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凡  例 

 

１ 掲載機関 

 宮崎県に所在する次の機関等 

(1) 国の行政機関 

(2) 地方公共団体（県及び市町村） 

(3) 司法関係機関（裁判所及び検察審査会） 

(4) 独立行政法人等 

(5) 特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立

された法人であって、総務省設置法第 4条第 15号の規定の適用を受けるもの） 

 

２ 掲載事項 

 (1) 国の行政機関、独立行政法人、特殊法人 

   機関等名、郵便番号、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、ＵＲＬ（ホームページアドレス）、設置

根拠、所掌事務、管轄区域、組織及び職員数、情報公開・個人情報保護窓口 

      (注)１ 掲載機関等の組織上の位置を明らかにするため、宮崎県外に所在する上部機関名に

ついても原則として表示した。 

     (注)２ 機関によっては、掲載していない項目がある。 

 (2) 司法関係機関 

    機関名、郵便番号、所在地、電話番号 

 (3) 地方公共団体      

     機関名、郵便番号、所在地、電話番号及びホームページアドレス 
 

３ 各機関の組織図の表示方法 

 (1) 組織図の中の       は当該機関の内部組織であることを示す。 

 (2) 組織図の中の       は下部機関（出先機関）であることを示す。 

 (3) 組織図の中の       は施設等機関であることを示す。 

 (4) 組織図の中で機関名を（  ）書きで表示しているものは、宮崎県外に所在する当該機関の上部

又は下部機関を示す。 

 (5) 職員数は原則として正規職員の数を計上している。 

 

４ 作成時点 

  平成 30年 7月 1日 
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内  閣  府 

 

［国家公安委員会］ 

［警察庁］ 

 

（九州管区警察局） 

宮崎県情報通信部      〒880-8509 宮崎市旭 1－8－28 

TEL(0985)31-0110 

(URL) https://www.kyushu.npa.go.jp/ (九州管区警察局) 

 

 

【設置根拠】 

警察法施行規則第 149条 

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第１条 

 

【主な所掌事務】 

管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌

する。 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織】 

 

 （九州管区警察局） 

                              通信庶務課 

宮崎県情報通信部          機動通信課 

          通信施設課 

情報技術解析課 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州管区警察局 情報公開・個人情報保護室 

   〒812-8573 福岡市博多区東公園 7-7 

   TEL (092)622-5000 

 

 

https://www.kyushu.npa.go.jp/
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総  務  省 

 

 

（九州管区行政評価局） 

地域総括評価官（宮崎行政監視行政相談センター）  

  〒880-0805 宮崎市橘通東 3－1－22 宮崎合同庁舎４階 

TEL(0985)24-3370 

  (0895)24-1100（行政苦情 110番）  

  (0985)60-0536（情報公開・個人情報保護総合案内所） 

FAX(0985)24-3371 

(URL) http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/miyazaki.html 

 

 

【設置根拠】 

総務省組織規則第 224条  

 

【主な所掌事務】 

(1) 行政相談 

(2) 情報公開・個人情報保護総合案内所の運営 

(3) 政策評価情報の所在案内窓口の運営 

 

【担当区域】 

宮崎県 

 

【体制及び職員数】 

 

 （九州管区行政評価局） 

行政監視行政相談課 

地域総括評価官              

（宮崎行政監視行政相談センター）      主任行政相談官 

（職員数 6人）            

 

（参考：行政相談委員 61 人） 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  行政監視行政相談課 

   TEL(0985)24-3370  FAX(0985)24-3371 

 

http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/miyazaki.html
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法  務  省 

 

 

 

（福岡法務局） 

宮崎地方法務局          〒880-8513 宮崎市別府町 1－1 宮崎法務総合庁舎 

                 TEL(0985)22-5124  

                 (0985)22-2253（登記簿等の公開に関する事務についての照会番号）  

(URL) http://houmukyoku.moj.go.jp/miyazaki/ 

 

 都城支局                  〒885-0072   都城市上町 2街区 11 号 

                 TEL(0986)22-0490  

                                 (0986)21-6095（登記簿等の公開に関する事務についての照会番号） 

 

 延岡支局                  〒882-0803  延岡市大貫町 1－2915 延岡合同庁舎 

                 TEL(0982)33-2179   

                                 (0982)33-2185（登記簿等の公開に関する事務についての照会番号） 

 

  日南支局                  〒889-2535  日南市飫肥 3－6－2 日南法務総合庁舎 

                 TEL(0987)25-9125  

                                 (0987)25-4003（登記簿等の公開に関する事務についての照会番号） 

 

高鍋出張所               〒884-0006  児湯郡高鍋町大字上江字高月 8340 高鍋合同庁舎 

               TEL(0983)23-0352   

                               (0983)23-2435（登記簿等の公開に関する事務についての照会番号） 

 

  小林出張所              〒886-0004  小林市細野 266－1 小林法務合同庁舎 

               TEL(0984)23-3211   

                               (0984)23-4004（登記簿等の公開に関する事務についての照会番号） 

 

 

 

【設置根拠】 

地方法務局：法務省設置法第 15条、第 18条、法務省組織令第 70 条 

  支   局：法務省設置法第 19条、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第 1条 

出 張 所：法務省設置法第 20条、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第 1 条 

 

 

http://houmukyoku.moj.go.jp/miyazaki/
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【主な所掌事務】 

地方法務局：(1) 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関する事務 

      (2) 司法書士及び土地家屋調査士に関する事務 

      (3) 住民基本台帳法第９条第２項が定める通知及び戸籍の附表に関する事務 

      (4) 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務 

      (5) 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務 

      (6) 人権擁護委員に関する事務 

      (7) 人権相談に関する事務 

      (8) 総合法律支援に関する事務 

      (9) 国の利害に関係のある争訟に関する事務 

 支   局：(1) 戸籍及び供託に関する事務 

       (2) 住民基本台帳法第９条第２項が定める通知及び戸籍の附表に関する事務 

       (3) 登記に関する事務  

      (4) 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務 

      (5) 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務 

      (6) 人権擁護委員に関する事務 

      (7) 人権相談に関する事務  

 出 張 所：登記に関する事務 

 

 

【管轄区域】 

所掌事務 戸籍、公証、人権 不動産登記 商業・法人登記 

地方法務局 宮崎市、西都市、東諸県郡、

児湯郡 

宮崎市、東諸県郡 宮崎県全域 

都城支局 都城市、小林市、えびの市 

北諸県郡、西諸県郡 

都城市、北諸県郡 各種証明書交付事務、印

鑑提出等に関する事務、

印鑑カードに関する事

務、電子認証に関する事

務（宮崎県内に本店、主た

る事務所等が所在する会

社、法人等のものに限る）

のみの取り扱い 

延岡支局 延岡市、日向市、西臼杵郡、東臼杵郡 

日南支局 日南市、串間市 

高鍋出張所 － 西都市、児湯郡 

小林出張所 － 小林市、えびの市、西諸県郡 
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【組織及び職員数】 

 

 （福岡法務局） 

                           総務課 

次長      会計課 

宮崎地方法務局                      戸籍課 

（職員数 96人）                      供託課 

                               人権擁護課 

                               上席訟務官（訟務部門） 

                               首席登記官（登記部門） 

                               登記情報システム管理官 

 

                                                 支 局（3） 

                        （職員数 31 人）  

                                                 出張所（2） 

（職員数 9人） 

 

（参考：人権擁護委員 193人） 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  宮崎地方法務局総務課庶務係 

   TEL(0985)22-5124  

    ※ 宮崎地方法務局及び下部機関に関する情報の開示請求等は、全て上記窓口で受け付けて

います。 
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（福岡入国管理局） 

宮崎出張所             〒880-0802 宮崎市別府町 1－1 宮崎法務総合庁舎 2階 

TEL(0985)31-3580  FAX(0985)31-3596 

(URL) http://www.immi-moj.go.jp/（法務省入国管理局） 

 

 

【設置根拠】 

法務省設置法第 23条、地方入国管理局組織規則第 18条 

 

【主な所掌事務】 

(1)在留審査一般  

(2)空海港業務 

 

【管轄区域】 

在留関係諸申請：宮崎県、熊本県 

空海港業務：宮崎県内海港、宮崎空港 

 

【組織】 

 

  （福岡入国管理局） 

宮崎出張所     

 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  福岡入国管理局総務課 

   〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-2-25 福岡第１法務総合庁舎 

   TEL(092)717-5420  

   FAX(092)717-5425 

    ※ 福岡入国管理局宮崎出張所に関する情報の開示請求等は、福岡入国管理局の上記窓口で

受け付けています。 
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（九州地方更生保護委員会） 

宮崎保護観察所            〒880-0802 宮崎市別府町 1－1 宮崎法務総合庁舎 3階  

TEL(0985)24-4345（代表） 

  (0985)24-4380（犯罪被害者対応電話） 

FAX(0985)20-3201 

 

 

【設置根拠】 

法務省設置法第 15条、第 24条、法務省組織令第 75条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 更生保護法及び売春防止法に基づく保護観察の実施 

(2) 犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進

すること 

(3) 保護観察対象者の生活環境の調査 

(4) 受刑者、少年院在院者の帰住予定地の生活環境の調整 

(5) 精神保健観察の実施 

(6) 保護観察対象者に関する被害者の支援 

(7) 保護司に関すること、更生保護事業の促進及び監督 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

  （九州地方更生保護委員会） 

                                    企画調整課 

宮崎保護観察所       処遇部門 

（職員数 14人）       社会復帰調整官室 

 

（参考：保護司 545人（定数 605人）） 
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  企画調整課 

   TEL(0985)24-4345  

   FAX(0985)20-3201 
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宮崎刑務所             〒880-2293 宮崎市大字糸原 4623 

TEL(0985)41-1121  FAX(0985)30-3010 

 

 都城拘置支所       〒885-0055 都城市早鈴町 3216－1 

                 TEL(0986)21-2876  FAX(0986)21-2910 

 

 延岡拘置支所       〒882-0816 延岡市桜小路 338－7 

                 TEL(0982)33-3332  FAX(0982)33-3334 

 

 

【設置根拠】 

刑 務 所： 法務省設置法第 8条、第 9条第 3 項、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第 1                      

       条、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第 7条 

  拘 置 支 所： 法務省設置法第 9 条第 2 項、第 9 条第 3 項、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織

規則第 26条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 懲役、禁錮、又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法に基づき勾留される者等

を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと 

(2) (1)のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する施設に収容すべきこととされる

者及び収容することができることとされる者を収容すること 
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【組織及び職員数】 

 

庶務課 

総務部                         会計課 

用度課 

 

統括矯正処遇官（第一担当） 

宮崎刑務所                      首席矯正処遇官    統括矯正処遇官（第二担当） 

（職員数 164人）                    （処遇担当）     統括矯正処遇官（第三担当） 

処遇部 

統括矯正処遇官（作業担当） 

首席矯正処遇官    統括矯正処遇官（教育担当） 

（企画担当）     統括矯正処遇官（分類担当） 

 

医務課 

 

拘置支所（都城、延岡） 

             宮崎刑務所視察委員会         （職員数 22人） 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  福岡矯正管区第一部総務課庶務係 

   〒813-0036 福岡市東区若宮 5-3-53 

   TEL(092)661-1137  

   FAX(092)661-1001 

    ※ 宮崎刑務所及び下部機関に関する情報の開示請求等は、福岡矯正管区の上記窓口で受け

付けています。 
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宮崎少年鑑別所            〒880-0014 宮崎市鶴島 2－16－5 

TEL(0985)27-5566  FAX(0985)20-3203 

 

 

【設置根拠】 

法務省設置法第 8条、第 11条、少年院及び少年鑑別所組織規則第 12条 

 

【主な所掌事務】 

  (1) 少年鑑別所法の規定による鑑別の対象となる者の鑑別を行うこと。 

  (2) 少年法に基づく観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少

年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、

これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。 

(3) 少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。 

 

【組織及び職員数】 

 

庶務課 

宮崎少年鑑別所                統括専門官 

（職員数 16人）      首席専門官     （企画調整・観護担当） 

                       統括専門官 

（考査担当） 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  福岡矯正管区第一部総務課庶務係 

   〒813-0036 福岡市東区若宮 5-3-53 

   TEL(092)661-1137  

   FAX(092)663-1001 

    ※ 宮崎少年鑑別所に関する情報の開示請求等は、福岡矯正管区の上記窓口で受け付けてい

ます。 

 

 

 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/426AC0000000059_20150801_000000000000000
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［検察庁］ 

 

（福岡高等検察庁） 

宮崎支部              〒880-8566 宮崎市別府町 1－1 宮崎法務総合庁舎 

TEL(0985)29-2741  FAX(0985)29-8522 

(URL) http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_fukuoka/index.html（福岡高等検察庁） 

 

 

【設置根拠】 

検察庁法第 2条 

 

【主な所掌事務】 

  (1) 刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、

又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認められるときは、裁判所

に通知を求め、又は意見を述べること 

(2) 公益の代表者として法令がその権限に属させた事務 

 

【管轄区域】 

宮崎県、大分県佐伯市、鹿児島県 

 

【組織及び職員数】 

 

  （福岡高等検察庁）         宮崎支部      事務課 

検事  （職員数 4人） 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  福岡高等検察庁企画調整課 

   〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 2-5-30 

   TEL(092)734-9000  

   FAX(092)734-9024 

    ※ 福岡高等検察庁宮崎支部に関する情報の開示請求等は、福岡高等検察庁の上記窓口で受

け付けています。 
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宮崎地方検察庁            〒880-8566 宮崎市別府町 1－1 宮崎法務総合庁舎 

TEL(0985)29-2131（代表） 

  (0985)29-2156（被害者相談専用電話）  

FAX(0985)32-4828 

(URL) http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/miyazaki/index.html 

 

 日南支部                  〒889-2535 日南市飫肥 3－6－2 日南法務総合庁舎 

               TEL(0987)25-1709  FAX(0987)25-9634 

 

 都城支部         〒885-0072  都城市上町 2街区 11 号 都城合同庁舎 

                 TEL(0986)22-3969  FAX(0986)25-7246 

 

延岡支部         〒882-0803 延岡市大貫町 1－2915 延岡合同庁舎 

                 TEL(0982)32-3053  FAX(0982)22-1362 

 

【設置根拠】 

検察庁法第 2条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、

又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認められるときは、裁判所

に通知を求め、又は意見を述べること 

(2) 公益の代表者として法令がその権限に属させた事務 

 

【管轄区域】 

本  庁： 宮崎県 

  日南支部： 日南市、串間市 

都城支部： 都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡 

延岡支部： 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 

 

 

 

 

 

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/miyazaki/index.html
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【組織及び職員数】 

 

事務局      総務課 

会計課 

宮崎地方検察庁                     企画調査課 

検  事  正    次席検事             監査室 

（職員数 104人）                    検察広報官 

                     検務監理官 

                      検事 

                     首席捜査官         統括捜査官 

 

支 部      統括検務官 

検 事 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  企画調査課 

   TEL(0985)29-2131  

 FAX(0985)32-4828 

    ※ 宮崎地方検察庁及び下部機関に関する情報の開示請求等は、全て上記窓口で受け付け

ています。 
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区検察庁 

宮崎区検察庁            〒880-8566 宮崎市別府町 1－1 宮崎法務総合庁舎 

TEL(0985)29-2131  FAX(0985)32-4828 

 

西都区検察庁            宮崎地方検察庁内 

 

日南区検察庁            〒889-2535 日南市飫肥 3－6－2 日南法務総合庁舎 

TEL(0987)25-1709  FAX(0987)25-9634 

 

都城区検察庁            〒885-0072 都城市上町 2街区 11号 都城合同庁舎 

TEL(0986)22-3969  FAX(0986)25-7246 

 

小林区検察庁            宮崎地方検察庁都城支部内 

 

延岡区検察庁            〒882-0803 延岡市大貫町 1－2915 延岡合同庁舎 

TEL(0982)32-3053  FAX(0982)22-1362 

 

日向区検察庁       宮崎地方検察庁延岡支部内 

 

高千穂区検察庁         宮崎地方検察庁延岡支部内 

 

 

 

【設置根拠】 

検察庁法第 2条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 刑事について、主に簡易裁判所に対し公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、

裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めら

れるときは、裁判所に通知を求め、又は意見を述べること 

(2) 公益の代表者として法令がその権限に属させた事務 
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【管轄区域】 

宮崎区検察庁：宮崎市、東諸県郡 

西都区検察庁：西都市、児湯郡 

日南区検察庁：日南市、串間市 

都城区検察庁：都城市、北諸県郡 

小林区検察庁：小林市、えびの市、西諸県郡 

延岡区検察庁：延岡市、東臼杵郡のうち美郷町(旧北郷村)、門川町 

日向区検察庁：日向市、東臼杵郡のうち美郷町(旧北郷村を除く。)、諸塚村、椎葉村 

高千穂区検察庁：西臼杵郡 

 

 

【組織】 

 

   区検察庁 

    上席検察官              統括検務官 

              副検事 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  宮崎地方検察庁企画調査課 

   TEL(0985)29-2131  

 FAX(0985)32-4828 

    ※ 宮崎県内の区検察庁に関する情報の開示請求等は、全て宮崎地方検察庁の上記窓口で

受け付けています。 
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財  務  省 

 

（九州財務局） 

宮崎財務事務所        〒880-0805 宮崎市橘通東 3－１－22  宮崎合同庁舎 3F 

                 TEL(0985)22-7101  FAX(0985)26-0696 

(URL) http://kyusyu.mof.go.jp/miyazaki/index.html 

 

 

【設置根拠】 

財務省設置法第 15条、財務省組織令第 83 条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 財務・金融政策の広報に関する事務 

(2) 地方経済の調査に関する事務 

(3) 法人企業統計調査・法人企業景気予測調査に関する事務 

(4) 交付国債（戦没者等の遺族等に対して発行される記名国債）に関する事務 

(5) たばこ事業の発達、改善、調整に関する事務 

(6) 地方公共団体に対する地方債（財政融資資金）に関する事務 

(7) 銀行、信用金庫、信用組合、保険会社、証券会社、貸金業者、前払式支払手段（プリペイド

カード）発行業者等の監督に関する事務 

(8) 国有財産の監査、評価、審査に関する事務 

(9) 行政財産使用状況実態調査のフォローアップに関する事務 

(9) 普通財産の管理処分に係る債権管理に関する事務 

(10)行政財産に係る協議、通知等の処理に関する事務 

(11)普通財産の管理処分に関する事務 

(12)国家公務員合同宿舎に関する事務 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

 

 

 

 

http://kyusyu.mof.go.jp/miyazaki/index.html
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【組織及び職員数】 

 

  （九州財務局） 

総務課 

宮崎財務事務所           財務課 

（職員数 29人）                      理財課 

                  管財課 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  総務課 

   TEL(0985)22-7101   

FAX(0985)26-0696 
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（門司税関） 

細島税関支署      〒883-0063 日向市竹島町 1番地（細島港湾合同庁舎） 

                TEL(0982)56-1253  FAX(0982)52-1090 

(URL) http://www.customs.go.jp/moji/（門司税関） 

 

 宮崎空港出張所           〒880-0912 宮崎市大字赤江 297（宮崎空港内） 

                TEL(0985)63-5600  FAX(0985)63-5665 

 

 油津出張所               〒887-0001 日南市油津 4－12－1（油津港湾合同庁舎） 

                TEL(0987)22-2879  FAX(0987)22-2879 

 

 

【設置根拠】 

税 関 支 署： 財務省設置法第 17条、財務省組織規則第 343条第 1項 

  税関支署出張所： 財務省設置法第 17 条、財務省組織規則第 343条第 2 項 

 

【主な所掌事務】 

(1) 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること 

(2) 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること 

(3) 保税制度の運営に関すること 

(4) 通関業の監督に関すること 

(5) 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関するこ 

  と 

(6) 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること 

(7) 金の輸出入の規制に関すること 

  (8) 輸出入貨物に対し、内国消費税を賦課及び徴収すること 

  (9) 外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと 

  (10)輸出入取引法により、貨物の輸出の取締りを行うこと 

 

【管轄区域】 

細島税関支署：宮崎県 

宮崎空港出張所：宮崎県のうち宮崎市、都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡、 

東諸県郡 
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油 津 出 張 所：宮崎県のうち日南市、串間市 

 

【組織】 

 

  （門司税関） 

細島税関支署          統括監視官（総括及び第１部門） 

                                        統括監視官（第２部門） 

宮崎空港出張所 

油津出張所 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  細島税関支署 

   TEL(0982)56-1253   

FAX(0982)52-1090 

    ※ 細島税関支署及びその下部機関に関する情報の開示請求等は、全て細島税関支署で受け

付けています。 
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［国税庁］ 

 

（熊本国税局） 

宮崎税務署           〒880-8666 宮崎市広島 1－10－1 

                 TEL(0985)29-2151 

(URL) http://www.nta.go.jp/（国税庁） 

 

都城税務署           〒885-8618 都城市上町 2街区 11号 都城合同庁舎 

                 TEL(0986)22-4377 

 

延岡税務署           〒882-8666 延岡市大貫町 1－2915 延岡合同庁舎 

                 TEL(0982)32-3301 

 

日南税務署           〒887-8686 日南市上平野町 1－8－4 

                 TEL(0987)22-3671 

 

小林税務署           〒886-8601 小林市細野 243－1 

                 TEL(0984)23-3126 

 

高鍋税務署           〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江 8438 

                 TEL(0983)22-1373 

 

【設置根拠】 

  財務省設置法第 24条第 1項、第 2項、財務省組織規則第 544 条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 内国税の賦課及び徴収に関すること 

(2) 税理士制度の運営に関すること 

(3) 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善、調整に関すること（酒税の保全並びに酒類業の発達、

改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。） 

  (4) 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること 

  (5) 印紙の模造の取締まりを行うこと   

  (6) 税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること 

  (7) (1)～(7)のほか、法律（法律に基づく命令を含む）に基づき、税務署に属させられた事務 



22 
 
 

【管轄区域】 

  宮崎税務署：宮崎市、東諸県郡 

都城税務署：都城市、北諸県郡 

  延岡税務署：延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 

日南税務署：日南市、串間市 

  小林税務署：小林市、えびの市、西諸県郡 

  高鍋税務署：西都市、児湯郡 

 

 

【組織】 

 

  （熊本国税局） 

 

税務署（6）    （別図 1～3参照） 

 

 

 （別図 1）     副署長             （別図 2） 

    税務署     総務課        税務署     総務課 

（宮崎）     税務広報広聴官   （都城、延岡）   管理・徴収部門 

管理・徴収部門            個人課税部門 

個人課税部門             資産課税部門 

資産課税部門             法人課税部門 

法人課税部門              

酒類指導官 

 

                             （別図 3） 

                       税務署     総務課 

              （日南、小林   管理・徴収部門 

             高鍋）   個人課税部門 

                   法人課税部門 
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  宮崎税務署総務課 TEL(0985)29-2151 

都城税務署総務課 TEL(0986)22-4377 

  延岡税務署総務課 TEL(0982)32-3301 

日南税務署総務課 TEL(0987)22-3671 

小林税務署総務課 TEL(0984)23-3126 

  高鍋税務署総務課 TEL(0983)22-1373 
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厚 生 労 働 省 

 

（九州厚生局） 

宮崎事務所    〒880-0816 宮崎市江平東 2－6－35 3F 

                 TEL(0985)72-8880  FAX(0985)72-8881 

 

 

【設置根拠】 

  厚生労働省設置法第 17条、第 18条、厚生労働省組織令第 152条、厚生労働省組織規則第 735 条

の２ 

   

【主な所掌事務】 

    １ 健康保険事業、政府が管掌する船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に 

係る療養に関する監督 

２ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の 

療養担当者に対する監督 

３ 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会の運営 

 

【管轄区域】 

  宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

   

  （九州厚生局） 

宮崎事務所   審査課 

（職員数 9人）  指導課 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州厚生局総務課庶務係 

   〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-2-8 住友生命博多ビル４Ｆ  

   TEL(092)707-1115   

FAX(092)707-1116 

※ 九州厚生局宮崎事務所に関する情報の開示請求等は、九州厚生局の上記窓口で受け付け

ています。 
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宮崎労働局     〒880-0805 宮崎市橘通東 3－1－22 宮崎合同庁舎 

TEL(0985)38-8820（総務課） 

    38-8822（労働保険徴収室） 

     38-8821（雇用環境均等室企画班） 

         38-8827（雇用環境均等室指導班） 

      38-8834（監督課） 

               38-8835（健康安全課） 

   38-8836（賃金室） 

         38-8837（労災補償課） 

         38-8823（職業安定課） 

     38-8824（職業対策課） 

     61-8288（職業対策課助成金センター）  

     38-8838（訓練室） 

FAX(0985)38-8828（総務課） 

     27-1830（労働保険徴収室） 

     38-5028（雇用環境調整室） 

     38-8830（労働基準部） 

     38-8829（職業安定部） 

(URL) http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

  ●労働基準監督署 

宮崎労働基準監督署    〒880-0813 宮崎市丸島町 1－15 

                 TEL(0985)29-6000  FAX(0985)29-8761 

 

   延岡労働基準監督署    〒882-0803 延岡市大貫町 1－2885－1 

                 TEL(0982)34-3331   FAX(0982)34-0692 

 

    都城労働基準監督署    〒885-0072 都城市上町 2 街区 11号 都城合同庁舎 6 階 

                 TEL(0986)23-0192   FAX(0986)23-0434 

 

    日南労働基準監督署    〒887-0031 日南市戸高 1－3－17 

                 TEL(0987)23-5277   FAX(0987)23-4819 

 

  ●公共職業安定所 

    宮崎公共職業安定所    〒880-8533 宮崎市柳丸町 131                        

TEL(0985)23-2245   FAX(0985)24-0521 
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    ハローワークプラザ宮崎  〒880-2105 宮崎市大塚台西 1－1－39 

                                  TEL(0985)62-4141   FAX(0985)62-3663 

 

    延岡公共職業安定所    〒882-0872 延岡市愛宕町 2－2300 

                 TEL(0982)32-5435   FAX(0982)35-8178         

 

ハローワークプラザ延岡  〒882-0053 延岡市幸町 2－130  

                                  TEL(0982)33-8010    

 

    日向公共職業安定所    〒883-0041 日向市北町 2－11 

                 TEL(0982)52-4131   FAX(0982)52-4133 

 

    都城公共職業安定所    〒885-0072 都城市上町 2 街区 11号 都城合同庁舎 1 階 

                 TEL(0986)22-1745   FAX(0982)25-0989 

 

    日南公共職業安定所    〒889-2536 日南市吾田西 1－7－23 

                 TEL(0987)23-8609   FAX(0982)23-1292 

 

    高鍋公共職業安定所    〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月 8340 

                 TEL(0983)23-0848   FAX(0983)23-0849 

 

    小林公共職業安定所    〒886-0004 小林市細野 367－5 

                 TEL(0984)23-2171   FAX(0984)22-2637 

 

    高千穂町地域職業相談室  〒882-1101 西臼杵郡高千穂町三田井 13  

高千穂町庁舎別館２階 

                 TEL(0982)73-1257  FAX(0982)73-1258 

 

    西都市ふるさとハローワーク  〒881-0015 西都市聖陵町 1-88西都市役所北別館 

                 TEL(0983)43-1432   FAX(0983)43-1434  

 

    みやざきＪＯＢパーク＋  〒880-0811 宮崎市錦町 1-10  

宮崎グリーンスフィア壱番館３階  

                       TEL(0985)61-6201   FAX(0985)61-6202  
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    ※ 高千穂町地域職業相談室と西都市ふるさとハローワークは国と市町との共同運営施設 

    ※ みやざきＪＯＢパーク＋は国と宮崎県との共同運営施設 

 

【設置根拠】 

  宮 崎 労 働 局：厚生労働省設置法第 17条、厚生労働省組織令第 156条 

  労働基準監督署：厚生労働省設置法第 22条、厚生労働省設置法組織規則 789条 

  公共職業安定所：厚生労働省設置法第 23条、厚生労働省設置法組織規則 792条 

 

【主な所掌事務】 

  労 働 局 (1) 労働契約、賃金の支払い、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の

労働条件に関すること 

          (2) 労働能率の増進に関すること 

          (3) 児童の使用の禁止に関すること 

          (4) 産業保安（鉱山保安を除く）に関すること 

          (5) 労働衛生に関すること（鉱山における通気及び災害時の救護に関すること

を除く） 

          (6) 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること 

          (7) 労働者の保護及び福利厚生に関すること 

          (8) 地域雇用開発促進法に基づく地域雇用開発に関すること 

          (9) 労働力需給の調整に関すること 

          (10)政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること 

          (11)職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関

すること 

          (12)高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関する

こと 

          (13)障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること 

          (14)失業対策その他雇用機会の確保に関すること 

          (15)雇用管理の改善に関すること   

          (16)政府が管掌する雇用保険事業に関すること 

          (17)(8)～(16)のほか、職業の安定に関すること 

          (18)公共職業訓練に関すること 

          (19)技能検定に関すること 

          (20)職業能力開発促進法に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開
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発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び工場に関

すること 

          (21)勤労青少年の福祉の増進に関すること 

          (22)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること 

          (23)育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に

関すること 

          (24)短時間労働者の福祉の増進に関すること 

          (25)家内労働者の福祉の増進に関すること 

          (26)家族労働問題及び家事使用人に関すること  

          (27)女性労働者の特性に係る労働問題に関すること 

          (28)労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること 

        (29)社会保険労務士に関すること 

        (30)人口動態統計及び毎月勤労統計に関すること 

労働基準監督署 (1) 労働局の(1)～(6)、(16)、(25) 

(2) 労働者の保護に関すること 

(3) 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること 

  公共職業安定所 (1) 労働局の(8)～(10)、(12)～(17) 

(2) 職業安定法の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること 

(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に規定する青少年雇用情報の提供に関

すること  

 

【管轄区域】 

労  働  局：     宮崎県 

  労働基準監督署： 

宮崎労働基準監督署   宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡 

   延岡労働基準監督署   延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 

   都城労働基準監督署   都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡 

   日南労働基準監督署   日南市、串間市 

  公共職業安定所：  

宮崎公共職業安定所   宮崎市、東諸県郡 

ハローワークプラザ宮崎 宮崎市、東諸県郡 

   延岡公共職業安定所   延岡市、西臼杵郡 

      ハローワークプラザ延岡 延岡市、西臼杵郡 

   日向公共職業安定所    日向市、東臼杵郡 
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   都城公共職業安定所   都城市、北諸県郡 

   日南公共職業安定所   日南市、串間市 

   高鍋公共職業安定所   西都市、児湯郡 

   小林公共職業安定所   小林市、えびの市、西諸県郡 

 

【組織及び職員数】 

宮崎労働局    総務部         総務課 

           労働保険徴収室  

雇用環境        企画班 

均等室        指導班 

労働基準部       監督課 

            健康安全課 

             賃金室 

            労災補償課 

職業安定部       職業安定課 

             職業対策課 

              訓練室 

             需給調整事業室 

          労働基準監督署（別表 2－1 参照）                             

公共職業安定所（別表 2－2参照） 

          地方労働審議会 

          地方最低賃金審議会  

 

（別表 1） 

区分 

局名 

監督署

数 

安定所

数 

職    員    数 （人） 

労働局 監督署 安定所 計 

宮 崎 4 7 77 44 99 220 

 

（別表 2－1）   

       （宮崎） 

       ・労働基準監督署              業務課 

                     副署長     安全衛生課 

                     主任監督官   労災課 
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（延岡・都城） 

       ・労働基準監督署      監督課 

                     安全衛生課 

                     労災課 

 

（日南） 

       ・労働基準監督署      監督課 

                     労災・安衛課 

 

（別表 2－2）  

（宮崎） 

 ・公共職業安定所         庶務課 

          次長   雇用保険適用課 

雇用保険給付課 

職業紹介部門                                                                     

（延岡・都城） 

・公共職業安定所      庶務課 

            雇用保険課 

           職業紹介部門           

 

（日向・小林・日南・高鍋） 

       ・公共職業安定所       管理課 

                     職業紹介部門                       

 

  

