
人事院
人事院東北事務局東北人事行政情報コー
ナー

人事院東北事務局長 ○
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎5階

022-221-2001

公正取引委員会 公正取引委員会事務総局東北事務所総務課
公正取引委員会事務総長
（東北事務所に係る行政文書）

　
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎

022-225-7095

警察庁
東北管区警察局総務監察・広域調整部警務
課

東北管区警察局長
〒980-8408
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟15階

022-221-7181
(内線2641・

2642）

総務省 東北管区行政評価局総務行政相談部総務課 東北管区行政評価局長 ○
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎11階

022-262-7831

総務省 東北総合通信局総務部企画課 東北総合通信局長 ○
〒980-8795
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎

022-221-5615

法務省 仙台法務局庶務課庶務係 仙台法務局長
〒980-8601
宮城県仙台市青葉区春日町7-25
仙台第3法務総合庁舎

022-225-5611

法務省 仙台矯正管区第一部総務課庶務係 仙台矯正管区長
〒984-0825
宮城県仙台市若林区古城3-23-1

022-286-0111

法務省 東北地方更生保護委員会事務局総務課 東北地方更生保護委員会委員長
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-3-1
仙台法務総合庁舎4階

022-221-3536

法務省 仙台保護観察所企画調整課 仙台保護観察所長
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-3-1
仙台法務総合庁舎3階

022-221-1451

出入国在留管理庁 仙台出入国在留管理局総務課 仙台出入国在留管理局長
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第2法務合同庁舎

022-256-6076

宮城県内に所在する情報公開開示請求窓口一覧（国の行政機関）

機関名
受付の範囲

（開示請求の宛て先）
現金受付が
できる窓口

所在地 電話番号 備考
窓口を設ける機関・部局・事務所等

情報公開窓口担当課等
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機関名
受付の範囲

（開示請求の宛て先）
現金受付が
できる窓口

所在地 電話番号 備考
窓口を設ける機関・部局・事務所等

情報公開窓口担当課等

公安調査庁 東北公安調査局総務部総務管理官 東北公安調査局長
〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町7-25
仙台第3法務総合庁舎

022-721-2701

検察庁 仙台高等検察庁企画調査課 仙台高等検察庁検事長
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-3-1
仙台法務総合庁舎

022-222-6153

検察庁 仙台地方検察庁企画調査課 仙台地方検察庁検事正
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-3-1
仙台法務総合庁舎

022-222-6151

財務省 東北財務局総務部総務課 東北財務局長 ○
〒980-8436
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟6階

022-263-1111

財務省 横浜税関仙台塩釜税関支署総務課 横浜税関長 ○
〒983-0001
宮城県仙台市宮城野区港3-1-3
仙台港国際ビジネスサポートセンター5階

022-259-4306

国税庁 仙台国税局総務部総務課 仙台国税局長 ○
〒980-8430
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎A棟

022-263-1111

国税庁 仙台北税務署総務課 仙台北税務署長 ○
〒980-8402
宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

国税庁 仙台中税務署総務課 仙台中税務署長 ○
〒984-0015
宮城県仙台市若林区卸町3-8-5

022-783-7831

国税庁 仙台南税務署総務課 仙台南税務署長 ○
〒982-8551
宮城県仙台市太白区柳生2-28-2

022-306-8001

国税庁 塩釜税務署総務課 塩釜税務署長 ○
〒985-8601
宮城県塩釜市旭町17-15

022-362-2151

国税庁 古川税務署総務課 古川税務署長 ○
〒989-6185
宮城県大崎市古川旭6-2-15

0229-22-1711
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機関名
受付の範囲

（開示請求の宛て先）
現金受付が
できる窓口

所在地 電話番号 備考
窓口を設ける機関・部局・事務所等

情報公開窓口担当課等

国税庁 築館税務署総務課 築館税務署長 ○
〒987-2292
宮城県栗原市築館薬師2-2-1
築館合同庁舎

0228-22-2261

国税庁 佐沼税務署総務課 佐沼税務署長 ○
〒987-0511
宮城県登米市迫町佐沼字沼向109

0220-22-2501

国税庁 石巻税務署総務課 石巻税務署長 ○
〒986-0827
宮城県石巻市千石町2-35

0225-22-4151

国税庁 気仙沼税務署総務課 気仙沼税務署長 ○
〒988-0077
宮城県気仙沼市古町3-4-5

0226-22-6780

国税庁 大河原税務署総務課 大河原税務署長 ○
〒989-1201
宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1

