
○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 宮内庁 正倉院事務所
〒630-8211
奈良市雑司町129

0742-26-2811

畝傍陵墓監区事務所
〒634-0061
橿原市大久保町71-1

0744-22-3338

近畿管区警察局

警察庁 奈良県情報通信部
〒630-8578
奈良市登大路町80

0742-23-0110

総務省 近畿管区行政評価局

奈良行政監視行政相談センター
〒630-8213
奈良市登大路町81 奈良合同庁舎

0742-24-0300

法務省 奈良地方法務局
〒630-8301
奈良市高畑町552

0742-23-5534

葛城支局
〒635-0096
大和高田市西町1-63

0745-52-4941

橿原出張所
〒634-0078
橿原市八木町1-6-12

0744-22-3045

桜井支局
〒633-0062
桜井市大字粟殿461-2

0744-42-2896

五條支局
〒637-0043
五條市新町3-3-2

0747-22-2484

大阪出入国在留管理局

奈良出張所
〒630-8305
奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎

0742-23-6501

大阪矯正管区

葛城拘置支所
〒635-0095
大和高田市大中116

0745-22-1051

奈良拘置支所
〒630-8102
奈良市般若寺町18-4

0742-22-4961

奈良少年院
〒631-0811
奈良市秋篠町1122

0742-45-4681

奈良少年鑑別所
(奈良法務少年支援センター)

〒630-8102
奈良市般若寺町18-4

0742-22-4829

奈良保護観察所
〒630-8213
奈良市登大路町1-1
奈良地方法務合同庁舎

0742-23-4869

外局等名

国家公安委員会

県内主要機関名

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://shosoin.kunaicho.go.jp/
https://www.kinki.npa.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/nara.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/nara/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/index.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16.html
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_nara_nara.html


検察庁
奈良地方検察庁
奈良区検察庁

〒630-8213
奈良市登大路町1-1
奈良地方法務合同庁舎

0742-27-6821

葛城支部
葛城区検察庁
宇陀区検察庁

〒635-0095
大和高田市大字大中116-2

0745-22-8001

五條支部
五條区検察庁

〒637-0043
五條市新町3-3-2

0747-22-2783

財務省 近畿財務局

〒630-8213
奈良市登大路町81 奈良合同庁舎

0742-27-3161

大阪国税局

奈良税務署
〒630-8567
奈良市登大路町81 奈良合同庁舎

0742-26-1201

葛城税務署
〒635-8503
大和高田市西町1-15

0745-22-2721

桜井税務署
〒633-8555
桜井市粟殿185-4

0744-42-3501

吉野税務署
〒639-3194
吉野郡吉野町丹治200-1

0746-32-3385

厚生労働省 近畿厚生局

奈良事務所
〒630-8115
奈良市大宮町1-1-15  ニッセイ奈良駅前ビル

0742-25-5520

奈良労働局
〒630-8570
奈良市法蓮町387  奈良第3地方合同庁舎

0742-32-0201

労働基準部労災補償課分室
〒630-8113
奈良市法蓮町163-1  新大宮愛正寺ビル

0742-32-1071

職業安定部職業対策課
〒630-8570
奈良市法蓮町387  奈良第3地方合同庁舎

0742-32-0225

助成金センター
〒630-8113
奈良市法蓮町163-1  新大宮愛正寺ビル

0742-35-6336

（労働基準関係）

奈良労働基準監督署
〒630-8301
奈良市高畑町552  奈良第2地方合同庁舎

0742-23-0435

葛城労働基準監督署
〒635-0095
大和高田市大中393

0745-52-5891

桜井労働基準監督署
〒633-0062
桜井市粟殿1012

0744-42-6901

国税庁

奈良財務事務所

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/nara/
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/nara/
http://kinki.mof.go.jp/
http://kinki.mof.go.jp/
http://kinki.mof.go.jp/
https://lfb.mof.go.jp/kinki/237.html
https://lfb.mof.go.jp/kinki/237.html
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/index.htm
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/index.html
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/about/access.html
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/about/access.html
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku.html
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku.html
https://lfb.mof.go.jp/kinki/237.html


大淀労働基準監督署
〒638-0821
吉野郡大淀町下渕364-1

0747-52-0261

（職業紹介関係）

奈良公共職業安定所
〒630-8113
奈良市法蓮町387  奈良第3地方合同庁舎

0742-36-1601

ハローワーク奈良
求人企画コーナー

〒630-8113
奈良市法蓮町163-1  新大宮愛正寺ビル

0742-32-1811

ハローワーク奈良
マザーズコーナー

〒630-8113
奈良市法蓮町387

0742-36-1601(45#)

奈良県地域
就職支援センター

〒630-8325
奈良市西木辻町93-6 エルトピア奈良

0742-25-3708

生駒市
ふるさとハローワーク

〒630-0257
生駒市元町1-6-12 生駒セイセイビル

0743-73-1105

天理市しごとセンター
（ハローワーク窓口）

〒632-8555
天理市川原城町605 天理市役所内

0743-88-8609

天理市しごとセンター
（産業振興課産業競争力強
化室）

〒632-8555
天理市川原城町605 天理市役所内

0743-63-1001

大和郡山
公共職業安定所

〒639-1161
大和郡山市観音寺町168-1

0743-52-4355

大和高田
公共職業安定所

〒635-8585
大和高田市池田574-6

0745-52-5801

ハローワーク大和高田
マザーズコーナー

〒635-8585
大和高田市池田574-6

0745-52-5801(44#)