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  宮崎労働局総務部総務課 

   TEL(0985)38-8820   

FAX(0985)38-8828 

    ※ 宮崎労働局及びその下部機関に関する情報の開示請求等は、全て上記窓口で受け付けて

います。 

   

 

 

 



31 
 
 

（福岡検疫所） 

宮崎空港出張所      〒880-0912 宮崎市赤江（宮崎空港内）  

              TEL(0985)63-4177 FAX(0985)63-4160 

 

細島出張所          〒883-0063 日向市竹島町１（細島港湾合同庁舎）  

              TEL(0985)63-4177（宮崎空港出張所が対応） 

             FAX(0985)63-4160（同上）   

(URL) https://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/（福岡検疫所） 

                          

【設置根拠】 

厚生労働省設置法第 16条、厚生労働省組織規則第 118条 

 

【主な所掌事務】 

港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと 

 

【受持検疫港】 

  宮崎空港、細島港 

【受持無線検疫対象港】 

  油津港        ※３港とも宮崎空港出張所が対応 

  

【組織及び職員数】 

   （福岡検疫所） 

 

宮崎空港出張所（職員数 4人）      

            細島出張所 

             ※ 細島出張所は通常は無人で船舶入出港時等に主に宮崎空港出張

所の職員が出張対応 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  福岡検疫所総務課  

   〒812-0031 福岡市博多区沖浜町 8-1 福岡港湾合同庁舎 

   TEL(092)291-4092  FAX(092)291-4096                 

 ※ 福岡検疫所宮崎空港出張所と細島出張所に関する情報の開示請求等は、全て福岡検疫所

の上記窓口で受け付けています。 

https://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/
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農 林 水 産 省 

 

（九州農政局） 

宮崎県拠点           〒880-0801 宮崎市老松 2－3－17 

               TEL(0985)22-3181  FAX(0985)27-2035 

                 (URL) http://www.maff.go.jp/kyusyu/（九州農政局） 

 

 

【設置根拠】 

  農林水産省組織規則第 158条 

 

【主な所掌事務】 

地方農政局の所掌事務に関する重要事項に関する事務 

 

【管轄区域】 

    宮崎県 

 

【組織】 

  

  （九州農政局） 

                地方参事官室 

       宮崎県拠点    消費・安全チーム 

                経営所得安定対策チーム 

                食料産業チーム 

                統計チーム                     

  

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州農政局総務部総務課 

   〒860-8527 熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎 

   TEL(096)300-6043 

      FAX(096)211-8717  

    ※ 九州農政局宮崎県拠点に関する情報の開示請求等は、九州農政局の上記窓口で受け付け

ています。 

 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/
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（九州農政局） 

南部九州土地改良調査管理事務所      〒885-0093 都城市志比田町 4778－1 

                               TEL(0986)23-1293  FAX(0986)27-1281 

(URL) http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/ 

 

 宮崎支所                   〒889-1605 宮崎市清武町加納甲 1733－4 

                               TEL(0985)89-5630 FAX(0985)89-5631 

 

西諸農業水利事業所                   〒886-0003 小林市大字堤 3020-5 

                               TEL(0984)25-1236  FAX(0984)25-1238 

(URL) http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/10/index.html 

   

 

【設置根拠】 

  農林水産省設置法第 19条、農林水産省組織令第 91条、農林水産省組織規則第 283条、第 286条 

 

【主な所掌事務】 

  南部九州土地改良調査管理事務所：南部九州地域における国営の土地改良事業の実施に関する 

調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管 

理に関する事務 

  西 諸 農 業 水 利 事 業 所：国営のかんがい排水事業の実施に関する事務 

 

【管轄区域】 

南部九州土地改良調査管理事務所：宮崎県及び鹿児島県 

  西 諸 農 業 水 利 事 業 所：宮崎県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/10/index.html
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【組織】 

  （九州農政局） 

南部九州土地改良調査管理事務所       管理調整官 

                 次長   企画調整管理官  

                水利調整専門官 

                調査計画専門官 

                環境調査専門官 

                保全整備専門官 

                施設監視専門官  

                庶務課 

                企画課 

                調査課 

                計画課 

                保全計画課 

                保全整備課  

                （鹿児島支所） 

                宮崎支所  

     西諸農業水利事業所             庶務課 

                 次長（事務）    用地課 

                  次長（技術）    管理課 

                  管理調整官     工事第一課 

                  技術専門官     工事第二課 

                  技術専門官     施設機械課 

                  技術専門官      

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州農政局総務部総務課 

   〒860-8527 熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎 

   TEL(096)211-9111（内線 4024） 

      FAX(096)211-8717  

    ※ 南部九州土地改良調査管理事務所及び西諸農業水利事業所に関する情報の開示請求等は、

全て九州農政局の上記窓口で受け付けています。 
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（門司植物防疫所鹿児島支所） 

細島出張所       〒883-0063 日向市竹島町 1 細島港湾合同庁舎内 

               TEL(0982)53-1339（FAX兼用） 

(URL) http://www.maff.go.jp/pps/（植物防疫所） 

 

 

【設置根拠】 

  農林水産省設置法第 9条、農林水産省組織規則第 65条、第 97条 

 

【主な所掌事務】 

  輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関する事務 

 

【管轄区域】 

宮崎県（日南市を除く。） 

 

【組織】 

  

   （門司植物防疫所鹿児島支所） 

 

細島出張所 

      

            

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  門司植物防疫所庶務課 

   〒801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-10 門司港湾合同庁舎内 

   TEL(093)321-1404 

      FAX(093)332-5189 

※ 門司植物防疫所鹿児島支所細島出張所に関する情報の開示請求等は、門司植物防疫所の

上記窓口で受け付けています。 
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[林野庁] 

 

（九州森林管理局） 

宮崎北部森林管理署      〒883-0062 日向市日知屋 17371－1 

                     TEL(0982)52-2191  FAX(0982)53-0257 

(URL) http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyazakihokubu/index.html 

東郷森林事務所     〒883-0062 日向市日知屋 17371－1 

           TEL(0982)55-1007  FAX(0982)53-0257 

上椎葉森林事務所    〒883-1601 東臼杵郡椎葉村大字下福良 1826－15 

TEL(0982)67-2048  FAX(0982)67-2171 

延岡森林事務所     〒882-0804 延岡市西階町 1－2408－2 

TEL(0982)21-2272(FAX兼用) 

  第一日之影森林事務所  〒882-0301 西臼杵郡日之影町大字七折字八戸 1946-2 

TEL(0982)88-1120(FAX兼用) 

  高千穂森林事務所    〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井 1222－5 

TEL(0982)72-2136  FAX(0982)82-2887 

  八戸森林事務所     〒882-0301 西臼杵郡日之影町大字七折字八戸 1946-2 

TEL(0982)88-1322(FAX兼用) 

西都児湯森林管理署      〒881-0033 西都市大字妻 909－5 

                              TEL(0983)43-1377  FAX(0983)43-1379 

(URL) http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/saitokoyu/index.html 

  九流水森林事務所    〒881-0101 西都市大字三納 10576 

TEL(0983)45-1191(FAX兼用) 

  札之元森林事務所    〒881-0101 西都市大字三納 10576 

TEL(0983)45-1011(FAX兼用) 

木城森林事務所     〒884-0103 児湯郡木城町大字川原 823－4 

                     TEL(0983)32-2205(FAX兼用) 

鵜懐森林事務所     〒884-0104 児湯郡木城町大字石河内 431 

                       TEL(0983)39-1174(FAX 兼用) 

都農森林事務所     〒889-1201 児湯郡都農町大字川北 3602－6 

                     TEL(0983)25-3314(FAX兼用) 

川南森林事務所     〒889-1301 児湯郡川南町大字川南 13679－32  

                       TEL(0983)27-0049(FAX 兼用) 

 

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyazakihokubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/saitokoyu/index.html
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宮崎森林管理署     〒880-0844 宮崎市柳丸町 388－5 

                 TEL(0985)29-2311  FAX(0985)29-2314 

(URL) http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyazaki/index.html 

都城支署      〒885-0035 都城市立野町 3655－1 

               TEL(0986)23-4566  FAX(0986)25-2603 

(URL) http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyakonojo/index.html 

宮崎森林事務所     〒889-1602 宮崎市清武町今泉甲 47 

            TEL(0985)85-0064(FAX 兼用) 

田野森林事務所     〒889-1701 宮崎市田野町甲 2696－3 

              TEL(0985)86-0010(FAX兼用) 

屋敷森林事務所     〒889-1701 宮崎市田野町甲 2696－3 

              TEL(0985)86-0075(FAX兼用) 

高岡森林事務所     〒880-2221 宮崎市高岡町内山 2935－1 

            TEL(0985)82-0117(FAX 兼用) 

野尻森林事務所     〒886-0212 小林市野尻町東麓 1155－2 

             TEL(0984)44-1020(FAX 兼用) 

綾森林事務所      〒880-1302 東諸県郡綾町大字北俣 462 

            TEL(0985)77-0132(FAX 兼用) 

法ケ岳森林事務所    〒880-1302 東諸県郡綾町大字北俣 462 

            TEL(0985)77-3171(FAX 兼用) 

田代ケ八重森林事務所  〒886-0112 小林市須木下田 466 

            TEL(0984)48-2113(FAX 兼用) 

夏木森林事務所     〒886-0111 小林市須木中原 1696 

            TEL(0984)48-2038(FAX 兼用) 

内山森林事務所     〒886-0111 小林市須木中原 1696 

           TEL(0984)21-8062(FAX兼用) 

原森林事務所      〒886-0111 小林市須木中原 1691－20  

            TEL(0984)48-2007(FAX 兼用) 

四家森林事務所     〒885-1312 都城市高城町四家 1755 

              TEL(0986)55‐1011(FAX兼用) 

高城森林事務所     〒885-1203 都城市高城町大井手 483－1 

              TEL(0986)58‐2410(FAX兼用) 

 

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyazaki/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyakonojo/index.html
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山之口森林事務所    〒889-1802 都城市山之口町花木 2056－1 

              TEL(0986)57-2044(FAX兼用) 

三股森林事務所     〒885-0035 都城市立野町 3655－1 

               TEL(0986)22‐4565(FAX兼用) 

高崎森林事務所     〒889-4505 都城市高崎町大牟田 1222－4 

               TEL(0986)62-2135(FAX兼用) 

山田森林事務所     〒889-4601 都城市山田町山田 3868－12 

              TEL(0986)64-2107(FAX兼用) 

西岳森林事務所     〒885-0221 都城市高野町 3092 

                TEL(0986)33-1606(FAX兼用) 

青井岳森林事務所    〒889-1802 都城市山之口町花木 2301－40 

               TEL(0986)57-2720(FAX兼用) 

西小林森林事務所    〒886-0009 小林市駅南 244 

             TEL(0984)23-1964  FAX(0984)23-3106 

高原森林事務所     〒889-4412 西諸県郡高原町大字西麓 405－3 

             TEL(0984)42-1101(FAX兼用) 

 えびの森林事務所    〒889-4222 えびの市大字小田 861－2 

             TEL(0984)35-1311(FAX兼用) 

  白鳥森林事務所     〒889-4222 えびの市大字小田 861－2 

             TEL(0984)35-1737(FAX兼用) 

西諸治山事業所     〒886-0009 小林市駅南 244 

             TEL(0984)23-1964  FAX(0984)23-3106 

宮崎南部森林管理署  〒889-2535 日南市飫肥 5－3－45 

               TEL(0987)25-1115  FAX(0987)25-1117 

(URL) http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyazakinanbu/index.html 

酒谷森林事務所     〒889-2511 日南市酒谷乙 7386 

               TEL(0987)25-0111(FAX兼用) 

新村森林事務所     〒889-2511 日南市酒谷乙 9172－1 

              TEL(0987)25‐0152(FAX兼用) 

郷之原森林事務所    〒889-2402 日南市北郷町郷之原乙 4915－1 

              TEL(0987)55-2027(FAX兼用) 

板谷森林事務所     〒889-2402 日南市北郷町郷之原乙 1343－1 

             TEL(0987)55-2233(FAX 兼用) 

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/miyazakinanbu/index.html


39 
 
 

田代森林事務所     〒889-2402 日南市北郷町郷之原乙 1343－1 

             TEL(0987)55-3575 FAX(0987)55-2233 

黒荷田森林事務所    〒889-2402 日南市北郷町郷之原乙 1343－1 

             TEL(0987)55-3306 FAX(0987)55-2233 

串間森林事務所     〒888-0001 串間市西方 4251－2 

              TEL(0987)72-0511(FAX兼用) 

大束森林事務所     〒888-0001 串間市西方 4251－2 

               TEL(0987)72-1230 FAX(0987)72-0511 

 

【設置根拠】 

 森 林 管 理 署：農林水産省設置法第 35条、農林水産省組織規則第 505条 

 森 林 事 務 所：農林水産省組織規則第 584条、森林官、主席森林官及び地域統括森林官並び

に治山技術官の勤務場所に関する訓令第４条 

  治 山 事 業 所：同上 

 

【主な所掌事務】 

(1) 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備を行うこと 

(2) 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護を行うこと 

(3) 国有林野の産物及び製品の生産及び処分を行うこと 

(4) 国有林野を活用すること 

(5) 国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分を行うこと 

(6) 森林及び林業に関する知識の普及を行うこと 

(7) 民有林野の造林及び森林の経営の指導を実施すること 

(8) 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全

を行うこと 

(9) 森林治水事業を実施すること 

(10)林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施すること 

 

【管轄区域】 

宮崎北部森林管理署：延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡   

西都児湯森林管理署：西都市、児湯郡 

宮 崎 森 林 管 理 署：宮崎市、東諸県郡、西諸県郡(小林市須木、野尻) 

     都城支署：都城市、小林市、えびの市、北諸県郡(三股町)、西諸県郡(高原町) 

宮崎南部森林管理署：日南市、串間市 
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【組織】 

（九州森林管理局） 

    宮崎北部森林管理署          森林技術指導官 

                  次長    森林官 

                       総務グループ  総括事務管理官 

                       業務グループ  総括森林整備官 

                       治山グループ  総括治山技術官 

                                              東郷森林事務所     森林官 

                       上椎葉森林事務所    首席森林官 

                       延岡森林事務所     首席森林官 

                       第一日之影森林事務所  首席森林官 

                       高千穂森林事務所    地域統括森林官 

                       八戸森林事務所     森林官 

    西都児湯森林管理署          森林技術指導官 

                  次長   地域技術官  

                       総務グループ  総括事務管理官 

                       業務グループ  総括森林整備官  

                       治山グループ  総括治山技術官 

                       九流水森林事務所    首席森林官 

                       札之元森林事務所    首席森林官 

                       木城森林事務所     首席森林官 

                       鵜懐森林事務所     首席森林官 

                       都農森林事務所     森林官  

                       川南森林事務所     森林官 

         宮崎森林管理署            森林技術指導官 

                  次長    地域林政調整官   

                        地域技術官 

                        主席森林官 

                        森林官 

                       総務グループ  総括事務管理官 

                       業務グループ  総括森林整備官  

                       治山グループ  総括治山技術官 

                       宮崎森林事務所     首席森林官 

                       田野森林事務所     森林官 
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                       屋敷森林事務所     森林官 

                       高岡森林事務所     森林官 

                       野尻森林事務所     首席森林官 

                       綾森林事務所      首席森林官 

                       法ヶ森森林事務所    森林官 

                       田代ヶ八重森林事務所  森林官 

                       夏木森林事務所     首席森林官 

                       内山森林事務所     首席森林官 

                       原森林事務所      森林官 

                 都城支署   地域林政調整官 

                        地域技術官 

                        森林官 

総務グループ 

                        業務グループ 

                        治山グループ   

                        四家森林事務所    森林官 

                        高城森林事務所    森林官 

                        山之口森林事務所   森林官 

                        三股森林事務所    森林官 

                        高崎森林事務所    森林官 

                        山田森林事務所    森林官 

                        西岳森林事務所    森林官 

                        青井岳森林事務所   森林官 

                        西小林森林事務所   森林官 

                        高原森林事務所    森林官 

                        えびの森林事務所   森林官 

                        白鳥森林事務所    森林官 

                        西所治山事業所     

      宮崎南部森林管理署        森林技術指導官 

                  次長   地域技術官  

                       総務グループ  総括事務管理官 

                       業務グループ  総括森林整備官                          

                       酒谷森林事務所    森林官 

                       新村森林事務所    森林官 
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                       郷之原森林事務所   首席森林官 

