福岡県内の国の機関等所在地一覧
［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名

住

郵便番号

所

等

内閣
〔人事院〕

人事院九州事務局

内閣府

公正取引委員会事務総局
九州事務所

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館5階
福岡市博多区博多駅東2-10-7
〒812-0013
福岡第二合同庁舎別館2階

〔警察庁〕

九州管区警察局

〒812-8573 福岡市博多区東公園7-7

総務省

九州管区行政評価局

〒812-0013

法務省

福岡矯正管区

〒813-0036 福岡市東区若宮5-3-53

〔公正取引委員会〕

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館8階

電話番号
092-431-7731
092-431-5881
092-622-5000
092-431-7081
092-661-1137

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-30
福岡第2法務合同庁舎
九州地方更生保護委員会

※ 令和元年9月17日から、次の移転先で業務開始

092-761-7781

〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第2法務合同庁舎
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1-4-13
福岡保護観察所

北九州支部

※ 令和元年9月24日から、次の移転先で業務開始

〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第2法務合同庁舎
北九州市小倉北区城内5-1
〒803-0813
小倉合同庁舎

北九州自立更生促進セン
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町103-2
ター
飯塚駐在官事務所
福岡法務局

〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6
〒810-8513

飯塚合同庁舎

福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎

092-761-6736

093-561-6340
093-562-3146
0948-22-4775
092-72l-4570

西新出張所

〒814-8524 福岡市早良区祖原14-15

092-831-4114

粕屋出張所

〒811-2317 糟屋郡粕屋町長者原東6-15-1

092-938-2258

福間出張所

〒811-3218 福津市手光南2-3-28

0940-42-0304

筑紫支局

〒818-8567 筑紫野市二日市中央5-14-7

092-922-2881

朝倉支局

〒838-0061 朝倉市菩提寺480-6

0946-22-2455

飯塚支局

〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6

直方支局

〒822-0015 直方市新町2-1-24

0949-22-1144

久留米支局

〒830-0022 久留米市城南町21-5

0942-39-2121

柳川支局

〒832-0042 柳川市一新町1-9

0944-72-2640

八女支局

〒834-0047 八女市稲富127

0943-23-2603

北九州支局

〒803-8513

飯塚合同庁舎

北九州市小倉北区城内5-1
小倉合同庁舎

0948-22-1580

093-561-3542

〒806-0048 北九州市八幡西区樋口町7-1

093-641-7307

行橋支局

〒824-0003 行橋市大橋2-22-10

0930-22-0476

田川支局

〒825-0013 田川市中央町4-20

0947-44-1426

八幡出張所

法務総合研究所福岡支所

〒810-0033 福岡市中央区小笹1-22-47

－ 1 －

092-734-9000
（福岡高等検察庁企画調査課）

［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名
法務省

郵便番号

住

所

等

電話番号
092-661-1179

矯正研修所福岡支所

〒813-0036 福岡市東区若宮5-3-53

北九州医療刑務所

〒802-0837 北九州市小倉南区葉山町1-1-1

093-963-8131

福岡刑務所

〒811-2126 糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1

092-932-0395

大牟田拘置支所

〒836-0052 大牟田市白金町69

0944-53-0548

久留米拘置支所

〒830-0021 久留米市篠山町31

0942-32-2493

飯塚拘置支所

〒820-0004 飯塚市新立岩6-7

0948-29-1938

〒814-8503 福岡市早良区百道2-16-10

092-821-0636

〒802-8529 北九州市小倉南区葉山町1-1-8

093-964-1921

福岡少年院

〒811-1346 福岡市南区老司4-20-1

092-565-3331

筑紫少女苑

〒811-0204 福岡市東区大字奈多1302-105

092-607-5695

福岡少年鑑別所

〒815-0042 福岡市南区若久6-75-2

092-541-7934

〒802-0837 北九州市小倉南区葉山町1-1-7

093-965-1112

福岡拘置所
小倉拘置支所

小倉少年鑑別支所

(福岡矯正管区内)

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-30
福岡第2法務合同庁舎
〔検察庁〕

福岡高等検察庁

※ 令和元年9月17日から、次の移転先で業務開始

092-734-9000

〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第2法務合同庁舎
〒810-8651 福岡市中央区舞鶴2-5-30
福岡第2法務合同庁舎
福岡地方検察庁

福岡区検察庁
宗像区検察庁
甘木区検察庁
飯塚支部
飯塚区検察庁
直方支部
直方区検察庁
久留米支部

※ 令和元年9月17日から、次の移転先で業務開始

〒810-8651 福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第2法務合同庁舎
福岡市中央区舞鶴2-5-30
〒810-8651
福岡第2法務合同庁舎
福岡市中央区舞鶴2-5-30
〒810-8651
福岡第2法務合同庁舎
福岡市中央区舞鶴2-5-30
〒810-8651
福岡第2法務合同庁舎

