
○特殊法人 令和5年5月現在

近畿管区行政評価局

所管 法人名 所在地 電話番号

総務省所管
特殊法人

西日本電信電話株式会社
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-15-82

0120-019-000

関西支店
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-15-82
NTT WEST i-CAMPUS

0120-019-000

日本放送協会 大阪放送局
〒540-8501
大阪市中央区大手前4-1-20

06-6941-0431

関西空港報道室（支局）
〒549-0001
泉佐野市泉州空港北1
新関西国際空港会社ビル内

072-456-7271 

開発推進部
〒540-8501
大阪市中央区大手前4-1-20
NHK大阪放送局内

06-6937-9000

南大阪営業センター
〒540-8501
大阪市中央区大手前4-1-20
NHK大阪放送局内

06-6937-9000

北大阪営業センター
〒540-8501
大阪市中央区大手前4-1-20
NHK大阪放送局内

06-6937-9000

NHK大阪ホール
〒540-8501
大阪市中央区大手前4-1-20

.06-6937-6000

日本郵政株式会社 近畿施設センター
〒530-8797
大阪市中央区北浜東3-9
日本郵政グループ大阪ビル

06-6944-5565

ホテルメルパルク大阪
〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-2-1

06-6350-2111

日本郵便株式会社 近畿支社
〒530-8797
大阪市中央区北浜東3－9

06-6944-5420

大阪中央郵便局
〒530-0001
大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル

0570-003-280

大阪北郵便局
〒530-8799
大阪市北区大淀中1-1-52

0570-943-387

都島郵便局
〒534-8799
大阪市都島区高倉町1-6-3

0570-943-531

此花郵便局
〒554-8799
大阪市此花区春日出北2-1-9

0570-943-284

本社

府内主要機関名

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
http://www.ntt-west.co.jp/
https://www.ntt-west.co.jp/kansai/
https://www.nhk.or.jp/osaka/
http://www.nhk-osakahall.jp/
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https://www.post.japanpost.jp/index.html
http://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300141061000/
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12671
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12312
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12337


新大阪郵便局
〒539-8799
大阪市此花区島屋4-1-18

0570-943-866

大阪東郵便局
〒541-8799
大阪市中央区備後町1-3-8

0570-943-199

大阪南郵便局
〒542-8799
大阪市中央区東心斎橋1-4-2

0570-943-691

大阪西郵便局
〒550-8799
大阪市西区江之子島2-1-3

0570-003-725

大阪港郵便局
〒552-8799
大阪市港区市岡1-5-33

0570-943-812

西淀川郵便局
〒555-8799
大阪市西淀川区姫里3-1-33

0570-943-504

淀川郵便局
〒532-8799
大阪市淀川区十三元今里2-2-36

0570-943-733

東淀川郵便局
〒533-8799
大阪市東淀川区下新庄6-4-14

0570-066-530

東成郵便局
〒537-8799
大阪市東成区東今里3-13-11

0570-051-546

大阪旭郵便局
〒535-8799
大阪市旭区大宮1-20-8

0570-943-748

大阪城東郵便局
〒536-8799
大阪市城東区今福東3-16-23

0570-036-875

大正郵便局
〒551-8799
大阪市大正区三軒家東4-3-22

0570-043-765

天王寺郵便局
〒543-8799
大阪市天王寺区上汐5-5-12

0570-035-946

浪速郵便局
〒556-8799
大阪市浪速区難波中3-10-1

0570-943-899

生野郵便局
〒544-8799
大阪市生野区勝山南3-2-2

0570-943-678

阿倍野郵便局
〒545-8799
大阪市阿倍野区阪南町1-47-16

0570-943-273

住之江郵便局
〒559-8799
大阪市住之江区新北島5-2-18

0570-943-810

住吉郵便局
〒558-8799
大阪市住吉区我孫子西2-10-1

0570-035-760

東住吉郵便局
〒546-8799
大阪市東住吉区今川8-8-25

0570-034-850

https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12341
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平野郵便局
〒547-8799
大阪市平野区平野西3-1-5

