
○独立行政法人等 令和5年5月現在

近畿管区行政評価局

所管 法人名 府内主要機関名 所在地 電話番号

総務省所管
国立研究開発法人

情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 〒 565-0871
吹田市山田丘1 -4

外務省所管
独立行政法人

国際交流基金 関西国際センター 〒 598-0093
泉南郡田尻町りんくうポート北3 -14 

072-490-2600

財務省所管
独立行政法人

造幣局 本局 〒 530-0043
大阪市北区天満1 -1-79 

06-6351-5361

文部科学省所管
独立行政法人

国立美術館 国立国際美術館 〒 530-0005
大阪市北区中之島4 -2-55 

06-6447-4680

国立文化財機構

日本スポーツ振興センター

アジア太平洋無形文化遺産
研究センター

①大阪業務推進課
②大阪給付課

〒 590-0802
大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁
堺市博物館内 
〒 530-0001
大阪市北区梅田1 -11-4
大阪駅前第4ビル 

072-275-8050

①06-6456-3601 
②06-6456-3602

日本芸術文化振興会 国立文楽劇場 〒 542-0073
大阪市中央区日本橋1 -12-10 06-6212-2531

日本学生支援機構 近畿支部

大阪日本語教育センター

〒 530-0047
大阪市北区西天満4 -11-22
阪神神明ビル

〒 543-0001
大阪市天王寺区上本町8 -3-13 06-6774-0033

文部科学省所管
国立研究開発法人

理化学研究所 生命機能科学研究センター

生命システム研究棟
〒 565-0874
吹田市古江台6 -2-3 06-6155-0111

厚生労働省所管
独立行政法人

勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
大阪コーナー

建設業退職金共済事業本部
大阪支部

清酒製造業退職金共済事業本部
大阪支部

林業退職金共済事業本部
大阪支部

大阪大学 生命システム棟
〒 565-0871
吹田市山田丘1 -3 
〒 550-0011
大阪市西区阿波座1 -7-13
商工中金阿波座ビル 
〒 540-0031
大阪市中央区北浜東1 -30
大阪建設会館 
〒 530-0043
大阪市北区天満3 -5-19
大阪府酒造組合 
〒 569-1051
高槻市原 1052-1
（大阪府森林組合） 

06-6155-0111

06-6536-1851

06-6941-3650

06-4792-8533

072-698-0950

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://cinet.jp/japanese/
https://www.jpf.go.jp/j/kansai/
https://www.mint.go.jp/
https://www.nmao.go.jp/
https://www.irci.jp/jp/
https://www.irci.jp/jp/
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1503/default.aspx
https://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html
https://www.jasso.go.jp/
http://www.bdr.riken.jp/jp/
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
https://kentaikyouosaka.jp/
https://kentaikyouosaka.jp/
https://www.seitaikyo.taisyokukin.go.jp/
https://www.seitaikyo.taisyokukin.go.jp/
https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
https://www.jpf.go.jp/j/kansai/
https://www.nmao.go.jp/
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1503/default.aspx
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1503/default.aspx
https://cinet.jp/japanese/
https://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html