092-734-9090

092-734-9090
092-734-9090
092-734-9090

〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6

飯塚合同庁舎

0948-22-0692

〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6

飯塚合同庁舎

0948-22-0692

〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6

飯塚合同庁舎

0948-22-0692

〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6

飯塚合同庁舎

0948-22-0692

〒830-0021 久留米市篠山町31

0942-35-4101

久留米区検察庁

〒830-0021 久留米市篠山町31

0942-35-4101

うきは区検察庁

〒830-0021 久留米市篠山町31

0942-35-4101

〒830-0021 久留米市篠山町31

0942-35-4101

〒830-0021 久留米市篠山町31

0942-35-4101

八女支部
八女区検察庁

－ 2 －

［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名
法務省
〔検察庁〕

柳川支部
柳川区検察庁
大牟田支部
大牟田区検察庁
小倉支部
小倉区検察庁
折尾区検察庁
行橋支部
行橋区検察庁
田川支部
田川区検察庁

〔出入国在留
管理庁〕

福岡出入国在留管理局

0944-72-2529

〒836-0052 大牟田市白金町69

0944-52-2629

〒836-0052 大牟田市白金町69

0944-52-2629

北九州市小倉北区大手町13-26
小倉第二合同庁舎
北九州市小倉北区大手町13-26
〒803-0814
小倉第二合同庁舎
北九州市小倉北区大手町13-26
〒803-0814
小倉第二合同庁舎

〒803-0814

0930-22-0508

〒826-0031 田川市千代町5-1

0947-44-1161

〒826-0031 田川市千代町5-1

0947-44-1161

〒810-0073

〔公安調査庁〕

九州公安調査局

〒810-0073

財務省

福岡財務支局

〒812-0013

若松出張所
博多税関支署
福岡空港税関支署
長崎税関三池税関支署
久留米出張所

093-592-9410

〒824-0001 行橋市行事1-8-21

〒812-0851

戸畑税関支署

093-592-9410

0930-22-0508

福岡空港出張所

苅田出張所

093-592-9410

〒824-0001 行橋市行事1-8-21

〒812-0031

福岡外郵出張所

電話番号

〒832-0042 柳川市一新町6

博多港出張所

田野浦出張所

等

0944-72-2529

〒803-0813

門司税関

所

〒832-0042 柳川市一新町6

北九州出張所

小倉出張所

住

郵便番号

〒803-0813
〒801-8511

福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎
北九州市小倉北区城内5-1
小倉合同庁舎
福岡市博多区沖浜町8-1
福岡港湾合同庁舎
福岡市博多区大字青木739
福岡空港国際線ターミナルビル
福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館4階
北九州市小倉北区城内5-1
小倉合同庁舎4階
北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎

〒801-0805 北九州市門司区太刀浦海岸9
福岡市東区蒲田4-13-70
〒811-8799
日本郵便(株)新福岡郵便局内
京都郡苅田町港町27
〒800-0315
苅田港湾合同庁舎内
〒804-0071 北九州市戸畑区川代2-1-3
北九州市若松区本町1-14-12
若松港湾合同庁舎
福岡市博多区沖浜町8-1
〒812-0031
福岡港湾合同庁舎
福岡市博多区大字青木739
〒812-0851
〒808-0034

福岡空港国際線旅客ターミナルビル

〒836-0061

大牟田市新港町1
三池港湾合同庁舎

〒830-0051 久留米市南2-14-52

財務総合政策研究所
北九州研修支所

〒812-0013

税関研修所門司支所

〒801-8511

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館(福岡財務支局内）

北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎内

－ 3 －

092-717-5420
093-582-6915
092-262-2373
092-477-0121
092-721-1845
092-411-7604
093-561-0481
050-3530-8306
093-321-3996
092-663-6260
093-436-1458
093-871-7674
093-761-4445
092-263-8331
092-477-0100
0944-52-2526
0942-21-7966
092-411-9046
050-3530-8338

［国の行政機関］

〔国税庁〕

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名

福岡国税局

住

郵便番号
〒812-8547

所

等

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館

電話番号
092-411-0031

※福岡県内所在税務署へ連絡される場合には、自動音声で案内しますので、案内に従い「2番」をプッシュ又
はダイヤルしてください。

甘木税務署

〒838-0061 朝倉市菩提寺565-1

飯塚税務署

〒820-8603 飯塚市芳雄町13-6

大川税務署

〒831-8686 大川市大字榎津325-1

0944-87-2125

大牟田税務署

〒836-8686 大牟田市不知火町1-3-16

0944-52-3245

香椎税務署

〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1

092-661-1031

久留米税務署

〒830-8688 久留米市諏訪野町2401-10

0942-32-4461

小倉税務署

〒803-8602 北九州市小倉北区大手町13-17

093-583-1331

田川税務署

〒825-0016 田川市新町11-55

0947-44-0430

筑紫税務署

〒818-8666 筑紫野市針摺西1-1-8

092-923-1400

西福岡税務署

〒814-8602 福岡市早良区百道1-5-22

092-843-6211

直方税務署

〒822-8666 直方市殿町9-10

0949-22-0880

博多税務署

〒812-8706 福岡市東区馬出1-8-1

092-641-8131

福岡税務署

〒810-8689 福岡市中央区天神4-8-28

092-771-1151

門司税務署

〒801-8601

北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎

093-321-5831

八幡税務署

〒805-8606 北九州市八幡東区平野2-13-1

093-671-6531

八女税務署

〒834-0031 八女市本町510

0943-23-5191

行橋税務署

〒824-8611 行橋市門樋町1-1

0930-23-0580

若松税務署

〒808-8606

税務大学校福岡研修所

〒812-0013

福岡国税不服審判所

〒812-0013

長官官房総務課監督評価官室

国税庁福岡派遣監督評価官
長官官房国税庁監察官

福岡派遣国税庁監察官
厚生労働省

九州厚生局

〒812-0013
〒812-0013
〒812-0011

〒812-0013

0946-22-2720
飯塚合同庁舎

北九州市若松区本町1-14-12
若松港湾合同庁舎
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館
福岡市博多区博多駅前3-2-8
住友生命博多ビル4階
総務課
総務管理 企画調整課
官
年金指導課
年金調整課
福岡市博多区博多駅東2-10-35
博多プライムイースト2階
総務管理
年金審査課
官