0570-943-180

西成郵便局
〒557-8799
大阪市西成区岸里2-3-29

0570-943-630

豊中郵便局
〒560-8799
豊中市岡上の町4-1-15

0570-059-153

豊中南郵便局
〒561-8799
豊中市穂積2-2-8

0570-066-495

池田郵便局
〒563-8799
池田市城南2-1-1

0570-943-086

箕面郵便局
〒562-8799
箕面市箕面6-5-30

0570-053-291

吹田郵便局
〒564-8799
吹田市穂波町4-1

0570-943-995

吹田千里郵便局
〒565-8799
吹田市津雲台7-2-D-101

0570-943-902

高槻郵便局
〒569-8799
高槻市中川町1-1

0570-035-986

高槻北郵便局
〒569-1199
高槻市別所新町4-1

0570-943-285

茨木郵便局
〒567-8799
茨木市中穂積1-1-40

0570-056-847

摂津郵便局
〒566-8799
摂津市東正雀19-1

0570-943-552

守口郵便局
〒570-8799
守口市日吉町2-5-2

0570-943-483

枚方郵便局
〒573-8799
枚方市大垣内町2-10-5

0570-943-699

枚方北郵便局
〒573-1199
枚方市牧野北町5-20

0570-943-579

枚方東郵便局
〒573-0199
枚方市津田北町2-2-1

0570-943-981

寝屋川郵便局
〒572-8799
寝屋川市初町4-5

0570-057-547

大東郵便局
〒574-8799
大東市曙町3-20

0570-943-323

門真郵便局
〒571-8799
門真市一番町4-8

0570-034-798
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交野郵便局
〒576-8799
交野市私部3-2-25

0570-943-729

四條畷郵便局
〒575-8799
四條畷市中野本町25-20

0570-943-944

河内郵便局
〒578-8799
東大阪市菱江1-14-29

0570-066-430

枚岡郵便局
〒579-8799
東大阪市鷹殿町19-7

0570-047-699

布施郵便局
〒577-8799
東大阪市永和2-3-5

0570-943-901

八尾郵便局
〒581-8799
八尾市陽光園1-5-5

0570-943-248

柏原郵便局
〒582-8799
柏原市大正3-1-30

0570-943-925

富田林郵便局
〒584-8799
富田林市甲田1-3-16

0570-943-891

河内長野郵便局
〒586-8799
河内長野市喜多町154

0570-048-337

松原郵便局
〒580-8799
松原市上田1-1-10

0570-066-108

藤井寺郵便局
〒583-8799
藤井寺市藤ヶ丘3-11-14

0570-943-823

大阪狭山郵便局
〒589-8799
大阪狭山市岩室1-401-5

0570-943-602

堺郵便局
〒590-8799
堺市堺区南瓦町2-16

0570-943-062

堺中郵便局
〒599-8799
堺市中区深井沢町2470-21

0570-038-390

泉北郵便局
〒590-0199
堺市南区若松台3-1-3

0570-059-894

堺金岡郵便局
〒591-8799
堺市北区新金岡町4-1-1

0570-943-411

鳳郵便局
〒593-8799
堺市西区津久野町1-7-9

0570-943-149

美原郵便局
〒587-8799
堺市美原区黒山31-6

0570-943-318

泉大津郵便局
〒595-8799
泉大津市小松町1-85

0570-943-147
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和泉郵便局
〒594-8799
和泉市いぶき野5-4-1

0570-041-518

浜寺郵便局
〒592-8799
高石市羽衣2-3-20

0570-045-830

岸和田郵便局
〒596-8799
岸和田市沼町33-33

0570-059-192

貝塚郵便局
〒597-8799
貝塚市海塚308-1

0570-943-371

泉佐野郵便局
〒598-8799
泉佐野市上町2-8-45

0570-037-435

大阪国際郵便局
〒549-8799
泉南市泉州空港南1

0570-943-140

泉南郵便局
〒590-0599
泉南市樽井7-26-1

0570-943-350

阪南郵便局
〒599-0299
阪南市黒田242-2

0570-943-703

財務省所管
特殊法人

日本たばこ産業株式会社 北関西支社
〒531-0075
大阪市北区大淀南1-5-10 JT大阪ビル

06-7637-1930

大阪支社
〒531-0075
大阪市北区大淀南1-5-10 JT大阪ビル

06-6450-1200

医薬総合研究所
〒569-1125
高槻市紫町1-1

072-681-9700 

株式会社日本政策金融公庫 大阪支店
〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-3-5
梅新第一生命ビルディング

0570-065-604
（国民生活事業）
06-6131-0750
（農林水産事業）
06-6314-7615
（中小企業営一事業）
06-6314-7810
（中小企業営二事業）

大阪西支店
〒550-0005
大阪市西区西本町1-13-47
新信濃橋ビル

0570-065-446
（国民生活事業）
06-4390-0366
（中小企業事業）

阿倍野支店
〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎町3-15-12

0570-065-462
（国民生活事業）
06-6623-2160
（中小企業事業）

玉出支店
〒557-0044
大阪市西成区玉出中2-15-22
明治安田生命玉出ビル

0570-065-986
（国民生活事業）

十三支店
〒532-0025
大阪市淀川区新北野1-2-13
明治安田生命十三ビル

0570-065-530
（国民生活事業）

https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=13183
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大阪南支店
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋2-2-7
御堂筋ジュンアシダビル

