
福岡県内の国の行政機関等の情報公開・個人情報保護開示請求窓口一覧

［国の行政機関］ 令和4年9月1日現在

府省等名 行政機関名 開示請求宛先 開示請求窓口 電話番号

内閣
〔人事院〕

人事院九州事務局
人事院九州事務局
長

九州人事行政情報コー
ナー

092-431-7731

内閣府
〔公正取引委員会〕

公正取引委員会事務総局
九州事務所

公正取引委員会
　事務総長

九州事務所総務課 092-431-5881

〔警察庁〕 九州管区警察局 九州管区警察局長 総務監察部警務課 092-622-5000

　福岡県情報通信部

　九州管区警察学校

総務省 九州管区行政評価局
九州管区行政評価
局長

総務課 092-431-7081

法務省 福岡矯正管区 福岡矯正管区長
情報公開窓口・個人情報
保護窓口

092-661-1137

　医療刑務所

　刑務所（拘置支所）

　拘置所（拘置支所）

　筑紫少女苑、福岡少年院

　少年鑑別所（少年鑑別支所）

矯正研修所福岡支所 矯正研修所長
矯正研修所情報公開窓
口・個人情報保護窓口

042-500-5261

九州地方更生保護委員会
九州地方更生保護
委員会委員長

事務局総務課 092-761-7781

福岡保護観察所 福岡保護観察所長 企画調整課 092-761-6736

  北九州支部

  北九州自立更生促進センター

  飯塚駐在官事務所

法務省 福岡法務局 福岡法務局長 庶務課 092-72l-4601

　支局

　出張所

〔検察庁〕 福岡高等検察庁
福岡高等検察庁検
事長

企画調査課 092-734-9000

法務総合研究所福岡支所 法務総合研究所長
法務総合研究所
　総務企画部企画課

03-3580-4111

福岡地方検察庁
福岡地方検察庁検
事正

企画調査課 092-734-9090

　支部

　区検察庁

〔出入国在留管理庁〕 福岡出入国在留管理局

　出張所

〔公安調査庁〕 九州公安調査局 九州公安調査局長 総務部総務管理官 092-721-1845

財務省 福岡財務支局 福岡財務支局長 総務課 092-411-9047

　小倉出張所 管財課 093-561-0481

財務総合政策研究所
　北九州研修支所

財務大臣
大臣官房文書課情報公
開・個人情報保護室

03-3581-4111

門司税関 門司税関長 総務部総務課 050-3530-8309

　税関支署

　出張所

税関研修所門司支所 財務大臣
大臣官房文書課情報公
開・個人情報保護室

03-3581-4111

福岡出入国在留管
理局長

092-717-5420総務課
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［国の行政機関］ 令和4年9月1日現在