－ 4 －

0948-22-6710

093-761-2536
092-411-0031
092-411-5401
092-411-0031
（福岡国税局内）
092-411-0031
（福岡国税局内）

092-707-1115
092-707-1121
092-707-1132
092-707-1133

092-473-7035

［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名
厚生労働省

九州厚生局

住

郵便番号

所

等

福岡市博多区博多駅前3-2-8
住友生命博多ビル4階
管理課
指導総 医療課
括管理
調査課
官
指導監査課
社会保険審査官
福岡市博多区博多駅東2-10-7
〒820-0013
福岡第二合同庁舎2階
健康福祉課
地域包括ケア推進課
健康福
医事課
祉部
食品衛生課
保険年金課
福岡市博多区博多駅東2-10-7
〒812-0013
福岡第二合同庁舎1階

〒812-0011

麻薬取締部
〒803-0813

〒812-0013

092-432-6781
092-432-6784
092-472-2366
092-432-6782
092-432-6783

北九州市小倉北区城内5-1
小倉合同庁舎6階
093-591-3561

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館
総務課
総務部 労働保険 （徴収関係）
徴収課 （適用関係）
監督課
安全課
健康課
労働基
賃金室
準部
労災補償課
労災補償課分室
(安川産業ビル※1)

職業安
定部

職業安定課
訓練室
職業対策課
福岡助成金センター
(本館※2)

需給調整事業課（本館※2）

雇用環 企画課
境・均等
指導課
部

(注)1

092-707-1122
092-707-1123
092-707-1138
092-707-1125
092-707-1135

092-472-2331

小倉分室
福岡労働局

電話番号

092-411-4861
092-434-9831～2
092-434-9833～6
092-411-4862
092-411-4865
092-411-4798
092-411-4578
092-411-4799
092-433-7225
092-434-9801～4
092-434-9805
092-434-9806～7
092-411-4701～2
092-434-9711
092-411-4763
092-411-4894

上記のうち、労働基準部労災補償課分室（安川産業ビル）の住所は、「〒812-0013 福岡市博多区博多駅
東2-6-26安川産業ビル10階」（※1）です。
2 また、「職業安定部職業対策課」のうち、福岡助成金センターと需給調整事業課の住所は、「〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館１階」（※2）です。