                       板谷森林事務所    森林官 

                       田代森林事務所    森林官 

                       黒荷田森林事務所   森林官 

                       串間森林事務所    首席森林官 

                       大束森林事務所    森林官 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州森林管理局総務企画部総務課 

   〒860-0081 熊本市西区京町本丁 2-7 

   TEL(096)328-3600 

      FAX(096)311-1284 

※ 宮崎北部森林管理署、西都児湯森林管理署、宮崎森林管理署、宮崎南部森林管理署及び

これらの下部機関に関する情報の開示請求等は、九州森林管理局の上記窓口で受け付けて

います。 
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（九州森林管理局） 

森林技術・支援センター   〒880-2222 宮崎市高岡町五町 273－3 

                     TEL(0985)82-2211  FAX(0985)82-2213 

(URL) http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/gizyutu_c/index.html 

 

 

【設置根拠】 

  農林水産省組織規則第 469条 

 

【主な所掌事務】 

１ 国有林野を利用して行う技術の開発、指導及び普及に関すること 

２ 国有林野を利用して行う民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること 

 

【管轄区域】 

   福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の国有林 

 

【組織】 

  

   （九州森林管理局） 

                副所長 

森林技術・支援センター      森林技術専門官 

                森林技術普及専門官 

                企画係 

                             業務係  

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

九州森林管理局総務企画部総務課 

  〒860-0081 熊本市西区京町本丁 2-7 

   TEL(096)328-3600 

      FAX(096)311-1284 

※ 森林技術・支援センターに関する情報の開示請求等は、九州森林管理局の上記窓口で受

け付けています。 

 

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/gizyutu_c/index.html
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国 土 交 通 省 

 

 

（九州地方整備局） 

宮崎河川国道事務所     〒880-8523 宮崎市大工町 2－39 

                   TEL(0985)24-8221（総務課）   

                  (0985)24-8335（経理課） 

                  (0985)24-8463（用地課）  

                  (0985)24-8495（工務第一課） 

                  (0985)24-8470（工務第二課） 

                   (0985)24-8503（工務第三課） 

                  (0985)24-8432（海岸課） 

                  (0985)24-8386（品質確保課） 

                  (0985)24-8505（調査第一課） 

                  (0985)24-8502（調査第二課） 

                  (0985)24-8492（河川管理課） 

                  (0985)24-8481（占用調整課） 

                  (0985)24-8511（道路管理第一課） 

                  (0985)24-8512（道路管理第二課） 

                  (0985)24-8510（防災課） 

FAX(0985)24-8350 

(URL) http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/ 

   宮崎出張所（河川）      〒880-0022 宮崎市大橋 3－89 

                  TEL(0985)22-7362 

   都城出張所（河川）      〒885-0011 都城市下川東 2－19－3 

                  TEL(0986)23-2947 

高岡出張所（河川）      〒880-2221 宮崎市高岡町大字内山字年神 2610-1 

                  TEL(0985)82-0102 

本庄出張所（河川）      〒880-1101 東諸県郡国富町大字本庄 5056－7 

                  TEL(0985)75-2179 

   高鍋出張所（河川）      〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田字宮越下 1755－９ 

                  TEL(0983)22-1326 

   大淀川砂防出張所（砂防）   〒889-4412 西諸県郡高原町大字西麓字大迫 1847－1 

                  TEL(0984)42-1364 

http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/
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宮崎海岸出張所（海岸）    〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島 9515－6 

                  TEL(0985)62-7050 

   日南国道維持出張所（道路）  〒887-0022 日南市上平野町 3－8－1 

                  TEL(0987)23-1846 

   都城国道維持出張所（道路）  〒885-0004 都城市都北町 5791 

                  TEL(0986)38-0068 

   宮崎維持出張所（道路）    〒880-0121 宮崎市大字島之内 7180－1 

                  TEL(0985)39-1131 

延岡河川国道事務所     〒882-0803 延岡市大貫町 1－2889 

                   TEL(0982)31-1155（代表） 

                  (0982)31-1156（総務課） 

                                    (0982)31-1157（経理課） 

                                    (0982)31-1158（用地課） 

                                    (0982)31-1164（工務第一課） 

                                    (0982)31-1191（調査第一課） 

                                    (0982)31-1167（河川管理課） 

                                    (0982)31-1203（工務第二課） 

                                    (0982)31-1263（調査第二課） 

                                    (0982)31-1260（道路管理課） 

                    FAX(0982)22-0489（総務課・経理課） 

                  (0982)26-1820（用地課） 

                                    (0982)33-6907（工務第一課、調査第一課、河川管理課） 

                                    (0982)34-4884（工務第二課、調査第二課、道路管理課） 

                 (URL) http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/ 

延岡出張所（河川）      〒882-0034 延岡市昭和町 3－1930 

                  TEL(0982)21-2955  FAX(0982)21-2300 

   延岡国道維持出張所（道路）  〒889-0511 延岡市松原町 1－4－6 

                  TEL(0982)37-0240  FAX(0982)37-2765 

   延岡高速道路維持出張所（道路）〒889-0102 延岡市北川町長井 5565-88 

TEL(0982)28-9303  FAX(0982)28-9314 

 

 

    

http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/
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 （川内川河川事務所） 

   京町出張所（河川）      〒889-4151 えびの市大字向江字下水流 1008－9 

                  TEL(0984)37-1151  FAX(0984)37-2974 

(URL)http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/index.html（川内川河川事務所） 

 

宮崎港湾・空港整備事務所  〒880-0858 宮崎市港 1－16 

                   TEL(0985)25-5375  FAX(0985)20-3951 

(URL) https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/ 

   細島港分室          〒883-0062 日向市大字日知屋字新開 17371－1 

                  TEL(0982)52-5303  FAX(0982)52-5376 

   宮崎空港分室         〒880-0912 宮崎市大字赤江無番地 

                  TEL(0985)56-1404  FAX(0985)56-3676 

 

 

 

【設置根拠】 

事務所： 国土交通省設置法第 32条、地方整備局組織規則第 140条 

  出張所： 地方整備局組織規則第 150 条 

 

【主な所掌事務】 

宮崎河川国道事務所 

(1) 小丸川と大淀川の改良工事、維持修繕その他管理、洪水予報、洪水特別警戒水位及び水防警

報 

(2) 大淀川流域の砂防工事 

(3) 霧島山（大淀川流域を除く）の砂防工事に関する調査（火山噴火対策に資するものに限る） 

(5) 宮崎県日向灘沿岸の海岸保全施設に関する工事及び水防警報 

(6) 一般国道 10 号、220 号の改築及び修繕工事、維持その他の管理 

(7)東九州自動車道（清武～日南）の新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 

 延岡河川国道事務所 

  (1) 五ヶ瀬川の改良工事、維持修繕その他管理、洪水予報、洪水特別警戒水位及び水防警報 

  (2) 一般国道 10号、218号、東九州自動車道の改築及び修繕工事、維持その他の管理 

 

 

http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/index.html
https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/
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 川内川河川事務所京町出張所 

  川内川上流の改修工事、維持修繕その他管理 

 宮崎港湾・空港整備事務所 

  (1) 港湾の整備、利用及び保全 

  (2) 航路の整備及び保全 

  (3) 飛行場に関する国の直轄土木施設の整備及び災害復旧 

 

【管轄区域】 

事 務 所 名 区 分 管  轄  区  域 

宮 崎 河 川 国 道 事 務 所 河川 大淀川、小丸川 

海岸 宮崎海岸（宮崎港～一ツ瀬川） 

道路 国道 10号（日向市・都農町境～都城市・曽於市境）、220

号（宮崎市橘通起点～串間市・志布志市境）、東九州自

動車道 

砂防 大淀川流域、霧島山 

 宮崎出張所 河川 大淀川（河口～有田橋上流端）、八重川（大淀川合流点

～西田端下流端） 

都城出張所 河川 大淀川（炭床川合流点～大岩田端下流端）、高崎川（大

淀川合流点～巣立橋上流）、庄内川（大淀川合流点～安

永鉄橋下流端）、沖水川（大淀川合流点～沖水橋下流端） 

高岡出張所 河川 大淀川（有田橋上流端～柚ノ木崎橋上流端） 

本庄出張所 河川 本庄川（大淀川合流点～上畑橋上流端）、深年川（本庄

川合流点～八幡橋上流）、綾北川（本庄川合流点～小田

爪橋上流） 

高鍋出張所 河川 小丸川（河口～比木橋上流）、宮田川（小丸川合流点～

日本橋下流端） 

大淀川砂防出張所 砂防 大淀川流域、霧島山 

宮崎海岸出張所 海岸 宮崎海岸（宮崎港～一ツ瀬川） 

日南国道維持出張所 道路 国道 220号（宮崎市・日南市境～串間市・志布志市境）、

東九州自動車道（日南北郷 IC～日南東郷 IC） 

都城国道維持出張所 道路 国道 10号（宮崎市高岡町下倉永～都城市・曽於市境）、

都城道路（平塚 IC～五十町 IC） 

宮崎維持出張所 道路 国道 10号（都農町・日向市境～宮崎市富吉）、国道 220

号（宮崎市橘通起点～宮崎市・日南市境） 
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延 岡 河 川 国 道 事 務 所 河川 五ヶ瀬川 

道路 国道 10号（延岡市・佐伯市境～日向市・都農町境）、東

九州自動車道（佐伯 IC～延岡南 IC）、九州中央道（蔵田

IC～延岡 IC）、延岡道路、北方延岡道路、高千穂日之影

道路 

 延岡出張所 河川 五ヶ瀬川 

延岡維持出張所 道路 国道 10号（延岡市・佐伯市境～日向市・都農町境） 

延岡高速道路維持出張

所 

道路 東九州自動車道（佐伯 IC～延岡南 IC）、九州中央道（蔵

田 IC～延岡 IC） 

川内川河川事務所京町出張

所 

河川 川内川（宮崎・鹿児島県境の上流） 

宮崎港湾・空港整備事務所 

―― 

宮崎県 

 細島港分室 細島港 

宮崎空港分室 宮崎空港 
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【組織及び職員数】 

（九州地方整備局） 

                              総務課 

                   経理課 

                              用地課 

                               工務第一課（河川） 

工務第二課（砂防） 

工務第三課（道路） 

    宮崎河川国道事務所                 海岸課 

                  副所長          品質確保課 

                  総括地域防災調整官   調査第一課（河川） 

                  総括保全対策官     調査第二課（道路） 

                  契約事務管理官     河川管理課 

                  用地対策官          占用調整課 

                  工事品質管理官     道路管理第一課 

                  保全対策官       道路管理第二課 

                  建設専門官       防災課 

                   用地官 

                  上席専門職 

                  建設監督官 

                     宮崎出張所 

                     本庄出張所 

                     都城出張所 

                     高岡出張所 

                     高鍋出張所 

                     大淀川砂防出張所 

                     宮崎海岸出張所 

                     日南国道維持出張所 

                     都城国道維持出張所 

                     宮崎維持出張所 

     （川内川河川事務所）      京町出張所  
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                              総務課 

                              経理課 

                              用地課 

    延岡河川国道事務所                 工務第一課（河川） 

                  副所長         工務第二課（道路） 

                  用 地 官       調査第一課（河川） 

                  建設専門官       調査第二課（道路） 

                  建設監督官        河川管理課 

                  上席専門職       道路管理課 

                     延岡出張所 

                     延岡国道維持出張所 

                     延岡高速道路維持出張所 

                             総務課 

    宮崎港湾・空港整備事務所             工務課 

                      副所長    保全課 

                       細島港分室 

                       宮崎空港分室 

 

機 関 名 
職  員  数（人） 

事 務 所 出 張 所 計 

宮 崎 河 川 国 道 事 務 所 109 30 139 

延 岡 河 川 国 道 事 務 所 71 8 79 

川内川河川事務所京町出張所 － 2 2 

宮崎港湾・空港整備事務所 22 6 28 

計 209 50 259 
 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

九州地方整備局総務部総務課広報係 

  〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-10-7 福岡第二合同庁舎 

   TEL(092)471-6331（内線 2386・2387） 

      FAX(092)476-3457 

※ 宮崎河川国道事務所、延岡河川国道事務所、宮崎港湾・空港整備事務所、川内川河川事

務所京町出張所及びこれらの下部機関に関する情報の開示請求等は、九州地方整備局の上

記窓口で受け付けています。 
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（九州運輸局） 

宮崎運輸支局         〒880-0925 宮崎市本郷北方字鵜戸尾 2735－3 

             TEL(0985)51-3824（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 5） （総務企画部門） 

               (0985)51-3952（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 2） （輸送・監査部門）   

               (0985)51-3958（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 3） （整備部門） 

               050-5540-2088       （登録部門）   

               (0985)63-2513       （運航・船舶部門、船員部門、 

                              運航労務監理官）  

FAX(0985)51-3956（総務企画部門・輸送部門） 

 (0985)51-3826（整備部門・登録部門） 

(0956)63-2726（運航・船舶部門、船員部門） 

               (URL) http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/（九州運輸局） 

 

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第 37条、国土交通省組織令第 216条 

   

【主な所掌事務】 

(1) 観光の振興に関すること 

(2) 地域の交通体系の企画及び推進に関すること 

(3) 鉄道に関すること 

(4) バス・タクシー・トラック事業に関すること 

  (5) 自動車の検査・登録、自動車整備等に関すること 

  (6) 海運業、港湾運送事業、倉庫業に関すること 

  (7) 造船業、関連工業に関すること 

(8) 船舶の検査、測度、登録に関すること 

  (9) 船員の労働条件、保護関係に関すること 

  (10)海技免状、船員手帳に関すること 

  (11)船員の職業紹介及び失業保険に関係すること 

 

【管轄区域】 

   宮崎県  

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/
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【組織及び職員数】 

 

  （九州運輸局）              【企画調整担当】       

                        首席運輸企画専門官  

【総務企画担当】 

宮崎運輸支局           首席運輸企画専門官  首席運輸企画専門官付                     

（職員数 29人）    次長   【輸送・検査担当】            

                        首席運輸企画専門官  運輸企画専門官    

                                   首席運輸企画専門官付 

                          【検査整備保安担当】   【整備担当】 

                     首席陸運技術専門官   陸運技術専門官 

                        （上席自動車検査官）  （（兼）自動車検査官） 

                     【登録担当】 

                        首席運輸企画専門官  運輸企画専門官 

                        （主任自動車登録官） （自動車登録官） 

                                   首席運輸企画専門官付 

                        【運航・船舶担当】 

                        首席運輸企画専門官 

                        【船員担当】 

                        首席運輸企画専門官 

                        【運航労務監理官】 

                        首席運輸企画専門官  運輸企画専門官 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州運輸局総務部総務課 

   〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎新館 

   TEL(092)472-2312 

   FAX(092)471-7192 

     ※ 宮崎運輸支局に関する情報の開示請求等は、九州運輸局の上記窓口で受け付けていま

す。 
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（大阪航空局） 

宮崎空港事務所     〒880-0912 宮崎市大字赤江無番地 

                TEL(0985)51-3223  FAX(0985)55-1239 

                （URL）http://ocab.mlit.go.jp/top/（大阪航空局） 

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第 39条、地方航空局組織規則第 35条、第 36条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 航空に関する事業の発達、改善及び調整に関すること 

(2) 航空機の操縦の練習の許可に関すること 

(3) 空港の設置及び管理の監督に関すること 

(4) 空港の供用に関すること 

(5) 空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること 

(6) 空港内の秩序の維持に関すること 

(7) 空港及びその周辺における航空機に関する事故その他空港における事故及び空港における災

害に関すること 

(8) 空港における航空に関する危機管理に関すること 

(9) 空港施設に係る土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること 

(10)航空機の運航の監督に関すること 

(11)航空機の航行の方法に関すること 

(12)遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

(13)航空情報に関すること 

(14)航空交通情報システムによる航空通信の実施並びに航空交通情報システム施設に関する工事

及び保守に関すること 

(15)運輸安全委員会の行う調査に対する援助に関すること 

(16)電話による航空通信の実施に関すること 

(17)航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に

関すること 

(18)着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること 

(19)空港の保安に関すること 

(20)飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること 

(21)航空法第 95 条ただし書の規定による許可に関すること 

http://ocab.mlit.go.jp/top/
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(22)航空通信施設、レーダー及び感性情報処理システム施設の工事及び保守に関すること 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