高齢・障害・求職者雇用支援機構
高齢・障害・求職者雇用支援機構
大阪支部

〒 566-0022
摂津市三島1 -2-1
ポリテクセンター関西内 

06-6383-0949

大阪障害者職業センター
〒 541-0056
大阪市中央区久太郎町2 -4-11
クラボウアネックスビル 

06-6261-7005

大阪障害者職業センター
南大阪支所

〒 591-8025
堺市北区長曽根町1 30-23
堺商工会議所 

072-258-7137

関西職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター関西）

〒 566-0022
摂津市三島1 -2-1 

06-6383-0949

関西職業能力開発促進センター
大阪港湾労働分所
（ポリテクセンター大阪港）

〒 551-0023
大阪市大正区鶴町2 -20-21 

06-6552-4012

近畿職業能力開発大学校
（近畿ポリテクカレッジ）

〒 596-0817
岸和田市岸の丘町3 -1-1 

072-489-2111

労働者健康安全機構 大阪労災病院
〒 591-8025
堺市北区長曽根町1 179-3 

072-252-3561

大阪労災看護専門学校
〒 591-8025
堺市北区長曽根町1 180-15 

072-252-2725

大阪産業保健総合支援センター
〒 540-0033
大阪市中央区石町2 -5-3
エル・おおさか南館 

06-6944-1191

国立病院機構 近畿グループ
〒 540-0006
大阪市中央区法円坂2－1－1 4
大阪医療センター臨床研究センター棟 

06-4790-8388

大阪医療センター
〒 540-0006
大阪市中央区法円坂2－1－1 4 

06-6942-1331

近畿中央呼吸器センター
〒 591-8555
堺市北区長曽根町1 180 

072-252-3021

大阪刀根山医療センター
〒 560-8552
豊中市刀根山5 -1-1 

06-6853-2001

大阪南医療センター
〒 586-8521
河内長野市木戸東町2 -1 

0721-53-5761

地域医療機能推進機構 近畿四国地区事務所
〒 553-0003
大阪市福島区福島4 -2-78
JCHO大阪病院別館 

06-6448-8680

星ヶ丘医療センター
〒 573-8511
枚方市星丘4 -8-1 

072-840-2641

大阪病院
〒 553-0003
大阪市福島区福島4 -2-78 

06-6441-5451 

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/osaka/
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/osaka/
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/osaka/
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/osaka/
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/osaka/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/poly/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/poly/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/poly/kowan/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/poly/kowan/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/poly/kowan/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/college/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/college/
https://www.osakah.johas.go.jp/
https://www.osakak.johas.go.jp/
https://osakas.johas.go.jp/
https://kinki.hosp.go.jp/
https://osaka.hosp.go.jp/
https://kcmc.hosp.go.jp/
https://toneyama.hosp.go.jp/
https://osakaminami.hosp.go.jp/
https://www.jcho.go.jp/chikukinki/
https://hoshigaoka.jcho.go.jp/
https://osaka.jcho.go.jp/


大阪みなと中央病院
〒 552-0003
大阪市港区磯路1 -7-1 

06-6572-5721

福祉医療機構 大阪支店
〒 541-0054
大阪市中央区南本町3 -6-14
イトゥビル 

06-6252-0215

医薬品医療機器総合機構 関西支部
〒 530-0011
大阪市北区大深町3 -1
グランフロント大阪北館タワー B

厚生労働省所管
国立研究開発法人

国立循環器病研究センター
〒 564-8565
吹田市岸辺新町6 -1 

06-6170-1070

医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所
〒 567-0085
茨木市彩都あさぎ 7-6-8 

072-641-9811

国立健康・栄養研究所、 AI健康・医薬研究センター、研究支援部
〒 566-0002
大阪府摂津市千里丘新町3 -17
健都イノベーションパークＮＫビル 

06-6384-1120

経済産業省所管
独立行政法人

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 大阪本部（ジェトロ大阪）
〒 541-0052
大阪市中央区安土町2丁目3 -13
大阪国際ビルディング 

06-4705-8601

製品評価技術基盤機構 企画管理部（大阪）
〒 559-0034
大阪市住之江区南港北1 -22-16 

06-6612-2065

国際評価技術本部
〒 559-0034
大阪市住之江区南港北1 -22-16

蓄電池評価センター
〒 559-0034
大阪市住之江区南港北1 -22-16 

06-6612-2073

電力安全センター
〒 559-0034
大阪市住之江区南港北1 -22-16 

06-6612-2072

製品安全センター
〒 559-0034
大阪市住之江区南港北1 -22-16 

06-6612-2070

中小企業基盤整備機構 近畿本部
〒 541-0052
大阪市中央区安土町2 -3-13
大阪国際ビルディング 

06-6264-8611

工業所有権情報・研修館 近畿統括本部

〒 530-0011
大阪市北区大深町3 -1
グランフロント大阪
ナレッジキャピタルタワー C 

06-6147-2811

経済産業省所管
国立研究開発法人

産業技術総合研究所 関西センター
〒 563-8577
池田市緑丘1－8－3 1 

072-751-9601

大阪大学連携研究サイト

〒 563-0821
大阪府吹田市山田丘2 -1
大阪大学吹田キャンパス
フォトニクスセンター 

072-751-9527 

https://minato.jcho.go.jp/
https://www.wam.go.jp/hp/
https://www.pmda.go.jp/
https://www.ncvc.go.jp/
https://www.nibiohn.go.jp/
https://www.nibiohn.go.jp/nibio/
https://www.jetro.go.jp/
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/
https://www.nite.go.jp/
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kinki/index.html
https://www.inpit.go.jp/
https://www.aist.go.jp/kansai/