0570-065-596
（国民生活事業）

堺支店
〒591-8025
堺市北区長曽根町130-23
堺商工会議所会館

0570-068-698
（国民生活事業）
072-255-1261
（中小企業事業）

吹田支店
〒564-0027
吹田市朝日町27-14 松岡ビル

0570-068-846
（国民生活事業）

守口支店
〒570-0094
守口市京阪北本通4-10

0570-068-502
（国民生活事業）

泉佐野支店
〒598-0007
泉佐野市上町3-1-6

0570-068-829
（国民生活事業）

東大阪支店
〒577-0054
東大阪市高井田元町2-9-2

0570-068-663
（国民生活事業）
06-6787-2661
（中小企業事業）

株式会社日本政策投資銀行 関西支店
〒541-0042
大阪市中央区今橋4-1-1
淀屋橋三井ビルディング

06-4706-6411

輸出入・港湾関連情報処理センター
株式会社

カスタマーサポート部
関西事務所

〒550-0004
大阪市西区靭本町1-11-7
信濃橋三井ビル

06-6446-3812

株式会社国際協力銀行 大阪支店
〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENTオフィスタワー

06-6345-4100

文部科学省所管
特殊法人

日本私立学校振興・共済事業団 大阪ガーデンパレス
〒532-0004
大阪市淀川区西宮原1-3-35

06-6396-6211

放送大学学園 大阪学習センター
〒543－0054
大阪市天王寺区南河堀町4-88
大阪教育大学天王寺キャンパス中央館内

06-6773-6328

厚生労働省所管
特殊法人

日本年金機構

大阪広域事務センター
〒541-8533
大阪市中央区久太郎町4-1-3
大阪御堂筋ビル

06-6241-9601

（年金事務所・年金相談センター）

市岡年金事務所
〒552-0003
大阪市港区磯路3-25-17

06-6571-5031

https://www.dbj.jp/co/info/branchnews/kansai/
https://www.naccs.jp/
https://www.naccs.jp/
https://www.jbic.go.jp/ja/
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https://www.sc.ouj.ac.jp/center/osaka/?_gl=1*23liiy*_ga*NDQzNDgwMTEyLjE2ODIzOTg4MDA.*_ga_E4BEK3P7L7*MTY4MjM5ODgwMC4xLjEuMTY4MjM5ODkzNS40NS4wLjA.
https://www.nenkin.go.jp/
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/index.html