ワークサロン大和高田
（大和高田地域就職支援
センター）

〒635-0015
大和高田市幸町2-33  奈良県産業会館

0745-41-8609

橿原市
ふるさとハローワーク

〒634-0078
橿原市八木町1-7-36  橿原市役所北館

0744-25-8010

まっち☆ジョブ王寺
～ハローワーク～

〒636-0003
北葛城郡王寺町久度2-2-１ リーベル王寺東館
王寺町地域交流センター内

0745-41-8601

桜井公共職業安定所
〒633-0007
桜井市外山285-4-5

0774-45-0112

ハローワーク桜井
マザーズコーナー

〒633-0007
桜井市外山285-4-5

0774-45-0112

下市公共職業安定所
〒638-0041
吉野郡下市町大字下市2772-1

0747-52-3867

五條市
ふるさとハローワーク

〒637-0041
五條市本町1-1-1 五條市役所内

0747-26-0103

なら
福祉・就労支援センター

〒630-8580
奈良市二条大路南1-1-1 奈良市役所内

0742-34-4800



みよしのジョブセンター
〒639-3192
吉野郡吉野町上市80-1 吉野町役場内

0747-52-3867
（ハローワーク下市）

農林水産省 近畿農政局

奈良県拠点
〒630-8113
奈良市法蓮町387  奈良第3地方合同庁舎

0742-32-1870

南近畿
土地改良調査管理事務所

〒638-0821
吉野郡大淀町下渕388-1

0747-52-2791

大迫ダム管理所
〒639-3603
吉野郡川上村大字北和田長屋峰615-5

0746-54-0800

津風呂ダム管理所
〒639-3102
吉野郡吉野町河原屋849-5

0746-32-2335

林野庁 近畿中国森林管理局

奈良森林管理事務所
〒630-8035
奈良市赤膚町1143-20

0742-53-1500

郡山森林事務所
〒630-8035
奈良市赤膚町1143-20

0742-53-1126

下北山森林事務所
〒639-3806
吉野郡下北山村下池原136

0746-85-9009

十津川森林事務所
〒637-1103
吉野郡十津川村上野地241-4

0746-68-0121

十津川治山事業所
〒637-1103
吉野郡十津川村上野地241-23

0746-68-0142

国土交通省 近畿地方整備局

奈良国道事務所
〒630-8115
奈良市大宮町3-5-11

0742-33-1391

奈良維持出張所
〒630-8031
奈良市柏原町386-3

0742-34-3581

橿原維持出張所
〒634-0834
橿原市雲梯町273-3

0744-23-8781

大和川河川事務所 

王寺出張所
〒636-0002
北葛城郡王寺町王寺1-13-8

0745-73-6571

和歌山河川国道事務所

五條出張所
〒637-0071
五條市二見3-690-13

0747-22-3161

https://www.maff.go.jp/kinki/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/nara/index.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/nara/index.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/index.php
https://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/


紀伊山系砂防事務所
〒637-0002
五條市三在町1681

0747-25-3111

五條監督官詰所
〒637-0408
五條市大塔町辻堂1-3

0747-36-0033

紀の川ダム統合管理事務所
〒637-0002
五條市三在町1681

 0747-25-3013

大滝ダム管理支所
〒639-3543
吉野郡川上村大滝1051

0746-53-2601

猿谷ダム管理支所
〒637-0408
五條市大塔町辻堂1-3

 0747-36-0031

国営飛鳥歴史公園事務所
〒634-0144
高市郡明日香村大字平田538

0744-54-2662

平城分室
〒630-8012
奈良市二条大路南3-5-1 平城宮いざない館

0742-36-4327

近畿運輸局

奈良運輸支局
〒639-1037
大和郡山市額田部北町981-2

050-5540-2063

気象庁 大阪管区気象台

奈良地方気象台
〒630-8307
奈良市西紀寺町12-1

0742-22-4445

環境省 近畿地方環境事務所

吉野熊野国立公園管理事務所

吉野管理官事務所
〒639-3111
吉野郡吉野町上市2294-6

0746-34-2202

防衛省 航空自衛隊
奈良基地
（幹部候補生学校）

〒630-8522
奈良市法華寺町1578

0742-33-3951

自衛隊奈良地方協力本部
〒630-8301
奈良市高畑町552
奈良第2地方合同庁舎

0742-23-7001

奈良募集案内所
〒630-8238
奈良市高天市町11-1 高天飯田ビル

0742-27-5701

天理募集案内所
〒632-0016
天理市川原城町796 海老山ビル

0743-63-2540

橿原地域事務所
〒634-0804
橿原市内膳町5-2-34 第弐ナカタニビル

0744-29-9060

五條地域事務所
〒637-0004
五條市今井5-1-12 サンタウン

0747-22-3789

https://www.kkr.mlit.go.jp/kiisankei/
https://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/index.php
https://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/nara/nara_top/nara_top.htm
https://www.jma-net.go.jp/nara/index.html
https://kinki.env.go.jp/
https://www.mod.go.jp/asdf/nara/
https://www.mod.go.jp/asdf/nara/
https://www.mod.go.jp/pco/nara/