福岡中央労働基準監督署

〒810-8605 福岡市中央区長浜2-1-1

092-761-5607

福岡東労働基準監督署

〒813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26

092-661-3770

北九州西労働基準監督署

〒806-8540 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10

093-622-6550

北九州東労働基準監督署

〒803-0814 北九州市小倉北区大手町13-26

093-561-0881

〒800-0004 北九州市門司区北川町1-18

093-381-5361

行橋労働基準監督署

〒824-0005 行橋市中央1-12-35

0930-23-0454

久留米労働基準監督署

〒830-0037 久留米市諏訪野町2401

0942-33-7251

大牟田労働基準監督署

〒836-8502 大牟田市小浜町24-13

0944-53-3987

八女労働基準監督署

〒834-0047 八女市稲富132

0943-23-2121

飯塚労働基準監督署

〒820-0018

門司支署

飯塚市芳雄町13-6
飯塚合同庁舎

－ 5 －

0948-22-3200

［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名
厚生労働省

住

郵便番号

所

等

電話番号

直方労働基準監督署

〒822-0017 直方市殿町9-17

0949-22-0544

田川労働基準監督署

〒825-0013 田川市中央町4-12

0947-42-0380

福岡中央公共職業安定所

〒810-8609 福岡市中央区赤坂1-6-19

092-712-8609

福岡市中央区大名2-4-22
新日本ビル2階

092-712-6508

赤坂駅前庁舎

〒810-0041

福岡東公共職業安定所

〒813-8609 福岡市東区千早6-1-1

092-672-8609

福岡南公共職業安定所

〒816-8577 春日市春日公園3-2

092-513-8609

福岡西公共職業安定所

〒819-8552 福岡市西区姪浜駅南3-8-10

092-881-8609

八幡公共職業安定所

〒806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10

093-622-5566

黒崎駅前庁舎

〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-15-3

093-622-5566

若松出張所

〒808-0034 北九州市若松区本町1-14-12

093-771-5055

戸畑分庁舎

〒804-0067

小倉公共職業安定所

北九州市戸畑区汐井町1-6
ウェルとばた8階

093-871-1331

〒802-8507 北九州市小倉北区萩崎町1-11

093-941-8609

門司出張所

〒800-0004 北九州市門司区北川町1-18

093-381-8609

港湾労働課

〒801-0853 北九州市門司区東港町6-49

093-321-0064

〒824-0031 行橋市西宮市5-2-47

0930-25-8609

〒828-0021 豊前市大字八屋322-70

0979-82-8609

飯塚公共職業安定所

〒820-8540 飯塚市芳雄町12-1

0948-24-8609

直方公共職業安定所

〒822-0002 直方市大字頓野3334-5

0949-22-8609

田川公共職業安定所

〒826-8609 田川市弓削田184-1

0947-44-8609

大牟田公共職業安定所

〒836-0047 大牟田市大正町6-2-3

0944-53-1551

久留米公共職業安定所

〒830-8505 久留米市諏訪野町2401

0942-35-8609

〒831-0041 大川市大字小保614-6

0944-86-8609

八女公共職業安定所

〒834-0023 八女市馬場514-3

0943-23-6188

朝倉公共職業安定所

〒838-0061 朝倉市菩提寺480-3

0946-22-8609
092-291-4092
（総務課）
093-321-3058
（庶務課）

福岡空港検疫所支所

福岡市博多区沖浜町8-1
福岡港湾合同庁舎
北九州市門司区西海岸1-3-10
〒801-0841
門司港湾合同庁舎
北九州市小倉南区空港北町6番
〒800-0306
北九州空港旅客ターミナルビル
福岡市博多区大字青木739番地
〒812-0851

三池出張所

〒836-0061 大牟田市新港町1 三池港湾合同庁舎

行橋公共職業安定所
豊前出張所

大川出張所

福岡検疫所
門司検疫所支所
北九州空港出張所

〒812-0031

福岡空港国際線旅客ターミナルビル

国立障害者リハビリテーションセ
ンター自立支援局
〒819-0165 福岡市西区今津4820-1
福岡視力障害センター

－ 6 －

電話は、門司検疫所支所へ

092-477-0215
（庶務課）
092-291-4092
(電話は、福岡検疫所へ)

092-806-1361

［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名
農林水産省

所

等

電話番号

九州農政局
地方参事官（福岡県拠点）

〒812-0018 福岡市博多区住吉3-17-21

092-281-8261

北部九州土地改良調査管理事務所

〒830-0062 久留米市荒木町白口891-20

0942-27-2160

筑後川下流福岡
農業水利事業建設所

〒832-0828 柳川市三橋町正行431

0944-77-8225

筑後川中流支所

〒839-1401 うきは市浮羽町朝田582-1

0943-74-6940

〒839-0205 みやま市高田町南新開117-1

0944-22-3961

有明海岸保全事業所
門司植物防疫所
下関出張所
福岡支所
福岡空港出張所
動物検疫所門司支所
博多出張所
福岡空港出張所
〔林野庁〕

住

郵便番号

九州森林管理局
福岡森林管理署

北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎
下関市東大和町1-7-1
〒750-0066
下関港湾合同庁舎
福岡市博多区沖浜町8-1
〒812-0031
福岡港湾合同庁舎
福岡市博多区大字青木739
〒812-0851
〒801-0841

福岡空港国際線旅客ターミナルビル

北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎
福岡市博多区沖浜町8-1
〒812-0031
福岡港湾合同庁舎
福岡市博多区大字青木739
〒812-0851
〒801-0841

福岡空港国際線旅客ターミナルビル

093-321-1404
083-266-4442
092-291-1577
092-477-7575
093-321-1116
092-262-5285
092-477-0080

〒814-0006 福岡市早良区百道1-16-29

092-843-2100

直方森林事務所

〒822-0002 直方市大字頓野3952-2

0949-26-4041

若宮森林事務所

〒822-0002 直方市大字頓野3952-2

0949-26-4100

新宮森林事務所

〒811-0112 糟屋郡新宮町下府7-1-14

092-962-0049

太宰府森林事務所

〒818-0125 太宰府市五条1-15-3

092-922-4040

早良森林事務所

〒811-1102 福岡市早良区東入部6-25-9

092-804-2829

彦山森林事務所

〒824-0602 田川郡添田町大字添田1319-2

0947-82-0185

小石原森林事務所

〒838-1601 朝倉郡東峰村大字小石原941-8

0946-74-2202

矢部森林事務所

〒834-1401 八女市矢部村北矢部10511-1

0943-47-2070

合河森林事務所

〒828-0074 豊前市大字下河内356-1

0979-88-2015

〔水産庁〕

九州漁業調整事務所

経済産業省

九州経済産業局
九州産業保安監督部

福岡市博多区沖浜町8-1
福岡港湾合同庁舎5階
福岡市博多区博多駅東2-11-1
〒812-8546
福岡合同庁舎本館
福岡市博多区博多駅東2-11-1
〒812-0013
福岡合同庁舎本館
〒812-0031

