
○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 近畿管区警察局

 警察庁 滋賀県情報通信部
〒520-8501
大津市打出浜1-10

077-522-1231

総務省 近畿管区行政評価局

滋賀行政監視行政相談センター
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-523-1926

法務省 大津地方法務局
〒520-8516
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-522-4671

草津法務局
証明サービスセンター

〒525-0034
草津市草津2-15-36

077-522-4671
（大津地方法務局登記部門）

守山法務局
証明サービスセンター

〒524-8585
守山市吉身2-5-22 守山市役所

077-522-4671
（大津地方法務局登記部門）

甲賀支局
〒528-0005
甲賀市水口町水口5655

0748-62-0259

彦根支局
〒522-0054
彦根市西今町58-3
彦根地方合同庁舎

0749-22-0291

長浜支局
〒526－0031
長浜市八幡東町253-4

0749-62-0503

高島出張所
〒520-1623
高島市今津町住吉1-3-1

0740-22-2352

東近江出張所
〒527-0023
東近江市八日市緑町8-17

0748-22-0494

大阪出入国在留管理局

大津出張所
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-511-4231

大阪矯正管区

京都刑務所

滋賀刑務所 滋賀拘置支所
〒520-8666
大津市大平1-1-1

077-537-3271

彦根拘置支所
〒522-0061
彦根市金亀町5-41

0749-22-3255

大津少年鑑別所
（法務少年支援センターおうみ）

〒520-0867
大津市大平1-1-2

077-537-1023

大津保護観察所
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-524-6683

検察庁
大津地方検察庁

外局等名

国家公安委員会

県内主要機関名

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
https://www.kinki.npa.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/shiga.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei37_00001.html
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei37_00001.html
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_otsu_otsu.html


大津区検察庁
高島区検察庁
甲賀区検察庁
東近江区検察庁

〒520-8512
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-527-5120

彦根支部
彦根区検察庁

〒522-0061
彦根市金亀町5-43

0749-22-1061

長浜支部
長浜区検察庁

〒526-0058
長浜市南呉服町6-22

0749-62-0927

財務省 近畿財務局

大津財務事務所
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-522-3765

大阪税関

京都税関支署

滋賀出張所
〒525-0032
草津市大路2-1-35 市民総合交流センター

077-564-3410

国税庁 大阪国税局

今津税務署
〒520-1623
高島市今津町住吉1-5-10

0740-22-2561

近江八幡税務署
〒523－8502
近江八幡市桜宮町243-2

0748-33-3141

大津税務署
〒520-8510
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-524-1111

草津税務署
〒525-8510
草津市大路2-3-45

077-562-1315

長浜税務署
〒526-0037
長浜市高田町9-3

0749-62-6144

彦根税務署
〒522-0062
彦根市立花町5-20

0749-22-7640

水口税務署
〒528-8555
甲賀市水口町水口5587-3

0748-62-0314

厚生労働省 近畿厚生局

滋賀事務所
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-526-8114

滋賀労働局
〒520-0806
大津市打出浜14-15
滋賀労働総合庁舎

077-522-6647

（労働基準関係）

大津労働基準監督署
〒520-0806
大津市打出浜14-15
滋賀労働総合庁舎

彦根労働基準監督署
〒522-0054
彦根市西今町58-3
彦根地方合同庁舎

東近江労働基準監督署
〒527-8554
東近江市八日市緑町8-14

電話番号一覧

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/otsu/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/otsu/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/otsu/index.html
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/otsu/index.html
https://lfb.mof.go.jp/kinki/239.html
https://www.customs.go.jp/osaka/
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/shiga/
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/home.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou-1.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/kantoku/list.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/kantoku/list.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/kantoku/list.html