府省等名 行政機関名 開示請求宛先 開示請求窓口 電話番号

財務省
長崎税関
　三池税関支署

長崎税関長
三池税関支署
　統括審査官

0944-52-2526

    久留米出張所

〔国税庁〕 福岡国税局 福岡国税局長 総務部総務課 092-411-0031

　甘木税務署 甘木税務署長 総務課 0946-22-2720

　飯塚税務署 飯塚税務署長 総務課 0948-22-6710

　大川税務署 大川税務署長 総務課 0944-87-2125

　大牟田税務署 大牟田税務署長 総務課 0944-52-3245

　香椎税務署 香椎税務署長 総務課 092-661-1031

　久留米税務署 久留米税務署長 総務課 0942-32-4461

　小倉税務署 小倉税務署長 総務課 093-583-1331

　田川税務署 田川税務署長 総務課 0947-44-0430

　筑紫税務署 筑紫税務署長 総務課 092-923-1400

　西福岡税務署 西福岡税務署長 総務課 092-843-6211

　直方税務署 直方税務署長 総務課 0949-22-0880

　博多税務署 博多税務署長 総務課 092-641-8131

　福岡税務署 福岡税務署長 総務課 092-771-1151

　門司税務署 門司税務署長 総務課 093-321-5831

　八幡税務署 八幡税務署長 総務課 093-671-6531

　八女税務署 八女税務署長 総務課 0943-23-5191

　行橋税務署 行橋税務署長 総務課 0930-23-0580

　若松税務署 若松税務署長 総務課 093-761-2536

税務大学校福岡研修所
税務大学校福岡研
修所長

総務係 092-411-0031

福岡国税不服審判所
福岡国税不服審判
所長

管理課 092-411-5401

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

国税庁長官
長官官房総務課情報公
開・個人情報保護室

03-3581-4161

長官官房国税庁監察官
　福岡派遣国税庁監察官

国税庁長官
長官官房総務課情報公
開・個人情報保護室

03-3581-4161

厚生労働省 九州厚生局 九州厚生局長 総務課 092-707-1115

福岡労働局 福岡労働局長 総務部総務課 092-411-4716

　労働基準監督署

　公共職業安定所

福岡検疫所 福岡検疫所長 総務課 092-291-4092

　検疫所支所

　出張所

国立障害者リハビリテーションセ
ンター自立支援局
　福岡視力障害センター

国立障害者リハビ
リテーションセン
ター総長

福岡視力障害センター
　庶務課

092-806-1361

農林水産省 九州農政局 九州農政局長 総務部総務課
096-211-9111

(内)4068

地方参事官（福岡県拠点）

北部九州土地改良調査管理事務所

　筑後川下流福岡農業水利事業建設所

　筑後川中流支所

※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。
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［国の行政機関］ 令和4年9月1日現在

府省等名 行政機関名 開示請求宛先 開示請求窓口 電話番号

門司植物防疫所 門司植物防疫所長 庶務課 093-321-1404

　支所

　出張所

動物検疫所門司支所 動物検疫所長 045-751-5921

　出張所

〔林野庁〕
九州森林管理局
　福岡森林管理署

九州森林管理局長 総務企画部総務課 096-328-3600

　森林事務所

〔水産庁〕 九州漁業調整事務所
九州漁業調整事務
所長

総務課 092-273-2000

経済産業省 九州経済産業局 九州経済産業局長
総務企画部総務課広報･
情報システム室

092-451-8605

九州産業保安監督部
九州産業保安監督
部長

管理課 092-482-5926

国土交通省 九州地方整備局 九州地方整備局長 総務部総務課広報係
092-471-6331
（内）2386

 河川、道路(国道)、港湾空港、
  海浜国営公園、技術事務所等

九州運輸局 九州運輸局長 総務部総務課 092-472-2312

　福岡運輸支局

  自動車検査登録事務所
  (北九州、久留米、筑豊）

　若松海事事務所

大阪航空局 大阪航空局長
大阪航空局
　総務部総務課

06-6949-6211
（内）5029

　福岡空港事務所

　北九州空港事務所

福岡航空交通管制部
福岡航空交通管制
部長

総務課
092-607-7111

(内) 212

〔国土地理院〕 九州地方測量部 国土地理院長
国土地理院
　総務部広報広聴室

029-864-1507

〔海難審判所〕 門司地方海難審判所 海難審判所長
海難審判所
　総務課総務係

03-6893-2400

〔気象庁〕 福岡管区気象台 福岡管区気象台長 総務部総務課 092-725-3601

　福岡航空地方気象台

〔運輸安全委員会〕
運輸安全委員会事務局
  門司事務所

運輸安全委員会事
務局長

運輸安全委員会事務局
　総務課広報室

03-5367-5025

〔海上保安庁〕 第七管区海上保安本部
第七管区海上保安
本部長

総務部総務課
093-321-2931

(内)2115

　海上保安部

　海上保安署等

海上保安学校
　門司分校

海上保安学校長
海上保安学校
　事務部総務課

0773-62-3520
（内）203

環境省
九州地方環境事務所
　福岡事務所

九州地方環境事務
所長

総務課 096-322-2400

防衛省 九州防衛局 九州防衛局長
総務部総務課情報公開窓
口

092-483-8813

陸上自衛隊西部方面隊
（第4師団司令部等）

防衛大臣
九州防衛局総務部総務課
情報公開窓口

092-483-8813

陸上自衛隊学校幹部候補生学校

航空自衛隊西部方面航空隊（春日
基地等）

自衛隊福岡病院

自衛隊福岡地方協力本部

動物検疫所
　総務部庶務課
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主務府省名 対象法人名・事業所等名 開示請求宛先 開示請求窓口 電話番号