－ 7 －

092-273-2000
092-482-5405
（総務課）
092-482-5927
（管理課）

［国の行政機関］
府省等名
国土交通省

令和元年7月1日現在
行政機関名

九州地方整備局
筑後川河川事務所

住

郵便番号
〒812-0013

所

等

福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎

電話番号
092-471-6331

〒830-8567 久留米市高野1-2-1

0942-33-9131

吉井出張所

〒839-1307 うきは市吉井町橘田316-3

0943-75-2300

片ノ瀬出張所

〒839-1225 久留米市田主丸町菅原2461-5

0943-72-3204

久留米出張所

〒830-0002 久留米市高野1-2-27

0942-32-7082

大川出張所

〒831-0005 大川市大字向島2631-2

0944-86-2516

矢部川出張所

〒835-0025 みやま市瀬高町上庄字松土居470

0944-63-2520

九州北部豪雨復興出張所 〒838-1511 朝倉市杷木町池田483-1
遠賀川河川事務所

0946-63-3100

〒822-0013 直方市溝堀1-1-1

0949-22-1830

飯塚出張所

〒820-0002 飯塚市川島729-1

0948-22-1410

田川出張所

〒825-0017 田川市寿町7-54

0947-44-0568

中間出張所

〒809-0001 中間市大字垣生1991-1

093-245-0154

宮田出張所

〒823-0003 宮若市本城422-6

0949-32-0364

直方出張所

〒822-0002 直方市大字頓野字正境3330-1

0949-24-0083

河口堰管理支所

〒807-0001 遠賀郡水巻町大字猪熊10-7-1

093-201-1675

〒813-0043 福岡市東区名島3-24-10

092-681-4731

久留米維持出張所

〒830-0052 久留米市上津町字中尾山2199-38

0942-21-2734

福岡維持出張所

〒813-0041 福岡市東区水谷2-55-11

092-672-4028

福岡西維持出張所

〒819-0041 福岡市西区拾六町4-64

092-885-4151

〒802-0803 北九州市小倉南区春ヶ丘10-10

093-951-4331

八幡維持出張所

〒806-0049 北九州市八幡西区穴生4-12-1

093-631-3338

行橋維持出張所

〒824-0001 行橋市行事4-3-9

0930-22-1129

筑豊維持出張所

〒820-0067 飯塚市大字川津678

0948-22-7942

有明海沿岸国道事務所

〒832-0824 柳川市三橋町藤吉495

0944-74-2930

筑後川ダム統合管理事務所

〒830-0002 久留米市高野1-2-2

0942-39-6651

九州技術事務所

〒830-8570 久留米市高野1-3-1

0942-32-8245

福岡国道事務所

北九州国道事務所

国営海の中道海浜公園事務所 〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

092-603-1111

北九州港湾・空港整備事務所 〒801-0841 北九州市門司区西海岸1-4-40

093-321-4631

博多港湾・空港整備事務所

〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-33

092-752-8600

苅田港湾事務所

〒800-0315 京都郡苅田町港町28-2

093-436-0581

関門航路事務所

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-7-38

093-512-8091

－ 8 －

［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名
国土交通省

九州運輸局

住

郵便番号
〒812-0013

所

等

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館

電話番号
092-472-2312

（陸上交通）
092-673-1190

福岡運輸支局(本庁舎)

〒813-8577 福岡市東区千早3-10-40

北九州自動車検査登録
事務所
久留米自動車検査登録
事務所
筑豊自動車検査登録
事務所
（海上交通）

〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1

050-5540-2079(自動車登録）
093-473-0481(自動車検査）

〒830-0052 久留米市上津町2203-290

050-5540-2081(自動車登録）
0942-21-9291(自動車検査）

〒820-0115 飯塚市仁保23-39

050-5540-2080

北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎6階
北九州市若松区本町1-14-12
〒808-0034
若松港湾合同庁舎

093-322-2700

福岡空港事務所

〒812-0005 福岡市博多区上臼井字屋敷295

092-621-2221

北九州空港事務所

〒800-0306 北九州市小倉南区空港北町6番

093-474-0204

福岡航空交通管制部

〒811-0204 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17

092-607-7111

〔国土地理院〕

九州地方測量部

〒812-0013

〔海難審判所〕

門司地方海難審判所

〔気象庁〕

福岡管区気象台

福岡運輸支局(門司港庁舎)
若松海事事務所

〒801-8585

093-751-8111

大阪航空局

福岡航空地方気象台

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
北九州市門司区西海岸1-3-10
〒801-0841
門司港湾合同庁舎10階

092-411-7881
093-331-3721

〒810-0052 福岡市中央区大濠1-2-36

092-725-3601

〒812-0005 福岡市博多区上臼井字屋敷295

092-621-3945

〔運輸安全委員会〕

運輸安全委員会事務局
門司事務所

〒801-0841

北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎10階

093-331-3707

〔海上保安庁〕

第七管区海上保安本部

〒801-8507 北九州市門司区西海岸1-3-10

093-321-2931

門司海上保安部

〒801-0841 北九州市門司区西海岸1-3-10

093-321-3215

〒803-0801 北九州市小倉北区西港町103-2

093-571-6091

苅田海上保安署

〒800-0315 京都郡苅田町港町27

093-436-3356

若松海上保安部

〒808-0034 北九州市若松区本町1-14-12

093-761-2497

福岡海上保安部

〒812-0031 福岡市博多区沖浜町8-1

092-281-5866

三池海上保安部

〒836-0061 大牟田市新港町1

0944-53-0521

関門海峡海上交通センター

〒800-0064 北九州市門司区松原2-10-11

093-381-6699

福岡航空基地

〒812-0897 福岡市博多区半道橋(空港内)