 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 関西支部

〒 530-0011
大阪市北区大深町3 -1
グランフロント大阪
ナレッジキャピタルタワー C 

06-4965-2130

国土交通省所管
独立行政法人

自動車技術総合機構 近畿検査部
〒 572-0846
寝屋川市高宮栄町1 2-1 

072-812-1818

なにわ事務所
〒 559-0031
大阪市住之江区南港東3 -1-14 

06-6612-8060

和泉事務所
〒 594-0011
和泉市上代町官有地 

0725-46-6969

自動車事故対策機構 大阪主管支所
〒 540-0028
大阪市中央区常盤町1 -3-8
中央大通ＦＮビル 

06-6942-2804

水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部
〒 540-0005
大阪市中央区上町Ａ -12
上町セイワビル 

06-6763-5182

中津川管理室
〒 540-0001
大阪市此花区高見1 -10-46 

06-6462-7701

都市再生機構 西日本支社
〒 536-8550
大阪市城東区森之宮1 -6-85 

06-6968-1717

アセット活用部
〒 530-0001
大阪市北区梅田2 -2-22
ハービスエントオフィスタワー 

06-6346-3450

うめきた都市再生事務所
〒 530-0011
大阪市北区大深町4 -20
グランフロント大阪タワー A 

06-6292-5267

堺都市再生事務所
〒 590-0906
堺市堺区三宝町四丁2 74-2 

072-282-7722

ＵＲ梅田営業センター
〒 530-0001
大阪市北区梅田2 -2-22
ハービスエントオフィスタワー 

06-6346-3456

ＵＲなんば営業センター
〒 542-0076
大阪市中央区難波4 -1-15
近鉄難波ビル 

06-6636-2903

ＵＲ森之宮営業センター
〒 536-0025
大阪市城東区森之宮1 -6-85 

06-6968-8298

ＵＲ天王寺営業センター
〒 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1 -3-21
岸本ビル 

06-6624-2281

ＵＲ千里営業センター
〒 560-0082
豊中市新千里東町1 -4-2
千里ライフサイエンスセンタービル 

06-6871-0612

ＵＲ高槻営業センター
〒 569-0803
高槻市高槻町9 -24 スクエアビル 

072-686-5533 

https://www.nedo.go.jp/
https://www.naltec.go.jp/
https://www.naltec.go.jp/offices/local/kinki/main/index.html
https://www.naltec.go.jp/offices/local/kinki/izumi/index.html
https://www.naltec.go.jp/offices/local/kinki/izumi/index.html
https://www.nasva.go.jp/
https://www.water.go.jp/kansai/kansai/
https://www.water.go.jp/kansai/nakatsu/index.html
https://www.ur-net.go.jp/west/index.html


  

 

 

ＵＲ枚方営業センター
〒 573-0032
枚方市岡東町1 4-41 

072-861-5355

〒 590-0115
ＵＲ泉北営業センター 堺市南区茶山台1 -3-1 072-290-6900

パンジョ内 
〒 560-0082

千里住まいセンター 豊中市新千里東町1 -4-2 06-6871-0515
千里ライフサイエンスセンタービル 

大阪住まいセンター
〒 536-8522
大阪市城東区森之宮2 -9-204 

06-6968-4455

泉北住まいセンター 
〒 599-8236
堺市中区深井沢町3 257 

072-276-7123

住宅金融支援機構 近畿支店
〒 541-0053
大阪市中央区本町4丁目3番9号
本町サンケイビル 

06-6281-9260

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局（大阪）
〒 532-0003
大阪市淀川区宮原3 -5-36
新大阪トラストタワー 

06-6394-6020

日本高速道路保有・債務返済機構 関西業務部
〒 541-0053
大阪市中央区本町3 -5-7
御堂筋本町ビル 

06-6265-9360

○独立行政法人に準ずる法人

所管 法人名 府内主要機関名 所在地 電話番号

法務省所管法人 日本司法支援センター（法テラス） 法テラス大阪
〒 530-0047
大阪市北区西天満1 -12-5
大阪弁護士会館 

0570-078329
（ IP電話
050-3383-5425）

〒 590-0075 0570-078331
法テラス堺 堺市堺区南花田口町2 -3-20 （ IP電話

三共堺東ビル 050-3383-5430）
〒 530-0047

法テラス大阪法律事務所 大阪市北区西天満3 -1-6
辰野西天満ビル

https://www.jhf.go.jp/index.html
https://www.jhf.go.jp/about/office/kinki.html
https://www.jrtt.go.jp/
https://www.jehdra.go.jp/
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/osaka/
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/osaka/
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/osaka/