   （大阪航空局） 

総務課 

宮崎空港事務所      地域調整官 

（職員数 48人）      航空管制運航情報官 

             航空管制官 

               航空管制技術官 

                          施設運用管理官 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  大阪航空局総務部総務課 

   〒540-8559 大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第四号館 

   TEL(06)6949-6211 

   FAX(06)6949-0014 

     ※ 宮崎空港事務所に関する情報の開示請求等は、大阪航空局の上記窓口で受け付けてい

ます。 
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［気象庁］ 

 

（福岡管区気象台） 

宮崎地方気象台    〒880-0032 宮崎市霧島 5－1－4 

              TEL(0985)25-4033（業務・危機管理官） 

                (0985)25-4032（防災管理官） 

                (0985)25-4031（観測予報管理官）                

               FAX(0985)27-9700 

(URL) http://www.jma-net.go.jp/miyazaki/ 

 

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第 50条第 1項、気象庁組織規則第 119条、第 124条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 気象、地象（地震及び火山現象を除く）、水象の予報、警報及び気象通報 

(2) 気象、地象等に関する観測及びその成果の発表、統計 

(3) (1)・(2)のほか、管区気象台の所掌事務の一部を分掌 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

   

【組織及び職員数】 

 

 （福岡管区気象台） 

                              業務・危機管理官 

宮崎地方気象台           防災管理官 

（職員数 31人）   次長     観測予報管理官 

              

 

 

 

 

 

http://www.jma-net.go.jp/miyazaki/
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  福岡管区気象台総務部総務課 

   〒810-0052 福岡市中央区大濠 1-2-36 

   TEL(092)725-3601  FAX(092)725-6408 

     ※ 宮崎地方気象台に関する情報の開示請求等は、福岡管区気象台の上記窓口で受け付け

ています。 
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［海上保安庁］ 

 

（第十管区海上保安本部） 

宮崎海上保安部      〒887-0001 日南市油津 4－12－1 油津港湾合同庁舎 

                 TEL(0987)22-3022（管理課） 

                 (0987)22-3021（警備救難課） 

                 (0987)22-3264（交通課） 

                 FAX(0987)22-3022（TEL兼用） 

(URL) http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/miyazaki/ 

 

  日向海上保安署       〒883-0062 日向市大字日知屋 16847－5 細島港湾合同庁舎 

                TEL(0982)52-8695（FAX兼用） 

 

 

【設置根拠】 

海上保安庁法第 13条、海上保安庁組織規則第 118 条、第 119条 

 

【任務】 

法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、

海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関

する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに付帯

する事項に関する事務を行うことにより海上の安全及び治安の確保を図る。 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/miyazaki/
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【組織及び職員数】 

 

 （第十管区海上保安本部） 

                               管理課 

宮崎海上保安部            警備救難課 

             交通課 

                 巡視艇しろかぜ 

                 巡視艇さつき 

                        日向海上保安署    巡視船きりしま 

                                   巡視艇ほこかぜ 

（職員数 54人） 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  第十管区海上保安本部総務部総務課 

   〒890-8510 鹿児島市東郡元町 4-1 鹿児島第２地方合同庁舎 

   TEL(099)250-9800 

     ※ 宮崎海上保安部及びその下部機関に関する情報の開示請求等は、第十管区海上保安本

部の上記窓口で受け付けています。 
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環  境  省 

 

 

 （九州地方環境事務所） 

えびの管理官事務所   〒889-4302 えびの市末永 1495－5 

                   TEL(0984)33-1108  FAX(0984)33-6160 

(URL) http://kyushu.env.go.jp/index.html（九州地方環境事務所） 

 

 

【設置根拠】 

環境省設置法第 12条、地方環境事務所組織規則第 2条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 自然公園法の規定による許可等の手続に関する業務及び履行状況又は違反行為の監視、指導

に関する業務 

(2) 国立公園に係る利用指導に関する業務 

(3) 国立公園に係る公園計画及び公園事業の決定又は変更業務等 

(4) 公園事業に係る施設の整備に関する業務 

(5) 国立公園に係る美化清掃活動に関する業務 

(6) 国指定霧島鳥獣保護区に関する業務 

(7) 環境省所有国有財産の管理に関する業務 

 

【管轄区域】 

霧島錦江湾国立公園霧島地域［宮崎県（都城市、小林市、えびの市、西諸県郡高原町）及び鹿児

島県（霧島市、姶良郡湧水町）］ 

 

【組織及び職員数】 

 

  （九州地方環境事務所） 

       えびの管理官事務所 

              （職員数 3 人） 

 

 

 

http://kyushu.env.go.jp/index.html
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州地方環境事務所総務課 

   〒860-0047 熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎Ｂ棟４Ｆ 

   TEL(096)322-2400 

      FAX(096)322-2445 

     ※ えびの管理官事務所に関する情報の開示請求等は、九州地方環境事務所の上記窓口で

受け付けています。 
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防  衛  省 

 

 

 陸上自衛隊えびの駐屯地 

 （西部方面隊） 

   第８師団西部方面特科連隊第３大隊 

   西部方面混成団第 24 普通科連隊 

   西部方面通信群第 102 基地システム通信大隊第 319 基地通信中隊えびの派遣隊 

   西部方面後方支援隊第 308 普通科直接支援中隊 

   西部方面後方支援隊第 304 特科直接支援中隊第３特科直接支援小隊 

   西部方面会計隊第 364 会計隊えびの派遣隊 

   えびの駐屯地業務隊 

 （西部方面警務隊） 

   第 135 地区警務隊えびの派遣隊 

〒889-4314 えびの市大字大河平 4455－1    TEL(0984)33-3904 

 

 陸上自衛隊都城駐屯地 

  （西部方面隊） 

    第８師団第 43 普通科連隊 

    第８師団支援連隊第２整備大隊第３普通科直接支援中隊 

    西部方面通信群第 102 基地システム通信大隊第 319 基地通信中隊都城派遣隊 

    西部方面後方支援隊第 103 施設直接支援大隊第２直接支援中隊都城派遣隊 

    西部方面会計隊第 364 会計隊都城派遣隊 

    都城駐屯地業務隊 

    第５施設団第９施設群第 376 施設中隊 

  （西部方面警務隊） 

    第 135 地区警務隊都城派遣隊 

〒885-0086 都城市久保原町 1街区 12号     TEL(0986)23-3944 

(URL) http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/8d/8thdivision.html （第 8師団） 

 

 

【設置根拠】 

  防衛省設置法第 27 条、自衛隊法第 10 条、自衛隊法施行令第６条、第７条、第 12 条の２、第 50

条 
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【主な所掌事務】 

担当区域の防衛・警備 

 

【組織】 

 

 （西部方面隊） （第８師団）  （西部方面特科連隊）  第３大隊（えびの） 

                 第 43普通科連隊（都城）  

                 （第８後方支援連隊） （第２整備大隊） 

                               第３普通科直接支援中隊（都城） 

         （西部方面混成団）  第 24 普通科連隊（えびの）   連隊本部 

                                   本部管理中隊 

                                   第１普通科中隊 

                                   第２普通科中隊 

                                   第３普通科中隊 

                                   重迫撃砲中隊 

         （西部方面通信群） （第 102基地システム通信大隊）  

                      （第 319基地通信小隊）  えびの派遣隊（えびの） 

                                   都城派遣隊（都城） 

         （西部方面後方支援隊） （第 304特科直接支援中隊） 第３特科直接支援小隊 

                                         （えびの） 

                     第 308普通科直接支援中隊（えびの） 

                     （第 103施設直接支援大隊）  

                        第２直接支援中隊  都城派遣隊（都城）  

         （西部方面会計隊）  （第 364会計隊）  えびの派遣隊（えびの） 

                              都城派遣隊（都城） 

         えびの駐屯地業務隊（えびの） 

         都城駐屯地業務隊（都城） 

         （第５施設団） （第９施設群） 第 376施設中隊（都城） 

 （西部方面警務隊）  （第 135地区警務隊）  えびの派遣隊（えびの） 

                        都城派遣隊（都城） 
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州防衛局総務部総務課 

   〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-10-7 福岡第二合同庁舎 

   TEL(092)483-8811 

   FAX(092)474-3685 

        ※ 陸上自衛隊えびの駐屯地及び都城駐屯地に関する情報の開示請求等は、九州防衛局の

上記窓口で受け付けています。 
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 航空自衛隊新田原基地 

 （西部航空方面隊） 

   第５航空団 

   西部航空施設隊第２作業隊 

 （航空救難団） 

   飛行群新田原救難隊 

 （航空教育集団）  

   飛行教育航空隊 

 （航空支援集団） 

   航空保安管制群新田原管制隊 

   航空気象群新田原気象群 

 （航空警務隊） 

   新田原地方警務隊 

        〒889-1492 児湯郡新富町大字新田 19581 

                  TEL(0983)35-1121 

(URL) http://www.mod.go.jp/asdf/nyutabaru/ 

 

 

【設置根拠】 

  防衛省設置法第 27条、自衛隊法第 20 条、自衛隊法施行令第 51 条の２ 

 

【主な所掌事務】 

対領空侵犯措置及び防空の実施 
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【組織】 

        （西部航空方面隊）   第５航空団     司令部     監理部  

                                      人事部 

                                      防衛部 

                                      装備部 

                                      安全班 

                                      援護室 

                             飛行群      第 305飛行隊 

                             整備補給群    検査隊  

                                      装備隊                                      

                                      修理隊 

                                      車両器材隊 

                                      補給隊 

 （航空総隊）                       基地業務群   第５基地防空隊 

                                      飛行場勤務隊 

                                      施設隊  

                                      通信隊 

                                      管理隊 

                                      業務隊 

                                      会計隊 

                                      衛生隊 

                    （西部航空施設隊）  第２作業隊  

                    （航空救難団）   （飛行群）   新田原救難隊 

  （航空教育集団）   飛行教育航空隊     

  （航空支援集団）   （航空保安管制群）  新田原管制隊 

             （航空気象群）    新田原気象群 

  （航空警務隊）    新田原地方警務隊 
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州防衛局総務部総務課 

   〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-10-7 福岡第二合同庁舎 

   TEL(092)483-8811 

      FAX(092)474-3685 

        ※ 航空自衛隊新田原基地に関する情報の開示請求等は、九州防衛局の上記窓口で受け付

けています。 
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（陸・海・空 自衛隊の共同機関） 

自衛隊宮崎地方協力本部  〒880-0901 宮崎市東大淀 2－1－39 

                               TEL(0985)53-2643（FAX兼用） 

(URL) http://www.mod.go.jp/pco/miyazaki/ 

延岡出張所                 〒882-0814 延岡市北大貫町 1－2915 延岡合同庁舎５階 

                              TEL(0982)21-2387(FAX兼用) 

日向地域事務所             〒883-0052 日向市鶴町 2－136 

                               TEL(0982)52-6914(FAX兼用) 

新田原分駐所             〒889-1492 児湯郡新富町大字新田 19581(航空自衛隊新田原基地内) 

                               TEL(0983)35-1121(内線 5207) (FAX兼用) 

宮崎募集案内所             〒880-0805 宮崎市橘通東 3－1－22 宮崎合同庁舎１階 

                               TEL(0985)61-7663(FAX兼用) 

日南地域事務所             〒889-2535 日南市飫肥 5-3-45 宮崎南部森林管理署内 

                               TEL(0987)32-5066(FAX兼用) 

都城地域事務所             〒885-0086 都城市久保原町１街区 12号(陸上自衛隊都城駐屯地内) 

                               TEL(0986)23-3944(内線 373) 

小林地域事務所             〒886-0004 小林市細野 266－1 小林法務合同庁舎２階 

                               TEL(0984)22-5254(FAX兼用) 

都城援護センター      〒885-0086 都城市久保原町１街区 12号(陸上自衛隊都城駐屯地内) 

                               TEL(0986)23-3944(内線 375) (FAX兼用) 

  えびの援護センター     〒889-4314 えびの市大河平 4455-1（陸上自衛隊えびの駐屯地内） 

                TEL(0986)33-3904（内線 312）(FAX兼用) 

 

 

 

【設置根拠】 

    防衛省設置法第 27条、自衛隊法第 24 条、自衛隊法施行令第 48 条、第 48条の２ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.go.jp/pco/miyazaki/
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【主な所掌事務】 

(1) 自衛官等の募集 

  (2) 自衛官等の募集に伴う広報 

  (3) 予備自衛官、予備自衛官補の管理及び訓練招集 

  (4) 即応予備自衛官の招集 

  (5) 自衛官の再就職援護 

  (6) 防衛省及び自衛隊に関する渉外・広報 

  (7) 国民保護、災害対策 

 

【管轄区域】 

地方協力本部： 宮崎県 

延 岡 出 張 所： 延岡市、西臼杵郡 

日向地域事務所： 日向市、東臼杵郡 

新田原分駐所： 西都市、児湯郡 

宮崎募集案内所： 宮崎市、東諸県郡 

日南地域事務所： 日南市、串間市 

都城地域事務所： 都城市、三股町 

小林地域事務所： 小林市、えびの市、高原町 

 

【組織】 

 

                       総務課 

  自衛隊宮崎地方協力本部          募集課 

                        援護課 

                         

                       延岡出張所 

日向地域事務所 

新田原分駐所  

宮崎募集案内所 

日南募集案内所 

都城地域事務所 

小林地域事務所 
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州防衛局総務部総務課 

   〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-10-7 福岡第二合同庁舎 

   TEL(092)483-8811 

   FAX(092)474-3685 

※ 自衛隊宮崎地方協力本部及びその下部機関に関する情報の開示請求等は、九州防衛局の

上記窓口で受け付けています。 
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（九州防衛局） 

 （熊本防衛支局） 

宮崎防衛事務所    〒880-0816 宮崎市江平東 2－6－35 

                 TEL(0985)55-0277  

(URL) http://www.mod.go.jp/rdb/kyushu/（九州防衛局） 

 

 

【設置根拠】 

  防衛省設置法第 32条 

 

【主な所掌事務】 

九州防衛局及び熊本防衛支局の所掌事務（①防衛及び警備、自衛隊の行動、自衛隊の組織、定員、

編成、装備及び配置等について、これらを円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域

住民の理解及び協力の確保、②在日米軍及び自衛隊施設を取得し、その安定的な運用の確保を図る

ための事務）に係る連絡、交渉、調査及び資料の収集に関する業務 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

 （九州防衛局） 

（熊本防衛支局）    宮崎防衛事務所          業務係 

                   （職員数 4人）       次長       施設係 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  熊本防衛支局情報公開窓口 

   〒862-0901 熊本市東区東町 1-1-11 

   TEL(096)368-2171 

※ 宮崎防衛事務所に関する情報の開示請求等は、熊本防衛支局の上記窓口で受け付けてい

ます。 

 



 
 
 

 

 

 

 

【地方公共団体】 
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○県内地方公共団体の所在地等一覧 

名称 郵便番号 所在地 電話番号（代表） URL 

宮崎県 880-8501 宮崎市橘通東 2-10-1 (0985)26-7111 
http://www.pref.miyazaki.lg.

jp/index.html 

宮崎市 880-8505 宮崎市橘通西 1-1-1 (0985)25-2111 
http://www.city.miyazaki.miy

azaki.jp/ 

都城市 885-8555 都城市姫城町 6 街区 21号 (0986)23-2111 
http://www.city.miyakonojo.m

iyazaki.jp/ 

延岡市 882-8686 延岡市東本小路 2-1  (0982)34-2111 
http://www.city.nobeoka.miya

zaki.jp/ 

日南市 887-8585 日南市中央通 1-1-1  (0987)31-1100 
http://www.city.nichinan.lg.