092-441-8315

海上保安学校門司分校

〒801—0802 北九州市門司区白野江3-3-1

093-341-8131

九州地方環境事務所
福岡事務所

〒812-0013

小倉分室

環境省

福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館1階

－ 9 －

092-437-8851

［国の行政機関］

令和元年7月1日現在
行政機関名

府省等名
防衛省

住

郵便番号

所

等

福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎（4階～5階）

電話番号

九州防衛局

〒812-0013

092-483-8811

陸上自衛隊西部方面隊
(第4師団司令部等）

〒816-8666 春日市大和町5-12

092-591-1020

陸上自衛隊学校幹部候補生学校

〒839-8505 久留米市高良内町2728

0942-43-5215

春日基地

〒816-0804 春日市原町3-1-1

092-581-4031

高良台分屯基地

〒830-0064 久留米市荒木町藤田官有地

0942-21-7400

芦屋基地

〒807-0133 遠賀郡芦屋町芦屋1455-1

093-223-0981

築城基地

〒829-0151 築上郡築上町大字西八田

0930-56-1150

自衛隊福岡病院

〒816-0826 春日市小倉東1-61

092-581-0431

自衛隊福岡地方協力本部

〒812-0878 福岡市博多区竹丘町1-12

092-584-1881
（兼FAX）

〒816-0874 春日市大和町5-12

092-591-7451

（陸上自衛隊 福岡駐屯地内）
福岡市博多区博多駅南2-1-5
〒812-0016
（博多サンシティービル2階）
春日市大和町5-12
〒816-0874
（陸上自衛隊 福岡駐屯地内）

（兼FAX）
092-414-5100
（兼FAX）

〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-63

092-607-4826
（兼FAX）
092-891-7941
（兼FAX）

航空自衛隊西部航空方面隊

福岡地区隊本部

福岡地域事務所(博多)
春日分駐所
福岡募集案内所(和白)

福岡西募集案内所(姪浜) 〒819-0002
福岡援護センター

〒816-0874

福岡市西区姪の浜5-4-20
（パールマンション１階）
春日市大和町5-12
（陸上自衛隊 福岡駐屯地内）
北九州市小倉南区北方5-1-1
（陸上自衛隊 小倉駐屯地正門横）
北九州市小倉南区北方5-1-1
（陸上自衛隊 小倉駐屯地正門横）
遠賀郡芦屋町大字芦屋1455
（航空自衛隊 芦屋基地内）
築上郡築上町大字西八田
（航空自衛隊 築城基地内）
北九州市小倉南区北方5-1-1
（陸上自衛隊 小倉駐屯地内）

北九州地区隊本部

〒802-8567

北九州出張所

〒802-8567

芦屋地域事務所

〒807-0133

築城地域事務所

〒829-0151

北九州援護センター

〒802-8567

飯塚地域事務所

〒820-0067 飯塚市川津639-1

筑豊援護センター

飯塚市津島282
（陸上自衛隊 飯塚駐屯地内）
久留米市国分町100
〒839-0863
（陸上自衛隊 久留米駐屯地内）
久留米市諏訪野町2401番地
〒830-0037
(旧九州農政局 2階)

092-591-7450

092-591-5577
093-963-3590
（兼FAX）
093-963-7728
（兼FAX）
093-223-0981
0930-56-1150
093-963-7709
（兼FAX）
0948-22-4847
（兼FAX）

〒820-0064

0948-22-7711

八女地域事務所

〒834-0047 八女市稲富127

柳川地域事務所

〒832-0822 柳川市三橋町下百町6-7

大牟田地域事務所

〒836-0861 大牟田市宝坂町1-2-9

0942-45-6325
（兼FAX）
0942-38-1616
（兼FAX）
0943-24-5192
（兼FAX）
0944-72-7794
（兼FAX）
0944-52-3810
（兼FAX）

筑後地区隊本部
久留米地域事務所

小郡分駐所
筑後援護班

小郡市小郡2277
（陸上自衛隊 小郡駐屯地内）
久留米市国分町100
〒839-0863
（陸上自衛隊 久留米駐屯地内）
〒838-0141
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0942-72-3161
0942-43-5702
（兼FAX）

福岡県内の行政機関等所在地一覧
［独立行政法人等］
主務省名

令和元年7月1日現在

対象法人名・事業所名

郵便番号

所在地

電話番号

外務省

国際協力機構
九州センター

〒805-8505 北九州市八幡東区平野2-2-1

093-671-6311

文部科学省

国立青少年教育振興機構
国立夜須高原青少年自然の家

〒838-0202 朝倉郡筑前町三箇山1103

0946-42-5811

国立文化財機構
九州国立博物館

〒818-0118 太宰府市石坂4-7-2

日本スポーツ振興センター
福岡支所

〒810-0001

福岡市中央区天神4-8-10
都久志会館 5階

092-738-8720

日本学生支援機構
九州支部

〒810-0041

福岡市中央区大名2-9-27
野村不動産赤坂センタービル3階

092-791-2063

050-5542-8600
(NTTハローダイヤル)

