
○国の行政機関 令和5年5月現在

近畿管区行政評価局

府省等名 所在地 電話番号

内閣府 中部管区警察局

警察庁 福井県情報通信部
〒910-8515
福井市大手3-17-1

0776-22-2885

総務省 近畿管区行政評価局

福井行政監視行政相談センター
〒910-0859
福井市日之出3-14-15
福井地方合同庁舎

0776-24-0403

法務省 福井地方法務局
〒910-8504
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-22-5090

武生支局
〒915-0883
越前市新町9-9-11

0778-22-0194

敦賀支局
〒914-0065
敦賀市松栄町7-28
敦賀地方合同庁舎

0770-25-0174

小浜支局
〒917-0074
小浜市後瀬町7-10
小浜地方合同庁舎

0770-52-0238

名古屋出入国在留管理局

福井出張所
〒910-0019
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-28-2101

名古屋矯正管区

福井刑務所
〒918-8101
福井市一本木町52

0776-36-3220

福井少年鑑別所
（法務少年支援センターふくい）

〒910-0001
福井市大願寺3-4-20

0776-25-5036

福井保護観察所
〒910-0019
福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎

0776-22-2858

検察庁
福井地方検察庁
福井区検察庁
大野区検察庁

〒910-8583
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-28-8721

武生支部
武生区検察庁

〒915-0831
越前市日野美2-5-1

0778-22-0945

敦賀支部
敦賀区検察庁
小浜区検察庁

〒914-0065
敦賀市松栄町7-28

0770-22-0062

公安調査庁 中部公安調査局

金沢公安調査事務所

福井駐在官室
〒910-0019
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-22-4830

県内主要機関名外局等名

国家公安委員会

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://www.chubu.npa.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/fukui.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/frame.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/frame.html
https://www.moj.go.jp/isa/index.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00054.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei33_00001.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei33_00001.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_fukui_fukui.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/fukui/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/fukui/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/fukui/index.html
https://www.moj.go.jp/psia/index.html


財務省 北陸財務局

福井財務事務所
〒910-8519
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-25-8230

大阪税関

敦賀税関支署
〒914-0079
敦賀市港町7-15
敦賀港湾合同庁舎

0770-22-0025

福井出張所
〒910-0019
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-22-1832

国税庁 金沢国税局

福井税務署
〒910-8566
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-23-2690

敦賀税務署
〒914-8540
敦賀市鉄輪町1-7-3
敦賀駅前合同庁舎

0770-22-1010

武生税務署
〒915-8533
越前市中央1-6-12

0778-22-0890

小浜税務署
〒917-8511
小浜市後瀬町7-10
小浜地方合同庁舎

0770-52-1008

大野税務署
〒912-8555
大野市城町7-28

0779-66-2180

三国税務署
〒913-8585
坂井市三国町中央1-2-2

0776-81-3211

文部科学省 敦賀原子力事務所
〒914-0065
敦賀市松栄町7-28
敦賀地方合同庁舎

0770-23-1610

厚生労働省 近畿厚生局

福井事務所
〒910-0019
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-25-5373

福井労働局
〒910-8559
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-22-2655

労働基準部労災補償課分室
〒910-0006
福井市中央3-1-5 三谷中央ビル

0776-25-0631

（労働基準関係）

福井労働基準監督署
〒910-0842
福井市開発1-121-5

武生労働基準監督署
〒915-0814
越前市中央1-6-4

敦賀労働基準監督署
〒914-0055
敦賀市鉄輪町1-7-3
敦賀駅前合同庁舎

大野労働基準監督署
〒912-0052
大野市弥生町1-31

電話番号一覧

https://lfb.mof.go.jp/hokuriku/fukui/index.html
https://www.customs.go.jp/osaka/
https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/index.htm
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/fukui/index.html
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/about/access.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/kantoku/topics_03_3_1.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/kantoku/topics_03_3_1.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/kantoku/topics_03_3_1.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/kantoku/topics_03_3_1.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/kantoku/topics_03_3_1.html


（職業紹介関係）

福井公共職業安定所
〒910-8509
福井市開発1-121-1

0776-52-8150

福井ヤングハローワーク
〒918-8580
福井市西木田2丁目8-1 福井商工会議所ビル

0776-34-4700

ハローワーク福井
マザーズコーナー

〒910-8509
福井市開発1-121-1

0776-52-8157

福祉・就労支援コーナー
ふくい

〒910-0005
福井市大手3-10-1 福井市役所別館

0776-97-9635

武生公共職業安定所
〒915-0071
越前市府中1-11-2 平和堂アル・プラザ武生

0778-22-4078

ハローワークたけふ
ハローワークプラザさばえ

〒916-0027
鯖江市桜町2-7-1 嚮陽会館

0778-51-8800

ハローワークたけふ
マザーズコーナー

〒916-0027
鯖江市桜町2-7-1 嚮陽会館

0778-51-8821

大野公共職業安定所
〒912-0087
大野市城町8-5

0779-66-2408

勝山市地域職業相談室
〒911-0811
勝山市片瀬町1-402 勝山市市民交流センター

0779-88-1286

三国公共職業安定所
〒913-0041
坂井市三国町覚善69-1

0776-81-3262

敦賀公共職業安定所
〒914-8609
敦賀市鉄輪町1-7-3
敦賀駅前合同庁舎

0770-22-4220

小浜公共職業安定所
〒917-8544
小浜市後瀬町7-10
小浜地方合同庁舎

0770-52-1260

大阪検疫所

敦賀出張所 
〒914-0079
敦賀市港町7-15
敦賀港湾合同庁舎

内浦出張所 
〒919-2361
福井県大飯郡高浜町音海79-1

農林水産省 北陸農政局

福井県拠点
〒910-0859
福井市日之出3-14-15
福井地方合同庁舎

0776-30-1610

林野庁 近畿中国森林管理局

福井森林管理署
〒910-0019
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

050-3160-6105

勝山森林事務所
〒912-0087
福井県大野市城町8-5 大野公共職業安定所内

0779-65-2622

大野森林事務所
〒912-0087
福井県大野市城町8-5 大野公共職業安定所内

0779-66-2104

06-6571-3521
（大阪検疫所）

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hw/list.html
https://www.forth.go.jp/keneki/osaka/
https://www.maff.go.jp/hokuriku/
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/fukui/index.html