jp/ 

小林市 886-8501 小林市細野 300 (0984)23-1111 
http://www.city.kobayashi.lg

.jp/ 

日向市 883-8555 日向市本町 10-5 (0982)52-2111 
http://www.city.hyuga.miyaza

ki.jp/index.php 

串間市 888-8555 串間市大字西方 5550 (0987)72-1111 
http://www.city.kushima.miya

zaki.jp/ 

西都市 881-8501 西都市聖陵町 2-1 (0983)43-1111 http://www.city.saito.lg.jp/ 

えびの市 889-4292 えびの市大字栗下 1292 (0984)35-1111 http://www.city.ebino.lg.jp/ 

三股町 889-1995 北諸県郡三股町五本松 1-1 (0986)52-1111 
http://www.town.mimata.miyaz

aki.jp/ 

高原町 889-4492 西諸県郡高原町大字西麓 899 (0984)42-2111 
http://www.town.takaharu.lg.

jp/ 

国富町 880-1192 東諸県郡国富町大字本庄 4800 (0985)75-3111 
http://www.town.kunitomi.miy

azaki.jp/ 

綾町 880-1392 東諸県郡綾町大字南俣 515 (0985)77-1111 
http://www.town.aya.miyazaki

.jp/ayatown/ 

高鍋町 884-8655 児湯郡高鍋町大字上江 8437 (0983)26-2001 
http://www.town.takanabe.miy

azaki.jp/ 

新富町 889-1493 児湯郡新富町大字上富田 7491 (0983)33-6002 
http://www.town.shintomi.miy

azaki.jp/ 

西米良村 881-1411 児湯郡西米良村大字村所 15 (0983)36-1111 http://www.nishimera.jp/ 

木城町 884-0101 児湯郡木城町大字高城 1227-1 (0983)32-4725 http://www.kijo.jp/ 

川南町 889-1301 児湯郡川南町大字川南 13680-1  (0983)27-8001 
http://www.town.kawaminami.m

iyazaki.jp/ 

都農町 889-1201 児湯郡都農町大字川北 4874-2 (0983)25-5710 
http://www.town.tsuno.miyaza

ki.jp/ 

門川町 889-0696 東臼杵郡門川町本町 1-1 (0982)63-1140 
http://www.town.kadogawa.lg.

jp/ 

諸塚村 883-1392 東臼杵郡諸塚村大字家代 2683 (0982)65-1112 
http://www.vill.morotsuka.mi

yazaki.jp/ 

椎葉村 883-1601 
東臼杵郡椎葉村大字下福良

1762-1 
(0982)67-3111 

http://www.vill.shiiba.miyaz

aki.jp/ 
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名称 郵便番号 所在地 電話番号（代表） URL 

美郷町 883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代１ (0982)66-3600 
http://www.town.miyazaki-mis

ato.lg.jp/ 

高千穂町 882-1192 西臼杵郡高千穂町大字三田井 13 (0982)73-1200 
http://www.town-takachiho.jp

/ 

日之影町 882-0402 
西臼杵郡日之影町大字岩井川

3398-1  
(0982)87-3900 http://www.hinokage.jp/ 

五ヶ瀬町 882-1295 
西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所

1670 
(0982)82-1700 

http://www.town.gokase.miyaz

aki.jp/ 
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【司法関係機関】 
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○裁判所及び検察審査会の所在地・電話番号 

（１）高等裁判所 

名称 所在地 電話番号（代表） 

福岡高等裁判所宮崎支部 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 0985-68-5115 

 

（２）地方裁判所 

名称 所在地 電話番号（代表） 

宮崎地方裁判所 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 0985-23-2263 

宮崎地方裁判所日南支部 〒889-2535 日南市飫肥3-6-1 0987-25-1188 

宮崎地方裁判所都城支部 〒885-0075 都城市八幡町2-3 0896-23-4131 

宮崎地方裁判所延岡支部 〒882-8585 延岡市東本小路121 0982-32-3291 

 

（３）家庭裁判所 

名称 所在地 電話番号（代表） 

宮崎家庭裁判所 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 0895-68-5146 

宮崎家庭裁判所日南支部 〒889-2535 日南市飫肥3-6-1 0987-25-1188 

宮崎家庭裁判所都城支部 〒885-0075 都城市八幡町2-3 0986-23-4177 

宮崎家庭裁判所延岡支部 〒882-8585 延岡市東本小路121 0982-32-3452 

宮崎家庭裁判所日向出張所 〒883-0036 日向市南町8-7 0982-52-2211 

宮崎家庭裁判所高千穂出張所 〒882-1101 西臼杵郡高千穂町三田井118 0982-72-2017 

 

（４）簡易裁判所 

名称 所在地 電話番号（代表） 

宮崎簡易裁判所 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 0895-68-5152 

日南簡易裁判所 〒889-2535 日南市飫肥3-6-1 0987-25-1188 

都城簡易裁判所 〒885-0075 都城市八幡町2-3 0986-23-4162 

延岡簡易裁判所 〒882-8585 延岡市東本小路121 0982-32-3324 

西都簡易裁判所 〒881-0003 西都市大字右松2519-1 0983-43-0344 

小林簡易裁判所 〒886-0007 小林市真方112 0984-23-2309 

日向簡易裁判所 〒883-0036 日向市南町8-7 0982-52-2211 

高千穂簡易裁判所 〒882-1101 西臼杵郡高千穂町三田井118 0982-72-2017 
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（５）検察審査会 

名称 所在地 電話番号（代表） 

宮崎検察審査会 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 0985-68-5120 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

【独立行政法人】 
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［文部科学省所管］ 

 

 

国立大学法人 宮崎大学 

 (URL) http://www.miyazaki-u.ac.jp/ 

 木花キャンパス 

   〒889-2192 宮崎市学園木花台西 1－1 

    TEL(0985)58-2854 FAX(0985)58-2886 

 

  清武キャンパス 

    〒889-1692 宮崎市清武町木原 5200 

   TEL(0895)85-1510 

 

   医学部附属病院 

    〒889-1692 宮崎市清武町木原 5200 

   TEL(0895)85-1510 

   (URL) http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/ 

 

教育学部附属幼稚園 

    〒880-0031 宮崎市船塚 1-1 

    TEL(0895)24-6707  FAX(0895)22-4997 

    (URL)http://www.miyazaki-u.ac.jp/fuyou/ 

 

教育学附属小学校 

   〒880-0026 宮崎市花殿町 7-49 

   TEL(0895)24-6706  FAX(0895)24-3176 

   (URL) http://www.miyazaki-u.ac.jp/fes/ 

   

教育学部附属中学校 

   〒880-0026 宮崎市花殿町 7-67 

   TEL(0895)25-1122  FAX(0895)25-1123 

   (URL) http://www.miyazaki-u.ac.jp/jhs/ 

 

   

http://www.miyazaki-u.ac.jp/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/
http://www.miyazaki-u.ac.jp/fuyou/
http://www.miyazaki-u.ac.jp/fes/
http://www.miyazaki-u.ac.jp/jhs/
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農学部附属フィールド科学教育研究センター住吉フィールド 

   〒880-0120 宮崎市島之内 10100-1 

   TEL(0895)39-1034  FAX(0895)39-8277 

 

  農学部附属フィールド科学教育研究センター田野フィールド 

   〒889-1702 宮崎市田野乙 11300 

   TEL(0895)86-0036  FAX(0895)86-2551 

 

  農学部附属フィールド科学教育研究センター延岡フィールド 

   〒889-0517 延岡市赤水町 376-6 

   TEL(0982)37-0327（ＦＡＸ兼用） 

 

まちなかキャンパス  

    〒880-0805 宮崎市橘通東 3-4-36 村武ビル１Ｆ 

    TEL(0895)55-0553    FAX(0985)22-8511 

   (URL) https://www.miyazaki-u.ac.jp/facilities/related-facility/machinaka-campus.html 

 

 

 

【設置根拠】 

国立大学法人法 

 

【主な所掌事務】 

 (1) 宮崎大学を設置し、これを運営すること 

 (2) 本学学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと 

 (3) 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者と

の連携による教育研究活動を行うこと 

 (4) 公開講座の解説その他の本学学生以外の者に対する学習の機会を提供すること 

 (5) 本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること 

 (6) 本学における技術に関する研究の成果を促進する事業であって国立大学法人法施行令第３条で定

めるものを実施する者に出資（次号に該当するものを除く。）すること 

 (7) 産業競争力強化法第 22条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと 

 (8) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと 

https://www.miyazaki-u.ac.jp/facilities/related-facility/machinaka-campus.html
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【組織及び職員数】 

                                     監査室 

                             企画総務部   総務課 

                                     企画評価課 

                                     人事課 

                                     広報・渉外課 

          経営協議会                      安全衛生保健管理室 

               学長戦略企画室       財務部     財務課 

       監事               事務局          経理調達課 

           学長                        照査・検収室 

国立大学法人     理事    宮崎大学        施設環境部   企画管理課 

  宮崎大学     役員会                       施設整備課  

（職員数 1,445人）                    学生支援部   教育支援課 

                                     学生生活支援課 

                                     入試課  

                                     基礎教育支援課 

                             研究国際部   研究推進課 

                                     産学・地域連携課 

                                     国際連携課 

                             教育学部    事務部 

                        学部     附属教育協働開発センター    

                               附属幼稚園 

                               附属小学校 

                               附属中学校 

                             医学部  事務部  総務課 

                               附属病院    管理課 

                             工学部  事務部  医事課 

                                       学生支援課 

                             農学部  事務部  総務医事課 

                               附属フィールド科学研究センター 

                                  木花フィールド  

                                  住吉フィールド 

                                  田野フィールド 

                                  延岡フィールド  
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                               附属動物病院 

                               附属農業博物館  

                              地域資源創成学部    事務部  

                          工学教育研究部 

                         基礎教育部 

                         大学院   教育研究科 

                               看護学研究科 

                               工学研究科 

                               農学研究科 

                               医学獣医学総合研究科 

                               農学工学総合研究科  

                          別科    畜産別科 

              附属図書館  医学分館 

              学内共同研究施設   

産学・地域連携センター  

                教育・学生支援センター 

                フロンティア科学実験総合センター 

                国際連携センター 

                産業動物防疫リサーチセンター 

                語学教育センター 

                ＩＲ推進センター  

                          安全衛生保健センター   清武分室 

                          情報統括機構  情報基盤センター 

                          障がい学生支援室       事務部 

                          テニュアトラック推進機構 

                          清花アテナ男女共同参画推進室 

                          みやだいＣＯＣ推進機構 

                          みやざきＣＯＣ＋地元定着推進室 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  事務局企画総務部総務課法務・コンプライアンス係 

   TEL(0985)58-2854 

   FAX(0985)58-2886 
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（国立大学法人 京都大学防災研究所附属地震予知研究センター） 

宮崎観測所    〒889-2161 宮崎市大字加江田 3884 

           TEL(0985)65-1161  FAX(0985)55-4005 

    （URL）http://www.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/main/HomeJ.html#ja（地震予知研究センター） 

 

 

【設置根拠】 

国立大学法人法 

 

【所掌事務】 

陸域および海域における地震や地殻変動の観測に基づき、地震の発生メカニズム などの研究を進

めるとともに、関連分野の教育活動に取り組むこと。 

 

【組織及び職員数】 

 

  （京都大学防災研究所附属地震予知研究センター）        宮崎観測所 

                                （職員数 4人） 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  京都大学総務部法務室 

   〒606-8501 京都市吉田本町 京都大学百周年時計台記念館１Ｆ 

   TEL(075)753-2073 

※ 宮崎観測所に関する情報の開示請求は、京都大学の上記窓口で受け受けています。  
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（国立大学法人 京都大学野生動物研究センター） 

幸島観察所     〒889-3311  串間市大字市木吹切 16－1 

            TEL(0987)77-0045  FAX(0987)77-0251 

(URL) https://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/koshima_st/index.htm 

 

 

【設置根拠】 

国立大学法人法 

 

【所掌事務】 

ニホンザルの幸島群に関する維持管理と霊長類学的研究 

 

【組織及び職員数】 

 

  （京都大学野生生物研究センター）      幸島観察所 

          （職員数 2人） 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  京都大学総務部法務室 

   〒606-8501 京都市吉田本町 京都大学百周年時計台記念館１Ｆ 

   TEL(075)753-2073 

※ 幸島観測所に関する情報の開示請求は、京都大学の上記窓口で受けつけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/koshima_st/index.htm
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（国立大学法人 九州大学） 

農学部附属演習林（宮崎演習林） 

 〒883-0402 東臼杵郡椎葉村大河内 949 

            TEL(0983)38-1116  FAX(0983)38-1004 

(URL) http://www.forest.kyushu-u.ac.jp/miyazaki/index.php  

 

 

【設置根拠】 

国立大学法人法 

 

【所掌事務】 

林学及び林産学に関する教育研究 

 

【組織及び職員数】 

 

                                     研究室 

   （九州大学農学部）        附属演習林（宮崎演習林）     技術班 

        （職員数 10人）         宮崎演習林係 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州大学情報公開事務室 

   〒819-0395 福岡市西区元岡 744 九州大学椎木講堂３Ｆ 

   TEL(092)802-2129 

    ※ 宮崎演習林に関する情報の開示請求等は、九州大学の上記窓口で受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forest.kyushu-u.ac.jp/miyazaki/index.php
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（独立行政法人 国立高等専門学校機構） 

都城工業高等専門学校   〒885-8567 都城市吉尾町 473－1 

TEL(0986)47-1107  FAX(0986)38-1508 

(URL) http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/ 

 

 

【設置根拠】 

独立行政法人国立高等専門学校機構法 

 

【所掌事務】 

  職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国

の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/
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【組織及び職員数】 

              副校長（教務主事）  教務主事補 

              副校長（学生主事）  学生主事補 

              副校長（寮務主事）  寮務主事補 

              校長補佐（研究・社会連携担当）  

              校長補佐（国際交流担当） 

              専攻科長        専攻主任 

              図書館長 

              電子計算機センター長    副センター長 

                          技術支援センター長     技術室長 

                          地域連携テクノセンター長  副センター長 

   都城工業高等専門学校長            グローカル農工学教育研究センター長  副センター長 

    （職員数 102人）               学生相談支援室長      内部相談員 

                 キャリア支援室長      副室長  

                 情報システム管理室長    副室長 

                               学級担任 

                          機械工学科長 

                          電気情報工学科長 

                          物質工学科長 

                          建築学科長 

                          一般科目文科長           総務係 

                          一般科目理科長    課長補佐   人事係 

                                総務課長 （総務担当） 企画係 

                        事務部長         課長補佐   財務係 

                                     （財務担当） 契約係 

                                            施設係 

                                            教務係 

                                            図書係 

                                学生課長 課長補佐   学生係 

                                            寮務係 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  総務課総務係 

   TEL(0986)47-1105   FAX(0986)38-1508 
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[厚生労働省所管] 

 

 

（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

宮崎支部           〒880-0916 宮崎市大字恒久 4241 

                       TEL(0985)51-1556（高齢・障害者業務課） 

                    (0985)51-1590（求職者支援課）  

  FAX(0985)51-1557（高齢・障害者業務課） 

   (0985)51-1509（求職者支援課）  

                  (URL) http://www.jeed.or.jp/location/shibu/miyazaki/ 

 

宮崎障害者職業センター     〒880-0014 宮崎市鶴島 2－14－17 

                      TEL(0985)26-5226  FAX(0985)25-6425 

               (URL) http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/miyazaki/index.html 

 

宮崎職業能力開発促進センター（ポリテクセンター宮崎） 

 〒880-0916 宮崎市大字恒久 4241 

                       TEL(0985)51-1511（訓練課） 

                    (0985)51-2381（生産性向上人材育成支援センター） 

                   FAX(0985)51-1513（訓練課） 

                    (0985)51-1509（生産性向上人材育成支援センター）  

                  (URL)  http://www3.jeed.or.jp/miyazaki/poly/ 

 

延岡訓練センター（ポリテクセンター延岡） 

 〒889-0513 延岡市土々呂町 6－3028 

                      TEL(0982)37-0675（訓練課） 

                    (0982)37-0649（生産性向上人材育成支援センター） 

  FAX(0982)37-1857  

(URL) http://www3.jeed.or.jp/nobeoka/poly/index.html 

 

 

 

 

http://www.jeed.or.jp/location/shibu/miyazaki/
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/miyazaki/index.html
http://www3.jeed.or.jp/miyazaki/poly/
http://www3.jeed.or.jp/nobeoka/poly/index.html
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【設置根拠】 