国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校

〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1

093-964-7200

久留米工業高等専門学校

〒830-8555 久留米市小森野1-1-1

0942-35-9300

有明工業高等専門学校

〒836-8585 大牟田市東萩尾町150

0944-53-8611

福岡教育大学

〒811-4192 宗像市赤間文教町1-1

0940-35-1200

九州大学

〒819-0395 福岡市西区元岡744

092-642-2125

九州工業大学

〒804-8550 北九州市戸畑区仙水町1-1

093-884-3006

福岡支部

〒806-0049 北九州市八幡西区穴生3-5-1

093-641-4906

福岡支部（福岡事務所）

〒810-0042

国立大学法人

厚生労働省

高齢･障害･求職者雇用支援機構

福岡職業能力開発促進
センター

福岡市中央区赤坂1-10-17
しんくみ赤坂ビル6階

092-718-1310

〒806-0049 北九州市八幡西区穴生3-5-1

093-641-4906

〒820-0011 飯塚市柏の森83-9

0948-22-4018

九州職業能力開発大学校

〒802-0985 北九州市小倉南区志井1665-1

093-963-0125

福岡障害者職業センター

〒810-0042

飯塚訓練センター

福岡市中央区赤坂1-6-19
ワークプラザ赤坂5階

092-752-5801

〒802-0066 北九州市小倉北区萩崎町1-27

093-941-8521

〒800-0296 北九州市小倉南区曽根北町1-1

093-471-1121

治療就労両立支援センター

〒800-0296 北九州市小倉南区曽根北町1-1

093-472-6835

門司メディカルセンター

〒801-8502 北九州市門司区東港町3-1

093-331-3461

総合せき損センター

〒820-8508 飯塚市伊岐須550-4

0948-24-7500

福岡産業保健総合支援セン
ター

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-30

092-414-5264

北九州支所
労働者健康安全機構
九州労災病院
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［独立行政法人等］
主務省名
厚生労働省

対象法人名・事業所名

令和元年7月1日現在
郵便番号

所在地

電話番号

国立病院機構
〒810-0065 福岡市中央区地行浜1-8-1

092-852-1701

小倉医療センター

〒802-8533 北九州市小倉南区春ケ丘10-1

093-921-8881

九州がんセンター

〒811-1395 福岡市南区野多目3-1-1

092-541-3231

九州医療センター

〒810-8563 福岡市中央区地行浜1-8-1

092-852-0700

福岡東医療センター

〒811-3195 古賀市千鳥1-1-1

092-943-2331

福岡病院

〒811-1394 福岡市南区屋形原4-39-1

092-565-5534

大牟田病院

〒837-0911 大牟田市大字橘1044-1

0944-58-1122

九州病院

〒806-8501 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

093-641-5111

久留米総合病院

〒830-0013 久留米市櫛原町21

0942-33-1211

福岡ゆたか中央病院

〒822-0001 直方市感田523-5

0949-26-2311

九州グループ

地域医療機能推進機構

農林水産省

農林水産消費安全技術センター
〒813-0044 福岡市東区千早3-11-15
福岡センター

050-3797-1918

農業･食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター
筑後･久留米研究拠点(筑後)

〒833-0041 筑後市大字和泉496

0942-52-3101

筑後･久留米研究拠点(久留米)

〒839-0853 久留米市御井町1823-1

0942-43-8271

国立研究開発法人森林研究･整備機構

経済産業省

福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル内

森林整備センター九州整備局

〒812-0011

産業技術総合研究所
九州センター福岡サイト

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-24

0942-81-3649

製品評価技術基盤機構
九州支所

〒815-0032 福岡市南区塩原2-1-28

092-551-1315

一般財団法人九州産業技術センター内2階

092-433-1422

日本貿易振興機構（ジェトロ）
福岡貿易情報センター
北九州貿易情報センター

福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所ビル7階
北九州市小倉北区浅野3-8-1
〒802-0001
AIMビル8階
〒812-0011

092-471-5635
093-541-6577

石油天然ガス･金属鉱物資源機構

九州支部

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル10階

白島国家石油備蓄基地事務所 〒808-0021 北九州市若松区響町1-108

092-411-7831
093-761-1411

中小企業基盤整備機構
九州本部

〒812-0038

福岡市博多区祇園町4-2
サムティ博多祇園ビル

中小企業大学校直方校

〒822-0005 直方市永満寺1463-2

福岡システムＬＳＩ
総合開発センター

〒814-0001

福岡市早良区百道浜3-8-33
（シーサイドももち内）

クリエイション･コア福岡 〒818-0041 筑紫野市上古賀3-2-16
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092-263-1500
0949-28-1144
092-832-7151
092-929-2218

［独立行政法人等］
主務省名
国土交通省

対象法人名・事業所名
自動車技術総合機構九州検査部

令和元年7月1日現在
郵便番号

所在地

電話番号

〒813-8577 福岡市東区千早3-10-40

092-673-1268

北九州事務所

〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1

093-473-0483

久留米事務所

〒830-0052 久留米市上津町2203-290

0942-21-9293

筑豊事務所

〒820-0115 飯塚市仁保23-39

0948-82-3382

鉄道建設･運輸施設整備支援機構
九州新幹線建設局

〒812-8622

福岡市博多区祇園町2-1
シティ17ビル

092-283-9602

水資源機構筑後川局

〒830-0032

久留米市東町42-21
日本生命久留米駅前ビル

0942-34-7001

朝倉総合事業所

〒838-0019 朝倉市上秋月1373-1

0946-25-1100

福岡導水総合事業所

〒830-0002 久留米市高野1-1-1

0942-39-4311

両筑平野用水管理所

〒838-0012 朝倉市江川1660-67

0946-25-0113

自動車事故対策機構
福岡主管支所
空港周辺整備機構

福岡市博多区博多駅南2-1-5
博多サンシティビル4階
福岡市博多区博多駅東2-17-5
〒812-0013
ARKビル9階
〒812-0016

都市再生機構九州支社

〒810-8610 福岡市中央区長浜2-2-4

住宅金融支援機構九州支店

〒812-8735

福岡市博多区博多駅前3-25-21
博多駅前ビジネスセンター
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092-451-7751
092-472-4591
092-771-4111
092-233-1203