（職業紹介関係）

大津公共職業安定所
（ハローワーク大津）
ハローワーク大津マザーズ
コーナー

〒520-0806
大津市打出浜14-15
滋賀労働総合庁舎

077-522-3773

高島出張所
〒520-1214
高島市安曇川町末広4-37

0740-32-0047

長浜公共職業安定所
（ハローワーク長浜）

〒526-0032
長浜市南高田町字辻村110

0749-62-2030

彦根公共職業安定所
ハローワーク彦根マザーズ
コーナー

〒522-0054
彦根市西今町58-3
彦根地方合同庁舎

0749-22-2500

東近江公共職業安定所
（ハローワーク東近江）

〒527-0023
東近江市八日市緑町11-19

0748-22-1020

甲賀公共職業安定所
（ハローワーク甲賀）
ハローワーク甲賀マザーズ
コーナー

〒528-0031
甲賀市水口町本町3-1-16

0748-62-0651

草津公共職業安定所
（ハローワーク草津）

〒525-0027
草津市野村5-17-1

077-562-3720

ハローワーク
東近江マザーズコーナー

〒523-0891
近江八幡市鷹飼町80-4  男女共同参画センター内

0748-37-3882

ハローワークプラザ
近江八幡

〒523-0891
近江八幡市鷹飼町562  近江八幡第一生命ビル

0748-33-8609

守山市地域職業相談室
〒524-0037
守山市梅田町2-1-205 セルバ守山

077-583-8739

滋賀新卒応援ハローワーク
滋賀わかもの支援コーナー

〒525-0025
草津市西渋川1-1-14 行岡第一ビル

077-563-0301

農林水産省 近畿農政局

滋賀県拠点
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-522-4261

湖東平野農業水利事務所
〒527-0029
東近江市八日市町2-7

0748-22-7820

林野庁 近畿中国森林管理局

滋賀森林管理署
〒520-2134
大津市瀬田3-40-18

050-3160-6115
077-544-3871

大津森林事務所
〒520-2134
大津市瀬田3-40-18

077-544-6883

八幡森林事務所
〒523-0894
近江八幡市中村町413-1

0748-33-2321

大滝森林事務所
〒523-0894
近江八幡市中村町413-1

0748-33-1648

高島森林事務所
〒520-1121
高島市勝野3019-1

0740-36-1815

大河原治山事業所
〒528-0208
甲賀市土山町黒川1550-1

077-544-3871

国土交通省 近畿地方整備局

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou-1.html
https://www.maff.go.jp/kinki/
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/siga/index.html


滋賀国道事務所
〒520-0803
大津市竜が丘４－５

077-523-1741

草津維持出張所
〒520-3025
栗東市中沢2-12-30

077-562-0842

彦根維持出張所
〒522-0009
彦根市外町78

0749-22-1140

堅田維持出張所
〒520-0242
大津市本堅田4-15-3

077-572-1580

琵琶湖河川事務所
〒520-2279
大津市黒津4-5-1

077-546-0844

瀬田川出張所
〒520-2279
大津市黒津4-2-1

077-546-0006

野洲川出張所
〒524-0021
守山市吉身3-7-2

077-582-3279

大戸川ダム工事事務所
〒520-2144
大津市大萱1-19-32

077-545-5675

近畿運輸局

滋賀運輸支局
524-0104
守山市木浜町2298-5

077-585-7253

気象庁 大阪管区気象台

彦根地方気象台
〒522-0068
彦根市城町2-5-25

0749-23-2582

防衛省 陸上自衛隊  中部方面隊

中部方面混成団本部
大津駐屯地

〒520-0002
大津市際川1-1-1

077-523-0034

今津駐屯地
〒520-1621
高島市今津町今津平郷国有地

0740-22-2581（内）201

航空自衛隊 饗庭野分屯基地
〒520-1531
高島市新旭町饗庭3356-1

0740-25-4343

自衛隊滋賀地方協力本部
〒520-0044
大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-524-6446

彦根地域事務所
〒522-0073
彦根市旭町1-24 田中ビル２ＮＤ

0749-26-0587

近江八幡地域事務所
〒523-0073
近江八幡市出町414-6 サツキビル

0748-33-2103

高島地域事務所
〒520－1623
高島市今津町住吉1-3-1
今津法務総合庁舎

0740-22-1939

草津地域事務所
〒525-0025
草津市西渋川1-3-25 サンライズ西田

077-563-8205

大津募集案内所
〒520-0232
大津市真野1-1-62

077-574-2566

https://www.kkr.mlit.go.jp/shiga/index.php
https://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/index.php
https://www.kkr.mlit.go.jp/daido/
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shiga/shigasikyoku_top.htm
https://www.data.jma.go.jp/hikone/index.html
http://www.jma-net.go.jp/hikone/index.html
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/macb/
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/macb/
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/3d/imadu/
https://www.mod.go.jp/asdf/aibano/
https://www.mod.go.jp/pco/shiga/