支部：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第 14条 

障害者職業センター：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第 14条、障害者の雇用の促

進等に関する法律第 19条 

職業能力開発促進センター：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第 14条、職業能力開

発促進法第 16条、雇用保険法第 63条 

 

【主な所掌事務】 

 支部 

  (1) 高年齢者の雇用に関する相談・援助 

(2) 高年齢者の雇用に関する助成金の受付 

(3) 障害者雇用納付金の申告・申請や障害者雇用に関する助成金の受付、啓発等 

  (4) 求職者支援訓練の認定申請 

 障害者職業センター 

  (1) 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備支援及び知的障害者判定及び重度知的障害者判

定 

  (2) 事業主に雇用されている障害者等に対する職場への適応又は復帰に関する事項についての助言

又は支援 

  (3) 事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言その他の援助 

  (4) 関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助及

び就業支援担当者に対する研修や職場適応援助者養成研修の実施 

 職業能力開発促進センター 

  (1) 求職者を対象とする各種職業訓練の実施 

  (2) 在職者を対象とする能力開発セミナーの実施 

  (3) 生産性向上支援訓練の実施その他中小企業等の生産性向上に向けた人材育成の支援 

  (4) 職業能力の開発及び向上に関する各種相談・援助等 

   

【管轄区域】 

宮崎県 

 

 

 

 

 



87 
 
 

【組織】 

 

  （高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

 

      宮崎支部           総務課 

                     高齢・障害者業務課 

                     求職者支援課 

              宮崎障害者職業センター 

              宮崎職業能力開発促進センター   訓練課 

                             生産性向上人材育成支援センター 

      延岡訓練センター      訓練課 

                  生産性向上人材育成支援センター 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（本部）企画部情報公開広報課  

 〒261-8558 千葉市美浜区若葉3-1-2 高度訓練センター内 

TEL(043)213-6207  

FAX(043)213-6556 

 ※ 宮崎支部、宮崎障害者職業センター、宮崎職業能力開発促進センターに関する情報の開

示請求は、高齢・障害・求職者雇用支援機構（本部）の上記窓口で受けつけています。 
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（独立行政法人 労働者健康安全機構） 

宮崎産業保健総合支援センター 〒880-0806 宮崎市広島 1－18－7 大同生命宮崎ビル 6Ｆ 

                       TEL(0985)62-2511  FAX(0985)62-2522 

(URL) https://www.miyazakis.johas.go.jp/ 

 

【設置根拠】 

独立行政法人労働者健康安全機構法第 12条、独立行政法人労働者健康安全機構業務方法書第４条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 産業医、保健師、看護師、衛生管理者、地域産業保健センターをはじめとする産業保健関係者

からの相談対応 

(2) 産業保健に関する専門的かつ実践的な研修の実施 

(3) メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援 

(4) 管理監督者や若年労働者を対象としたメンタルヘルス教育の実施 

(5) 講師の紹介などの産業保健に関する情報提供、広報啓発活動 

(6) 治療と仕事の両立支援のための個別調整支援 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

  （労働者健康安全機構） 

 

       宮崎産業保健総合支援センター   所長   副所長    事務主任 

         （職員数 3人） 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  独立行政法人労働者健康安全機構（本部）総務部総務課 

   〒211-0021 川崎市中原区木月住吉町 1-1 

   TEL(044)431-8600  

    ※ 宮崎産業保健総合支援センターに関する情報の開示請求は、労働者健康安全機構（本部）

の上記窓口で受けつけています。 

https://www.miyazakis.johas.go.jp/
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（独立行政法人 国立病院機構） 

都城医療センター    〒885-0014 都城市祝吉町 5033－1 

               TEL(0986)23-4111  

                (0986)22-3690（附属看護学校）  

FAX(0986)24-3864 

(URL) http://www.nho-miyakon.jp/ 

 

 

【設置根拠】 

独立行政法人国立病院機構組織規程第６条 

 

【主な所掌事務】 

診療科目に対しての診療、医療の向上寄与及び看護師等の養成 

 

【組織及び職員数】 

（国立病院機構） 

   

   都城医療センター   事務部   企画課 

   （職員数 221人）         管理課 

                      

              診療科   内科 

                    循環器内科  

                    呼吸器内科 

                    呼吸器外科 

                    消化器内科 

                    外科 

                    消化器外科 

                    整形外科 

                    リウマチ科 

                    泌尿器科 

                    皮膚科 

                    産婦人科 

 

http://www.nho-miyakon.jp/
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                    小児科   

                    耳鼻咽喉科 

                    放射線科    

                    リハビリテーション科 

                    歯科・口腔外科 

                    麻酔科 

                    脳神経外科 

                    眼科   

               看護部 

               薬剤部 

               画像診断センター 

               中央検査部 

               リハビリテーション室 

               栄養管理室 

               ＭＥ（臨床工学室） 

               医療情報管理部 

               臨床研究部 

               研修・教育部 

              附属看護学校   看護学科 

                   

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  事務部管理課 

   TEL(0986)23-4111 

   FAX(0986)24-3864 
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（独立行政法人 国立病院機構） 

宮崎病院               〒889-1301 児湯郡川南町大字川南 19403－4 

                TEL(0983)27-1036  FAX(0983)27-5033 

(URL) http://www.hosp.go.jp/~miyazaki/ 

宮崎東病院              〒880-0911 宮崎市大字田吉 4374－1 

TEL(0985)56-2311   

FAX(0985)56-2257（代表） 

  (0985)56-6733（地域医療連携室）  

(URL) http://www.mhigashi1.jp/ 

   

【設置根拠】 

独立行政法人国立病院機構組織規程第６条 

 

【主な所掌事務】 

療養を要する者に対して医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること 

 

【組織及び職員数】 

（国立病院機構） 

 

宮崎病院        診療部   内科  栄養管理室 

（職員数 247 人）          脳神経内科  

                  呼吸器内科 

                  循環器内科 

                  消化器内科 

                  糖尿病・代謝内科 

                  小児科   療育指導室 

                  整形外科  

                  リハビリテーション科 

                  放射線科 

                  麻酔科 

                  歯科  

                  研究検査科 

 

http://www.hosp.go.jp/%7Emiyazaki/
http://www.mhigashi1.jp/
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            薬剤科 

            看護部 

               事務部   企画課 

                     管理課 

               医療安全管理室 

               地域医療連携室   医療相談室 

               感染対策室 

    宮崎東病院      事務部   企画課 

   （職員数 297人）          管理課 

               診療部   内科 

                     腫瘍内科 

                     呼吸器内科 

                     外科・呼吸器外科 

                     小児科 

                     神経内科  

                     整形外科 

                     児童精神科 

                     放射線科 

                看護部 

                薬剤科 

                検査科 

                リハビリテーション科 

                栄養管理室 

                療育指導室 

                地域医療連携室  

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  宮崎病院事務部管理課 

   TEL(0983)27-1036   FAX(0983)27-5033 

  宮崎東病院事務部管理課 

TEL(0985)56-2311   FAX(0985)56-2257 
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［農林水産省所管］ 

 

（独立行政法人 家畜改良センター） 

宮崎牧場         〒886-0004 小林市細野 5157－29 

                 TEL(0984)23-3500  FAX(0984)24-0953 

(URL) http://www.nlbc.go.jp/miyazaki/ 

 

 

【設置根拠】 

    独立行政法人家畜改良センター組織規程第 33条 

 

【主な所掌事務】 

(1) 種豚の改良増殖、人工授精及び受精卵移植、種豚及び精液の配布、産肉能力の検定、豚の飼養

管理及び改良増殖に関する調査研究・指導 

  (2) 肉用牛の改良増殖、育種素材の導入と能力調査、人工授精及び受精卵移植、肉用牛の配布、肉

用牛の飼養管理及び改良増殖に関する調査研究・指導、肉用牛の遺伝資源の保存 

  (3) 飼料作物の栽培及び調製、牧野・樹林の保護管理、気象観測、機械化作業体系による粗飼料生

産に関する調査研究及び指導、暖地型牧草の遺伝資源の栄養体保存並びにふん尿処理技術の実証

展示 

  (4) 場内の家畜の防疫及び診療、家畜の衛生に関する調査研究 

 

【組織及び職員数】 

 

  （家畜改良センター） 

総務課 

宮崎牧場        業務第一課 

（職員数 61人）           業務第二課 

                              衛生課 

 

 

 

 

 

http://www.nlbc.go.jp/miyazaki/
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

    家畜改良センター（本所）総務部総務課 

   〒961-8511 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１ 

TEL(0248)25-2231  FAX(0248)25-3990 

  ※ 宮崎牧場に関する情報の開示請求は、家畜改良センター（本所）の上記窓口で受けつけ

ています。 
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（国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構） 

九州沖縄農業研究センター都城研究拠点 

  〒885-0091 都城市横市町 6651－2 

TEL(0986)24-4270  FAX(0986)24-4283 

(URL) http://www.naro.affrc.go.jp/karc/index.html（九州沖縄農業研究センター） 

 

 

【設置根拠】 

    国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構法 

 

【主な所掌事務】 

農業及び食品産業に関する技術上の試験研究 

 

【組織及び職員数】 

 

 （農業・食品産業技術総合研究機構） 

                     （企画部産学連携室）  農業技術コミュニケーター 

                     （総務部総務課）    都城管理チーム 

                     （技術支援センター）  業務第３科 

    （九州沖縄農業研究センター）    

                                 サツマイモ育種グループ 

                     畑作研究領域      トウモロコシグループ 

                                 畑機械・栽培グループ 

                                 畑作物生理・遺伝グループ  

                                 畑土壌管理グループ 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  九州沖縄農業研究センター総務部総務課総務チーム 

   〒861-1192 合志市須屋 2421 

TEL(096)242-7705 FAX(096)249-1002 

※ 都城研究拠点に関する情報の開示請求は、九州沖縄農業研究センターの上記窓口で受けつ

けています。 

http://www.naro.affrc.go.jp/karc/index.html
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（国立研究開発法人 森林研究・整備機構） 

（森林整備センター九州整備局） 

宮崎水源林整備事務所     〒880-0804 宮崎市宮田町 10-25 宮田町ビル 

                     TEL(0985)25-5411  FAX(0985)28-0410 

(URL) https://www.green.go.jp/index.html（森林整備センター） 

 

 

【設置根拠】 

    国立研究開発法人森林研究・整備機構法 

 

【主な所掌事務】 

  水源林造成事業（分収造林方式）の実行並びに造林木の収穫及び販売に関する業務等 

   

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

  （森林研究・整備機構森林整備センター） 

 

      （九州整備局）      宮崎水源林整備事務所 

（職員数 11人） 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  森林整備センター九州整備局総務課  

   812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル内 

TEL(092)433-1422  FAX(092)433-1427  

    ※ 宮崎水源林整備事務所に関する情報の開示請求は、九州整備局の上記窓口で受けつけ

ています。  

 

 

 

https://www.green.go.jp/index.html
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［経済産業省所管］ 

 

（独立行政法人 日本貿易振興機構） 

宮崎貿易情報センター（ジェトロ宮崎） 

         〒880-0811 宮崎市錦町 1－10 宮崎グリーンスフィア壱番館（KITEN）３Ｆ 

         TEL(0985)61-4260  FAX(0985)25-3001 

(URL) https://www.jetro.go.jp/（日本貿易振興機構） 

 

 

【設置根拠】 

    独立行政法人日本貿易振興機構法 

 

【主な所掌事務】 

(1) 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること 

(2) 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと 

(3) 貿易取引のあっせんを行うこと 

(4) 貿易に関する出版物の刊行及び領布その他の貿易に関する広報を行うこと 

(5) 博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又はその開催

若しくは参加のあっせんを行うこと 

 

【組織及び職員数】 

 

  （日本貿易振興機構） 

 

宮崎貿易情報センター（ジェトロ宮崎）   

（職員数 2人）           

                             

【情報公開・個人情報保護窓口】 

   宮崎貿易情報センター 

  TEL(0985)61-4260  FAX(0985)25-3001 

 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/
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［国土交通省所管］ 

 

独立行政法人 航空大学校  〒880-8580 宮崎市大字赤江字飛江田 652－2 

                 TEL(0985)51-1211  FAX(0985)51-1229 

(URL) http://www.kouku-dai.ac.jp/index.html 

 

 

【設置根拠】 

    独立行政法人航空大学校法第 4条 

 

【主な所掌事務】 

航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成すること 

 

【組織及び職員数】 

  

        教授会           審議役     企画室 

                              学科首席教官 

   理事長      教 頭               実科主席/次席教官  

                      事務局     会計課 

   監 事                        総務課   

                              教務課 

                              運用課 

                              整備課 

 

                   （帯広分校）  

                   （仙台分校）  

      （職員数 125人） 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  事務局総務課 

   TEL(0985)51-1211  FAX(0985)51-1229 

 

 

 

http://www.kouku-dai.ac.jp/index.html
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（独立行政法人 自動車技術総合機構九州検査部） 

宮崎事務所         〒880-0925 宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾 2735－3 

                  TEL(0985)51-3828  FAX(0985)51-3877 

(URL) https://www.naltec.go.jp/（自動車技術総合機構） 

 

 

【設置根拠】 

    独立行政法人自動車技術総合機構組織規程第 77条 

 

【主な所掌事務】 

自動車が道路運送車両法の保安基準に適合するかどうかの審査（道路運送車両法第 75条の 4第 1項

に基づくものを除く） 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

  （独立行政法人自動車技術総合機構） 

            主席自動車検査官 

            （九州検査部）     宮崎事務所     自動車検査官 

    （職員数 7人）    技官 

          

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  独立行政法人自動車技術総合機構総務部総務課 

   〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル４F 

   TEL(03)5363-3441  FAX(03)5363-3347 

    ※ 宮崎事務所に関する情報の開示請求は、自動車技術総合機構（本部）の上記窓口で受けつ

けています。 

 

 

 

 

https://www.naltec.go.jp/
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（独立行政法人 自動車事故対策機構） 

宮崎支所          〒880-0913 宮崎市恒久 1－7－21 

宮崎県トラック協会総合研修会館２Ｆ 

                            TEL(0985)53-5385  FAX(0985)53-5396 

（URL）http://www.nasva.go.jp/index.html（自動車事故対策機構） 

 

【設置根拠】 

    独立行政法人自動車事故対策機構法 

 

【主な所掌事務】 

(1) 自動車運送事業の運行管理者等に対する指導講習 

(2) 自動車運転者に対する適性診断の実施 

(3) 自動車事故による重度後遺障害者の援護及び交通遺児等の援護 

(4) 自動車損害賠償保障法による保障制度についての周知宣伝 

(5) 自動車アセスメントによる安全情報の提供 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

  （独立行政法人自動車事故対策機構） 

 

      （福岡主管支所）   宮崎支所         

（職員数 3人）       

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

    福岡主管支所総務グループ 

   〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-1-5博多サンシティビル４Ｆ 

   TEL(092)451-7751  FAX(092)451-7753 

   ※ 宮崎支所に関する情報の開示請求は、福岡主管支所の上記窓口で受けつけています。

http://www.nasva.go.jp/index.html


 
 
 

 

 

 

 

 

【特殊法人】 
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［総務省所管］  
（日本郵便株式会社） 

   郵便局 

(URL) http://www.post.japanpost.jp/index.html（日本郵便株式会社） 

 

 

【設置根拠】 

  日本郵便株式会社法 

 

【宮崎県内の主な郵便局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

【宮崎県内の郵便局数】 

郵便局 簡易郵便局 計 

195局 106局 301局 

 

 

 

 

 

 

局 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 

宮崎中央 

延岡 

都城 

日向 

日南 

小林 

高鍋 

飫肥 

西都 

串間 

えびの 

〒880-8799 

〒882-8799 

〒885-8799 

〒883-8799 

〒887-8799 

〒886-8799 

〒884-8799 

〒889-2599 

〒881-8799 

〒888-8799 

〒889-4399 

宮崎市高千穂通 1－1－34 

延岡市南町 1－3－5 

都城市中町 14－18 

日向市鶴町 2－4－1 

日南市材木町 1－10 

小林市本町 40 

児湯郡高鍋町北高鍋 3516－2 

日南市飫肥 1－4－30 

西都市中央町 2－31 

串間市西方 5616 

えびの市原田 3237－3 

(0985)24-9452 

(0982)32-2077 

(0986)22-3955 

(0982)52-3443 

(0987)22-3212 

(0984)23-2384 

(0983)23-0307 

(0987)25-1443 

(0983)43-0842 

(0987)72-1213 

(0984)33-0142 

http://www.post.japanpost.jp/index.html
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【主な所掌事務】 