福岡県内の行政機関等所在地一覧
［特殊法人等］
主務省名
総務省

令和元年7月1日現在
対象法人名・事業所名

郵便番号

所在地

電話番号

西日本電信電話株式会社
九州事業本部
福岡市博多区博多駅東3-2-28
NTT新博多ビル

福岡支店

〒812-0013

北九州支店

〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町5-12

093-513-9615

〒810-8577 福岡市中央区六本松1-1-10

092-724-2800

092-714-8200

日本放送協会
福岡拠点放送局
久留米支局
北九州放送局
法務省

久留米市通町3-14
ヒルウォーカー通町2階

〒803-8555 北九州市小倉北区室町1-1-1-20

0942-34-2327
093-591-5002

日本司法支援センター
福岡地方事務所
法テラス福岡
法テラス北九州

財務省

〒830-0018

日本たばこ産業株式会社
九州支社
九州工場

〒810-0004

福岡市中央区渡辺通5-14-12
南天神ビル4階

北九州市小倉北区魚町1-4-21
〒802-0006
魚町センタービル5階
福岡市博多区美野島1-2-8
〒812-0017
NTビル7階・8階

050-3383-5501
050-3383-5502
(民事法律扶助相談予約専用)

050-3383-5506
092-303-0240

〒818-8501 筑紫野市上古賀2-1-1

092-921-4111

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-21-12

092-411-9111

株式会社日本政策金融公庫
福岡支店
（国民生活事業、農林水産事業、中
小企業事業）

福岡西支店
（国民生活事業）

北九州支店
(国民生活事業、中小企業事業）

八幡支店
（国民生活事業）

久留米支店
（国民生活事業）

株式会社日本政策投資銀行
九州支店

〒810-0041

福岡市中央区大名1-4-1
NDビル

092-712-4381

〒802-0004

北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10
大同生命北九州ビル

093-541-7550

〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-1-7
久留米市東町38-1
大同生命久留米ビル
福岡市中央区天神2-12-1
〒810-0001
天神ビル
〒830-0032

093-641-7715
0942-34-1212
092-741-7734

日本銀行

文部科学省

福岡支店

〒810-0001 福岡市中央区天神4-2-1

092-725-5511

北九州支店

〒802-0081 北九州市小倉北区紺屋町13-13

093-541-9111

輸出入・港湾関連情報処理セン
ター株式会社九州事務所

〒812-0011

日本私立学校振興･共済事業団
九州会館「福岡ガーデンパレス」

〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-15

福岡市博多区博多駅前1-4-1
博多駅前第一生命ビル2階
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092-441-7825
092-713-1112

［特殊法人等］
主務省名
文部科学省

令和元年7月1日現在
対象法人名・事業所名

放送大学福岡学習センター
北九州サテライトスペース

厚生労働省

郵便番号

所在地

〒816-0811 福岡県春日市春日公園6-1
（九州大学筑紫キャンパスE棟4,5階）
〒806-0021

北九州市八幡西区黒崎3-15-3
コムシティ3階

電話番号
092-585-3033
093-645-3201

日本年金機構
大牟田年金事務所

〒836-8501 大牟田市大正町6-2-10

0944-52-5294

久留米年金事務所

〒830-8501 久留米市諏訪野町2401

0942-33-6192

小倉北年金事務所

〒803-8588 北九州市小倉北区大手町13-3

093-583-8340

小倉南年金事務所

〒800-0294 北九州市小倉南区下曽根1-8-6

093-471-8873

街角の年金相談センター
北九州

〒806-0036

北九州市八幡西区西曲里町2-1
黒崎テクノプラザⅠ1階

093-645-6200

中福岡年金事務所

〒810-8668 福岡市中央区大手門2-8-25

092-751-1232

直方年金事務所

〒822-8555 直方市知古1-8-1

0949-22-0891

西福岡年金事務所

〒819-8502 福岡市西区内浜1-3-7

092-883-9962

博多年金事務所

〒812-8540 福岡市博多区博多駅東3-15-23

092-474-0012

東福岡年金事務所

〒812-8657 福岡市東区馬出3-12-32

092-651-7967

南福岡年金事務所

〒815-8558 福岡市南区塩原3-1-27

092-552-6112

八幡年金事務所

〒806-8555 北九州市八幡西区岸の浦1-5-5

093-631-7962

農林水産省

日本中央競馬会
小倉競馬場

〒802-0841 北九州市小倉南区北方4-5-1

093-962-3236

経済産業省

株式会社商工組合中央金庫
福岡支店

〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-21

092-712-6551

北九州支店

〒802-0003 北九州市小倉北区米町2-1-2

093-533-9567

久留米支店

〒830-0032 久留米市東町42-21

0942-35-3381

日本貨物鉃道株式会社
九州支社

〒803-0812 北九州市小倉北区室町3-2-57

093-583-6201

西日本高速道路株式会社
九州支社

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-15

092-260-6111

北九州高速道路事務所

〒807-1263 北九州市八幡西区金剛403-1

093-618-3141

久留米高速道路事務所

〒839-0809 久留米市東合川5-11-57

0942-43-4612

〒808-0021 北九州市若松区響町1-62-24

093-752-1113

北九州市小倉北区浅野3-8-1
AIMビル8階

093-522-8588

国土交通省

環境省

中間貯蔵･環境安全事業株式会社

北九州PCB処理事業所
小倉オフィス(営業課）

〒802-0001
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