
○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 京都支店
〒604-8172
京都市中京区烏丸三条上ル場之町604

0120-019-000

日本放送協会 京都放送局
〒604-8515
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町576

075-251-1111

学研都市支局
〒610-0334
京田辺市田辺中央1-7-2 ベルバール新田辺

0774-68-2481

丹後舞鶴支局
〒624-0841
舞鶴市字引土小字折原7-10 西矢殖産ビル

0773-75-7018

日本郵便株式会社 近畿支社

京都中央郵便局
〒600-8799
京都市下京区東塩小路町843-12

0570-943-790

京都北郵便局
〒603-8799
京都市北区紫竹下本町39

0570-943-832

西陣郵便局
〒602-8799
京都市上京区今出川通浄福寺西入2丁目東上善寺町152

0570-943-237

左京郵便局
〒606-8799
京都市左京区高野竹屋町1-1

0570-943-469

京都西郵便局
〒616-8799
京都市右京区嵯峨五島町1-64

0570-943-385

中京郵便局
〒604-8799
京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町30

0570-943-903

東山郵便局
〒605-8799
京都市東山区大和大路通五条下ル石垣町西側42

0570-943-447

山科郵便局
〒607-8799
京都市山科区西野阿芸沢町1-5

0570-034-320

右京郵便局
〒615-8799
京都市右京区西院清水町16

0570-033-940

洛西郵便局
〒610-1199
京都市西京区大原野東境谷町2-3

0570-943-724

伏見郵便局
〒612-8799
京都市伏見区撞木町1148

0570-943-852

府内主要機関名

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://www.ntt-west.co.jp/
https://www.ntt-west.co.jp/kyoto/
https://www.nhk.or.jp/kyoto/
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=11964
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=11873
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12281
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=11909
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=11981
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=11928
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12292
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12034
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=11988
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12053
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12027


向日町郵便局
〒617-8799
向日市上植野町馬立6-1

0570-943-768

山崎郵便局
〒618-8799
乙訓郡大山崎町円明寺宝本9

0570-943-539

宇治郵便局
〒611-8799
宇治市宇治蔭山6

0570-943-377

城陽郵便局
〒610-0199
城陽市寺田袋尻27-2

0570-943-716

山城八幡郵便局
〒614-8799
八幡市八幡五反田5

0570-943-419

山城田辺郵便局
〒610-0399
京田辺市興戸犬伏5-3

0570-943-628

山城木津郵便局
〒619-0299
木津川市相楽丸塚4-1

0570-943-379

亀岡郵便局
〒621-8799
亀岡市追分町谷筋25-17

0570-943-938

園部郵便局
〒622-8799
南丹市園部町上本町南2-10

0570-943-120

福知山郵便局
〒620-8799
福知山市天田北本町一区112-4

0570-943-811

東舞鶴郵便局
〒625-8799
舞鶴市浜760-1

0570-943-564

西舞鶴郵便局
〒624-8799
舞鶴市北田辺160

0570-943-055

綾部郵便局
〒623-8799
綾部市幸通り5

0570-943-324

宮津郵便局
〒626-8799
宮津市鶴賀2070-9

0570-943-461

峰山郵便局
〒627-8799
京丹後市峰山町上13-1

0570-943-960

財務省所管
特殊法人

日本たばこ産業株式会社 京都支社
〒600-8815
京都府京都市下京区中堂寺粟田町91
京都リサーチパーク9号館

075-312-5577

https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12148
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12176
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12103
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12140
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12165
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12180
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12188
http://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12130
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12209
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12308
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12303
http://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12085
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12090
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12120
https://www.post.japanpost.jp/cgi-shiten_search/shiten.php?id=12241
https://www.jti.co.jp/


株式会社日本政策金融公庫 京都支店
〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101
アーバンネ ット四条烏丸ビル

0570-05-8788
（国民生活事業）
075-221-2147
（農林水産事業）
075-221-7825
（中小企業事業）

西陣支店
〒602-8375
京都市上京区一条通御前通西入大上之町82

0570-06-1401
(国民生活事業)

舞鶴支店
〒624-0923
舞鶴市字魚屋66

0570-06-1435
(国民生活事業)

文部科学省所管
特殊法人

日本私立学校振興・共済事業団 京都ガーデンパレス
〒602-0912
京都市上京区烏丸通下長者町上ル龍前町605

075-411-0111

京都 白河院
〒606-8333
京都市左京区岡崎法勝寺町16

075-761-0201

放送大学学園 京都学習センター
〒600-8216
京都市下京区西洞院通塩小路下ル東塩小路町939
キャンパスプラザ京都

075-371-3001

厚生労働省所管
特殊法人

日本年金機構 京都事務センター
〒600-8389
京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町2
日本生命四条大宮ビル

075-803-0071

街角の年金相談セ ンター
宇治

〒611-0031
宇治市広野町西裏54-2

0774-43-1511

上京年金事務所
〒603-8522
京都市北区小山西花池町1-1 サンシャインビル

075-415-1165

街角の年金相談センター
京都（オフィス）

〒615-8073
京都市西京区桂野里町17 ミュー阪急桂(EAST)

075-382-2606

京都西年金事務所
〒615-8511
京都市右京区西京極南大入町81

075-323-1170

京都南年金事務所
〒612-8558
京都市伏見区竹田七瀬川町8-1

075-644-1165

下京年金事務所
〒600-8154
京都市下京区間之町通下珠数屋町上ル榎木町308

075-341-1165

中京年金事務所
〒604-0902
京都市中京区土手町通竹屋町下ル鉾田町287

075-251-1165

舞鶴年金事務所
〒624-8555
舞鶴市南田辺50-8

0773-78-1165

農林水産省所管
特殊法人

日本中央競馬会 京都競馬場
〒612-8265
京都市伏見区葭島渡場島町32

075-631-3131

https://www.jfc.go.jp/
https://www.hotelgp.jp/kyoto/index.php
https://www.hotelgp-kyoto.com/shirakawain/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/kyoto/?_gl=1*ab9l8*_ga*MzE2NjE2MzY2LjE2ODM1MjYzNjQ.*_ga_E4BEK3P7L7*MTY4MzUyNjM2My4xLjEuMTY4MzUyNjM5MS4zMi4wLjA.
https://www.nenkin.go.jp/index.html
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/detail.jsp?id=605&part_id=251
https://www.jra.go.jp/


ウインズ京都
〒605-0811
京都市東山区大和大路通四条下ル4丁目小松町1

075-531-6913

経済産業省所管
特殊法人

株式会社商工組合中央金庫 京都支店
〒600-8421
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1

075-361-1120

国土交通省所管
特殊法人

日本貨物鉄道株式会社 関西支社近畿支店

京都営業所
〒600-8851
京都市下京区梅小路頭町10

075-314-6566

西日本高速道路株式会社 関西支社

京都高速道路事務所
〒613-0024
 久世郡久御山町森北大内27

075-632-1230

福知山高速道路事務所
〒620-0853
福知山市長田野町3-5-1

0773-27-7101

亀岡高速道路事務所
〒621-0826
亀岡市篠町篠上長尾15

0771-21-1150

新名神京都事務所
〒607-8034
京都市山科区四ノ宮泓37

075-595-4931

https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/kyoto.html
https://www.jrfreight.co.jp/
https://www.w-nexco.co.jp/