 (1) 郵便、物流事業に係る窓口業務 

    (2) 株式会社ゆうちょ銀行からの委託を受けた銀行窓口業務（通常貯金、定額貯金、定期貯金、

送金・決済サービスの取扱い、公的年金などの支払い、国債や投資信託の窓口販売など） 

 (3) 株式会社かんぽ生命保険からの委託を受けた保険窓口業務（生命保険の募集や保険金の支払

いなど） 

 (4) かんぽ生命以外の生命保険会社や損害保険会社からの委託を受けた変額年金保険、法人（経

営者）向け生命保険、がん保険、引受条件緩和型医療保険および自動車保険の販売 

 

【組織】 

 

  （日本郵便株式会社） 

 

      （九州支社）   郵便局 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  日本郵政株式会社個人情報相談窓口 

   〒100-8798 東京都千代田区霞が関 1-3-2 

   TEL(03)3504-4193 

    ※ 郵便局に関する情報の開示請求は、日本郵政株式会社の上記窓口で受けつけています。 
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（日本郵政株式会社） 

かんぽの宿 日南    〒889-2533 日南市星倉 2228－1 

                  TEL(0987)22-5171  FAX(0987)22-5173 

(URL)https://www.kanponoyado.japanpost.jp/nichinan/index.html 

 

 

【設置根拠】 

  日本郵便株式会社法 

 

【主な所掌事務】 

宿泊施設の運営 

 

【組織】 

 

  （日本郵政株式会社事業部門宿泊事業部） 

 

       かんぽの宿日南 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  日本郵政株式会社お客様相談窓口 

   〒100-8798 東京都千代田区霞が関 1-3-2 

   TEL 0120-715-294 

    ※ かんぽの宿日南に関する情報の開示請求は、日本郵政株式会社の上記窓口で受けつけて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/nichinan/index.html
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（西日本電信電話株式会社九州事業本部） 

宮崎支店              〒880-8539 宮崎市広島 1－5－3 

                 TEL(0985)23-8726  FAX(0985)35-4240 

(URL) http://www.ntt-west.co.jp/（西日本電信電話株式会社） 

 

 

【設置根拠】 

  西日本電信電話株式会社組織規程第２条 

 

【主な所掌事務】 

地域電気通信業務（※）及びこれに附帯する業務、目的達成業務、活用業務 

   ※ 県内通信に係る電話、専用線、総合デジタル通信などの電気通信サービス 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織】 

 

  （西日本電信電話株式会社） 

 

（九州事業本部）       宮崎支店     ビジネス営業部 

  設備部 

                              総務部 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  西日本電信電話株式会社お客様相談センター 

   〒540-8511 大阪市中央区馬場町 3-15 

   TEL 0120-019-000 

    ※ 宮崎支店に関する情報の開示請求は、西日本電信電話株式会社の上記窓口で受けつけて

います。 
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（日本放送協会） 

宮崎放送局        〒880-8633 宮崎市江平西 2－2－15 

                  TEL(0985)32-8111  FAX(0985)32-8141 

(URL) http://www.nhk.or.jp/miyazaki/ 

 

 

【設置根拠】 

  放送法 

 

【主な所掌事務】 

(1) 中波放送、超短波放送、テレビジョン放送による国内放送を行うこと 

(2) テレビジョン放送による委託国内放送業務を行うこと 

(3) 放送及びその受信の進歩発展に必要な調査研究を行うこと 

(4) 国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと 

 

【管轄区域】 

  宮崎県 

 

【組織】 

 

  （日本放送協会） 

                 副局長 

       宮崎放送局                企画編成部 

                           放送部 

                            アナウンス  

                            制作 

                            報道 

                           技術部 

                            番組技術 

                            送受信技術 

                           営業部 

 

 

 

http://www.nhk.or.jp/miyazaki/
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

    企画編成部 

   TEL(0985)32-8111   

FAX(0985)32-8141 

※ 日本放送協会は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」及び「独立行

政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の対象法人には含まれませんが、独自

の情報公開及び個人情報保護のための仕組みを設けています。 
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［総務省、文部科学省所管］ 

 

（放送大学学園） 

宮崎学習センター      〒883-0045 日向市本町 11-11 

                TEL(0982)53-1893  FAX(0982)53-1898 

 (URL) https://www.sc.ouj.ac.jp/center/miyazaki/ 

 

    宮崎市分室      〒880-0803 宮崎市旭町 1-4-1 宮崎市教育情報研修センター１Ｆ 

 

 

【設置根拠】 

 放送大学学園法第4条、放送大学学園の組織及び運営の基本に関する規則第11条、 

放送大学学則第 4条 

 

【主な所掌事務】 

 放送、面接等による授業の実施その他の学習機会の提供 

 

【管轄区域】 

  宮崎県 

 

【組織】 

  

  （放送大学学園） 

  

       宮崎学習センター      宮崎市分室 

 

           

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  放送大学（本部）総務部総務課総務係 

   〒261-8586 千葉市美浜区若葉 2-11 

TEL(043)298-4207 FAX(043)298-4376 

    ※ 宮崎学習センター及びその下部機関に関する情報の開示請求は、放送大学学園の上記窓

口で受けつけています。 

 

 

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/miyazaki/
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［財務省所管］ 

 

（日本たばこ産業株式会社） 

宮崎支店              〒880-0804 宮崎市宮田町 7－16 

                 TEL(0985)22-6151  FAX(0985)20-8920 

 

南九州地方原料本部     〒885-0015 都城市千町 4836－15 

               TEL(0986)26-3902 FAX(0986)26-3908 

(URL) https://www.jti.co.jp/（日本たばこ産業株式会社） 

 

 

【設置根拠】 

 日本たばこ産業株式会社法 

 

【主な所掌事務】 

 支    店： 製造たばこの販売 

 地方原料本部： 葉たばこの購買に関する業務 

 

【管轄区域】 

支    店：宮崎県 

  地方原料本部：宮崎県 

 

【組織】 

  

  （日本たばこ産業株式会社たばこ事業本部） 

  

      （南九州支社）      宮崎支店 

 

      （西日本原料本部）    南九州地方原料本部    原料部 

                                原料技術部 

     

    

    

 

https://www.jti.co.jp/
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  ○宮崎支店関係 

    南九州支社 

     〒890-0062  鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC鴨池ビル 2F 

     TEL(099)253-2111 

  ○南九州地方原料本部関係 

    南九州地方原料本部 

     TEL(0986)26-3902 FAX(0986)26-3908 
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［財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省所管］ 

 

 

（株式会社日本政策金融公庫） 

 宮崎支店            〒880-0805 宮崎市橘通東 3－6－30 

                        TEL(0985)23-3274（国民生活事業） 

                  (0985)29-6811（農林水産事業） 

                  (0985)24-4214（中小企業事業） 

                FAX(0985)23-6075（国民生活事業） 

(0985)28-3387（農林水産事業） 

 (0985)26-2067（中小企業事業） 

 

延岡支店       〒882-0045 延岡市瀬之口町 1－3－10 

                 TEL(0982)33-6311  FAX(0982)32-0573 

(URL) https://www.jfc.go.jp/（株式会社日本政策金融公庫） 

 

 

【設置根拠】 

  株式会社日本政策金融公庫法 

 

【主な所掌事務】 

国民生活事業：小規模事業者に対する事業資金融資、創業融資及び国の教育ローン、恩給・共済

年金等を担保とする融資  

 農林水産事業：農業者・食品企業の方等に対する設備資金等の貸付・債権の回収等 

 中小企業事業：中小企業事業者に対する貸付及び社債の取得等 

 

【管轄区域】 

  宮崎支店 

国民生活事業： 宮崎・都城・日南・小林・串間・西都・えびのの各市、東諸県・西諸県・北諸

県・児湯の各郡 

   農林水産事業：宮崎県 

   中小企業事業：宮崎県 

  延岡支店 

国民生活事業： 延岡・日向の各市、東臼杵・西臼杵の各郡 
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【組織】 

 

  （日本政策金融公庫） 

     

宮崎支店    国民生活事業    融資第一課 

                       融資第二課 

                       融資契約課 

                       業務課 

農林水産事業    農業食品課 

中小企業事業    総括課 

                       融資課 

     延岡支店    国民生活事業    総括課 

                       融資課  

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  ○宮崎支店 

    国民生活事業関係：TEL(0985)23-3274  FAX(0985)23-6075 

    農林水産事業関係：TEL(0985)29-6811  FAX(0985)28-3387 

    中小企業事業関係：TEL(0985)24-4214    FAX(0985)26-2067 

  ○延岡支店 

    TEL(0982)33-6311  FAX(0982)32-0573 
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[厚生労働省所管] 

 

（日本年金機構）               

   宮崎年金事務所          〒880-8588 宮崎市天満 2－4－23 

TEL(0985)52-2111  FAX(0985)52-2249 

 

   延岡年金事務所          〒882-8503 延岡市大貫町 1－2978－2 

                    TEL (0982)21-5424  FAX(0982)33-0149 

 

   都城年金事務所          〒885-8501 都城市一万城町 71－1 

                    TEL (0986)23-2571  FAX(0986)23-2949 

 

    高鍋年金事務所          〒884-0004 児湯郡高鍋町大字蚊口浦 5105－1 

                    TEL (0983)23-5111  FAX(0983)23-5149 

 

   街角の年金相談センター宮崎オフィス 

                    〒880-0902 宮崎市大淀 4-6-28 宮交シティ２Ｆ 

                    TEL(0895)63-1066 

      (URL) http://www.nenkin.go.jp/（日本年金機構） 

 

※ 街角の年金相談センター宮崎オフィスは、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に運

営を委託 

 

【設置根拠】 

日本年金機構法 

 

【主な所掌事務】 

国民年金及び厚生年金保険の適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付など公的年金に関する業

務 

  

【管轄区域】 

  宮崎年金事務所：宮崎市、日南市、東諸県郡 

  延岡年金事務所：延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 

  都城年金事務所：都城市、小林市、串間市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡 

http://www.nenkin.go.jp/
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  高鍋年金事務所：西都市、児湯郡 

【組織】 

 

  （日本年金機構） 

     

宮崎年金事務所      総務調整課 

                厚生年金適用調査課  

                厚生年金徴収課 

               国民年金課 

               お客様相談室 

         延岡年金事務所      総務課 

                    厚生年金適用調査課 

                    厚生年金徴収課  

                    国民年金課 

                    お客様相談室 

       都城年金事務所      総務課 

                    厚生年金適用調査課 

                    厚生年金徴収課  

                    国民年金課 

                    お客様相談室 

       高鍋年金事務所      総務課 

                    厚生年金適用徴収課  

                    国民年金課 

                    お客様相談室 

      （事業推進部門） 

 

（相談・サービス推進部）   街角の年金相談センター宮崎オフィス 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  宮崎年金事務所お客様相談室 TEL(0985)52-2111  FAX(0985)52-2249 

  延岡年金事務所お客様相談室 TEL (0982)21-5424  FAX(0982)33-0149 

    都城年金事務所お客様相談室 TEL (0986)23-2571  FAX(0986)23-2949 

  高鍋年金事務所お客様相談室 TEL (0983)23-5111  FAX(0983)23-5149 
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[農林水産省所管] 

 

（日本中央競馬会） 

宮崎育成牧場、ウインズ宮崎     〒880-0036 宮崎市花ケ島町大原 2347 

                              TEL(0985)25-3448  FAX(0985)27-8841 

（URL）http://jra.jp/（日本中央競馬会） 

 

 

【設置根拠】 

  日本中央競馬会法 

 

【主な所掌事務】 

宮崎育成牧場：競走馬の育成及び育成に関する各種調査、試験研究、乗馬の普及活動 

ウインズ宮崎：勝馬投票券の発売、払戻業務 

 

【組織及び職員数】 

 

   （日本中央競馬会） 

 

            宮崎育成牧場           総務課 

            （職員数 25人）          業務課 

 

  （ウインズ部ウインズ事業室）     ウインズ宮崎 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  日本中央競馬会本部情報公開室 

  〒106-8401 東京都港区六本木 6-11-1 

  TEL(03)5785-7930 
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 [経済産業省所管] 

 

(株式会社商工組合中央金庫) 

宮崎支店                 〒880-0811 宮崎市錦町 1－10  

宮崎グリーンスフィア壱番館１Ｆ 

                   TEL(0985)24-1711  FAX(0985)25-2817 

(URL) https://www.shokochukin.co.jp/index.html（株式会社商工組合中央金庫） 

  

 

【設置根拠】 

株式会社商工組合中央金庫法 

 

【主な所掌事務】 

  中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体およびその構成員

に対する金融の円滑化を図るために必要な業務 

 

【管轄区域】 

宮崎県 

 

【組織及び職員数】 

 

 （株式会社商工組合中央金庫） 

  

宮崎支店                 窓口サービス課 

（職員数 15人）     次長       営業第 1課 

営業第 2課 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

  宮崎支店 

   TEL(0985)24-1711   

FAX(0985)25-2817 

 

 

https://www.shokochukin.co.jp/index.html
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 [国土交通省所管] 

 

（西日本高速道路株式会社九州支社） 

宮崎高速道路事務所     〒880-2114 宮崎市大字富吉字釘ノ前 1389－1 

                  TEL(0985)89-2535 

 (URL) http://corp.w-nexco.co.jp/（西日本高速道路株式会社） 

 

 

【設置根拠】 

  高速道路株式会社法、西日本高速道路株式会社組織規程第 15 条、第 22条 

 

【主な所掌事務（管轄区域）】 

(1) 九州自動車道（えびの IC～栗野 IC）、宮崎自動車道（えびの JCT～宮崎 IC）、東九州自動車道 （門

川 IC～清武南 IC）及び延岡南道路の維持管理・料金サービス 

(2) 東九州自動車道国富スマート ICの新設事業 

 

【組織】 

（西日本高速道路株式会社） 

 

   （九州支社）      宮崎高速道路事務所 

 

 

【情報公開・個人情報保護窓口】 

西日本高速道路株式会社広報課 

〒530-0003大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ19Ｆ 

TEL (06)6344-4000（代表） 

   ※ 宮崎高速道路事務所に関する情報の開示請求は、西日本高速道路株式会社（本社）の上記

窓口で受けつけています。 
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（九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社） 

宮崎総合鉄道事業部   〒880-0901 宮崎市東大淀 2－60 

                  TEL(0985)51-5988  FAX(0985)51-5987 

 

   宮崎工務センター     〒882-0811 宮崎市錦町 1-61 

                TEL(0985)23-3444 FAX(0985)23-4014 

   南延岡工務センター    〒882-0862 延岡市浜町 5413 

                TEL(0982)33-5244 

(URL) http://www.miyatetsu.jp/poppoya/ 

  

 

【設置根拠】 

  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 

 

【主な所掌事務】 

 事業部内の旅客鉄道事業及びこれに付帯する事業に関する業務 

 

【管轄区域】 

  日 豊 本 線： 財部駅～宗太郎駅 

  日 南 線： 南宮崎駅～福島高松駅 

    宮崎空港線： 田吉駅～宮崎空港駅  

 

【組織及び職員数】 

 

  （九州旅客鉄道株式会社） 

 

（鹿児島支社）   宮崎総合鉄道事業部     本所     

                （職員数 280 人）      駅 

                  宮崎乗務センター 

                  宮崎車両センター 

                  宮崎工務センター 

                  南延岡工務センター 

 

http://www.miyatetsu.jp/poppoya/
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【情報公開・個人情報保護窓口】 

  本所 

   TEL(0985)51-5988   

FAX(0985)51-5987 

    ※ 九州旅客鉄道株式会社は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」及び「独

立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の対象法人には含まれませんが、

独自の情報公開及び個人情報保護のための仕組みを設けています。 
 

 