0224-52-2202

国税庁 税務大学校仙台研修所総務係 税務大学校仙台研修所長 ○
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎A棟

022-263-1111

国税庁 仙台国税不服審判所管理課 仙台国税不服審判所長 ○
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎

022-221-7561

厚生労働省 東北厚生局総務課 東北厚生局長
〒980-8426
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20
花京院スクエア21階

022-726-9260
オンラインに
よる請求可
（受付のみ）

厚生労働省 仙台検疫所総務課 仙台検疫所長
〒985-0011
宮城県塩釜市貞山通3-4-1
塩釜港湾合同庁舎2階

022-367-8100
オンラインに
よる請求可
（受付のみ）

厚生労働省 国立療養所東北新生園庶務課 国立療養所東北新生園園長
〒989-4692
宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢1

0228-38-2121
オンラインに
よる請求可
（受付のみ）

厚生労働省 宮城労働局総務部総務課 宮城労働局長
〒983-8585
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
仙台第4合同庁舎7階

022-299-8833
オンラインに
よる請求可
（受付のみ）
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機関名
受付の範囲

（開示請求の宛て先）
現金受付が
できる窓口

所在地 電話番号 備考
窓口を設ける機関・部局・事務所等

情報公開窓口担当課等

農林水産省 東北農政局総務部総務課（情報公開窓口） 東北農政局長
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎7階

022-263-1111
(内線4406)

農林水産省 仙台漁業調整事務所（情報公開窓口） 仙台漁業調整事務所長
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15
仙台第3合同庁舎

022-291-2774

経済産業省 東北経済産業局総務企画部総務課 東北経済産業局長 ○
〒980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟4階

022-221-4856
（直通）

経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部管理課 関東東北産業保安監督部東北支部長 ○
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎

022-221-4943
（直通）

国土交通省 東北地方整備局総務部総務課情報公開係
東北地方整備局長
（旧地方建設局に係るもの）

〒980-8602
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟11階

022-225-2171
（内線2388）

オンラインに
よる請求可
（受付のみ）

国土交通省 東北地方整備局総務部総務課庶務係
東北地方整備局長
（旧港湾建設局に係るもの）

〒980-8602
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟10階

022-225-2171
(内線6241)

オンラインに
よる請求可
（受付のみ）

国土交通省 東北運輸局総務部総務課 東北運輸局長
〒983-8537
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
仙台第4合同庁舎5階

022-791-7504
（直通）

オンラインに
よる請求可

気象庁 仙台管区気象台総務部総務課 仙台管区気象台長 　
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15
仙台第3合同庁舎

022-297-8100
（直通）

オンラインに
よる請求可

海上保安庁 第二管区海上保安本部総務部総務課 第二管区海上保安本部長
〒985-8507
宮城県塩釜市貞山通3-4-1
塩釜港湾合同庁舎6階

022-363-0111
（内線2115）

オンラインに
よる請求可

環境省 東北地方環境事務所総務課 東北地方環境事務所長 　
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎6階

022-722-2870

防衛省 東北防衛局情報公開室（総務部総務課内） 東北防衛局長
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15
仙台第3合同庁舎

022-297-8209

（注）１　「現金受付ができる窓口」欄の「○」は手数料を現金により納付ができる窓口を示す。
　　　２　備考欄の「オンラインによる請求可」は、オンラインにより請求が可能であることを示す。

- 4 - 


	宮城県内