今庄森林事務所
〒919-0131
南条郡南越前町今庄84-28-2

0778-45-0123

松原森林事務所
〒914-0065
敦賀市松栄町7-28
敦賀地方合同庁舎

0770-25-0210

小浜森林事務所
〒917-0072
小浜市千種1-12-21

0770-52-0315

大野治山事務所
〒912-0061
大野市篠座65-1

0779-66-4030

経済産業省 資源エネルギー庁 若狭地域担当官事務所
〒914-0065
敦賀市松栄町7-28
敦賀地方合同庁舎

0770-21-2691

国土交通省 近畿地方整備局

福井河川国道事務所
〒918-8015
福井市花堂南2-14-7

0776-35-2661

嶺南河川国道維持出張所
〒917-0241
小浜市遠敷1-101

（河川関係）
0770-56-1764
（道路関係）
0770-56-1617

九頭竜川出張所
〒910-1211
吉田郡永平寺町法寺岡5-26-1

0776-63-7100

鳴鹿大堰管理所
〒910-1211
吉田郡永平寺町法寺岡5-26-1

0776-63-7100

真名川砂防連絡所
〒912-0085
大野市新庄13-8-3

0779-65-5854

嶺北国道維持出張所
〒910-1211
吉田郡永平寺町法寺岡6-11

0776-63-7200

福井国道維持出張所
〒918-8239
福井市成和1-3117

0776-27-1707

敦賀国道維持出張所
〒914-0057
敦賀市開町3-28-1

0770-22-5166

九頭竜川ダム統合管理事務所
〒912-0021
大野市中野29-28

0779-66-5300

真名川ダム管理支所
〒912-0423
大野市下若生子25字水谷1-36

0779-64-1011

九頭竜ダム管理支所
〒912-0214
大野市長野第33-4-1

0779-78-2116

足羽川ダム工事事務所
〒918-8239
福井市成和1-2111

0776-27-0642

北陸地方整備局

敦賀港湾事務所
〒914-0065
敦賀市松栄町7-28
敦賀地方合同庁舎

0770-22-2590

中部運輸局

福井運輸支局
〒918-8023
福井市西谷1-1402

0776-34-1601

https://www.enecho.meti.go.jp/
https://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/
https://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/
https://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/
https://www.tsuruga.pa.hrr.mlit.go.jp/
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/fukui/index.htm


敦賀庁舎
〒914-0079
敦賀市港町7-15
敦賀港湾合同庁舎

0770-22-0003

気象庁 東京管区気象台

福井地方気象台
〒910-0857
福井市豊島2-5-2

0776-24-0069

海上保安庁 第八管区海上保安本部

敦賀海上保安部
〒914-0079
敦賀市港町7-15  敦賀港湾合同庁舎

0770-22-0666

福井海上保安署
〒913-0032
坂井市三国町山岸第50号2-2

0776-82-4999

小浜海上保安署
〒917-0081
小浜市川崎1-3-1

0770-52-0494

環境省 原子力規制委員会 敦賀原子力規制事務所
〒914-0146
敦賀市金山99-11-47
福井県敦賀原子力防災センター

0770-25-8661

美浜原子力規制事務所
〒919-1205
三方郡美浜町佐田64号毛ノ鼻1-6
福井県美浜原子力防災センター

0770-37-2290

大飯原子力規制事務所
〒919-2104
大飯郡おおい町成和1-1-1
福井県大飯原子力防災センター

0770-77-1687

高浜原子力規制事務所
〒919-2224
大飯郡高浜町薗部35-14
福井県高浜原子力防災センター

0770-72-8101

防衛省 陸上自衛隊 中部方面隊

中部方面総監部

鯖江駐屯地
〒916-0001
鯖江市吉江町4-1

0778-51-4675

自衛隊福井地方協力本部
〒910-0019
福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-23-1910

自衛隊広報センター福井
〒910-0003
福井市松本4-3-14

0776-22-0539

福井募集案内所
〒910-0003
福井市松本4-3-14 共栄火災ビル

0776-24-3702

大野地域事務所
〒912-0087
大野市城町8-5 ハローワーク大野

0779-65-6325

越前地域事務所
〒915-0883
越前市新町8-1-12 土田ビル

0778-22-6139

敦賀地域事務所
〒914-0055
敦賀市鉄輪町1-7-3
敦賀駅前合同庁舎

0770-23-2026

https://www.jma-net.go.jp/fukui/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/tsuruga/
https://www.nra.go.jp/jimusho/tsuruga/index.html
https://www.nra.go.jp/jimusho/mihama/index.html
https://www.nra.go.jp/jimusho/ooi/index.html
http://www.nsr.go.jp/jimusho/takahama/
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/10d/butai/sta/sabae/
https://www.mod.go.jp/pco/fukui/
http://www.mod.go.jp/pco/fukui/
http://www.mod.go.jp/pco/fukui/

