河原町ビル

075-221-3266

京都募集案内所
〒600-8176
京都市下京区烏丸通六条上ル北町181
第５キョートビル

075-361-5587

宇治地域事務所
〒611-0031
宇治市広野町西裏71-5 S.C OKUBO 202号室

0774-44-7139