今里年金事務所
〒537-0014
大阪市東成区大今里西2-1-8

06-6972-0161

大手前年金事務所
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-1-30
船場ダイヤモンドビル

06-6271-7301

貝塚年金事務所
〒597-8686
貝塚市海塚305-1

072-431-1122

堺西年金事務所
〒592-8333
堺市西区浜寺石津町西4-2-18

072-243-7900

堺東年金事務所
〒590-0078
堺市堺区南瓦町2-23

072-238-5101

街角の年金相談センター
堺東

〒590-0077
堺市堺区中瓦町1-1-21
堺東八幸ビル

072-238-7661

城東年金事務所
〒536-8511
大阪市城東区中央1-8-19

06-6932-1161

街角の年金相談センター
城東

〒536-0005
大阪市城東区中央1-8-24
東洋プラザ蒲生ビル

06-6930-5601

吹田年金事務所
〒564-8564
吹田市片山町2-1-18

06-6821-2401

街角の年金相談センター
吹田

〒564-0082
吹田市片山町1-3-1
メロード吹田2番館

06-6369-4800

玉出年金事務所
〒559-8560
大阪市住之江区新北島1-2-1
オスカードリーム

06-6682-3311

天王寺年金事務所
〒543-8588
大阪市天王寺区悲田院町7-6

06-6772-7531

街角の年金相談センター
天王寺

〒543-0054
大阪市天王寺区南河堀町10-17
天王寺北NKビル

06-6779-0651

天満年金事務所
〒530-0041
大阪市北区天神橋4-1-15

06-6356-5511

豊中年金事務所
〒560-8560
豊中市岡上の町4-3-40

06-6848-6831

街角の年金相談センター
豊中

〒560-0021
豊中市本町1-1-3
豊中高架下店舗南ブロック

06-6844-8391



街角の年金相談センター
なかもず

〒591-8025
堺市北区長曽根町130-23
堺商工会議所会館

072-258-4701

難波年金事務所
〒556-8585
大阪市浪速区敷津東1-6-16

06-6633-1231

東大阪年金事務所
〒577-8554
東大阪市永和1-15-14

06-6722-6001

街角の年金相談センター
東大阪

〒577-0809
東大阪市永和1-18-12
NTT西日本東大阪ビル

06-6736-6571

枚方年金事務所
〒573-1191
枚方市新町2-2-8

072-846-5011

街角の年金相談センター
枚方

〒573-0032
枚方市岡東町5-23
アーバンエース枚方ビル

072-843-6646

平野年金事務所
〒547-8588
大阪市平野区喜連西6-2-78

06-6705-0331

福島年金事務所
〒553-8585
大阪市福島区福島8-12-6

06-6458-1855

堀江年金事務所
〒550-0014
大阪市西区北堀江3-10-1

06-6531-5241

守口年金事務所
〒570-0083
守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内

06-6992-3031

八尾年金事務所
〒581-8501
八尾市桜ヶ丘1-65

072-996-7711

淀川年金事務所
〒532-8540
大阪市淀川区西中島4-1-1
日清食品ビル

06-6305-1881

農林水産省所管
特殊法人

日本中央競馬会 ウインズ梅田

（A館）
〒530-0012
大阪市北区芝田2-1-16
（B館）
〒530-0012
大阪市北区芝田2-2-33

06-6372-4345

ウインズ道頓堀
〒542-0071
大阪市中央区道頓堀1-3-3

06-6213-5898

ウインズ難波
〒556-0011
大阪市浪速区難波中2-10-70

06-6641-6556

https://www.jra.go.jp/


ライトウインズりんくうタウン
〒598-0048
泉佐野市りんくう往来北1
りんくうパピリオ

072-469-2471
072-469-2472

経済産業省所管
特殊法人

株式会社商工組合中央金庫 大阪支店
〒550-0011
大阪市西区阿波座1－7－13

06-6532-0309

堺支店
〒590-0972
堺市堺区竜神橋町2－1－2

072-232-9441

梅田支店
〒550-0011
大阪市西区阿波座1－7－13
（大阪支店内）

06-6532-0309

船場支店
〒542-0081
大阪市中央区南船場1－18－17

06-6261-8431

箕面船場支店
〒550-0011
大阪市西区阿波座1－7－13
（大阪支店内）

06-6532-0309

箕面船場営業所 箕面市船場東2－5－55 072-729-9181

東大阪支店
〒577-0013
東大阪市長田中2－1－32

06-6746-1221

株式会社日本貿易保険 大阪支店
〒541-0041
大阪市中央区北浜3-1-22
あいおいニッセイ同和損保淀屋橋ビル

06-6233-4019

国土交通省所管
特殊法人

新関西国際空港株式会社 関西空港本社
〒549-0011
泉南郡田尻町泉州空港中1
関西国際空港 航空会社南ビル

072-455-4030

日本貨物鉄道株式会社 関西支社
〒530-0012
大阪市北区芝田2丁目4－24

06-6372-1773

近畿支店
〒546-0001
大阪市東住吉区今林3丁目1-7

06-7662-8450

西日本高速道路株式会社 本社
〒530-0003
大阪市北区堂島1－6－20  堂島アバンザ

06-6344-4000

関西支社
〒567-0871
茨木市岩倉町1-13

06-6344-8888

大阪高速道路事務所
〒567-0043
茨木市大字小坪井527-12

06-6877-4855

阪奈高速道路事務所
〒583-0033
藤井寺市小山9-3-1

072-955-9581

新名神大阪東事務所
〒573-1171
枚方市三栗2-5-1

072-809-4740

https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/osaka.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/sakai.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/umeda.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/senba.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/minoo.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/minoosenba.html
https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/higashiosaka.html
https://www.nexi.go.jp/
http://www.nkiac.co.jp/
https://www.jrfreight.co.jp/
https://www.w-nexco.co.jp/


新名神大阪西事務所
〒569-1133
高槻市川西町2-10-20

072-655-9900

阪神高速道路株式会社 本社
〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト

06-6203-8888

建設企画部
用地センター

〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト

06-6203-8888

大阪建設部
〒553-0003
大阪市福島区福島7-15-26
JMFビル大阪福島01

06-6136-6440

管理企画部
大阪管理部
大阪保全部

〒552-0006
大阪市港区石田3-1-25

06-6576-3881

環境省所管
特殊法人

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 大阪PCB処理事業所
〒554-0041
大阪市此花区北港白津2-4-13 西棟

06-6468-0575

弁天事務所
〒552-0007
大阪市港区弁天1-2-30
オークプリオタワーオフィス

06-6575-5575

https://www.hanshin-exp.co.jp/company/
https://www.jesconet.co.jp/