法務省
日本司法支援センター
　福岡地方事務所

日本司法支援センター 　法テラス本部情報公開窓口 050-3383-5333

　　法テラス福岡
(個人情報保護)
　　法テラス福岡
　　個人情報保護窓口

050-3383-5501

　　法テラス北九州
(個人情報保護)
  　法テラス北九州
　　個人情報保護窓口

050-3383-5506

外務省
国際協力機構
　九州センター

国際協力機構
国際協力機構
　総務部総務課

03-5226-6660

財務省 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）

日本政策金融公庫 日本政策金融公庫本店
　情報公開・個人情報保護窓口 03-3270-0639

　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）

日本銀行

　福岡支店
日本銀行

福岡支店営業課 092-725-5518

　北九州支店 北九州支店総務課 093-541-9111

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

国立青少年教育振興機構
国立青少年教育振興機構
総務企画部総務企画課総務係

03-6407-7622

国立文化財機構
　九州国立博物館

国立文化財機構
九州国立博物館
　総務課総務係

092-918-2807

日本スポーツ振興センター
　福岡支所

日本スポーツ振興センター
日本スポーツ振興センター
情報公開室（総務部総務課）

03-5410-9124

日本学生支援機構
　九州支部

日本学生支援機構
日本学生支援機構
　情報公開室

03-6743-6118

国立高等専門学校機構

　北九州工業高等専門学校 北九州工業高等専門学校 総務課課長補佐（総務担当） 093-964-7221

　久留米工業高等専門学校 久留米工業高等専門学校 総務課総務係 0942-35-9304

　有明工業高等専門学校 有明工業高等専門学校 総務課 0944-53-8611

国立大学法人

　福岡教育大学 福岡教育大学 経営政策課総務･広報グループ 0940-35-1852

　九州大学 九州大学 情報公開事務室 092-802-2129

　九州工業大学 九州工業大学 総務人事課総務係 093-884-3006

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」

日本私立学校振興・共済事
業団

日本私立学校振興･共済事業団
総務部総務課

03-3230-7814

放送大学
　福岡学習センター

　　北九州サテライトスペース

福岡県内の国の行政機関等の情報公開・個人情報保護開示請求窓口一覧

放送大学学園理事長
放送大学学園
　総務部総務課総務係

043-298-4207

［独立行政法人・特殊法人等］ 令和4年9月1日現在
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主務府省名 対象法人名・事業所等名 開示請求宛先 開示請求窓口 電話番号

［独立行政法人・特殊法人等］ 令和4年9月1日現在

厚生労働省 高齢･障害･求職者雇用支援機構

　福岡支部（福岡事務所）

　　福岡職業能力開発促進
　　センター

　　福岡職業能力開発促進センター
    飯塚訓練センター

    九州職業能力開発大学校

　　福岡障害者職業センター

　　福岡障害者職業センター
　　北九州支所

労働者健康安全機構

　九州労災病院
労働者健康安全機構九州労
災病院

総務課 093-471-1121

　　治療就労両立支援センター 労働者健康安全機構 機構本部総務部総務課 044-431-8600

　　門司メディカルセンター
労働者健康安全機構
九州労災病院門司メディカルセ
ンター

門司メディカルセンター総務課 093-331-3461

　総合せき損センター 労働者健康安全機構
総合せき損センター
　総務課

0948-24-7500

　福岡産業保健総合支援センター 労働者健康安全機構
労働者健康安全機構
総務部総務課

044-431-8600

国立病院機構

　九州グループ 国立病院機構
九州グループ
　人事担当

092-852-1701

　小倉医療センター
小倉医療センター
　事務部管理課

093-921-8881

　九州がんセンター
九州がんセンター
　事務部管理課

092-541-3231

　九州医療センター
九州医療センター
　事務部管理課

092-852-0700

　福岡東医療センター
福岡東医療センター
　事務部管理課

092-943-2331

　福岡病院
福岡病院
　事務部管理課

092-565-5534

　大牟田病院
大牟田病院
　事務部管理課

0944-58-1122

地域医療機能推進機構

  九州病院
独立行政法人地域医療機能
推進機構

九州病院 総務企画課 093-641-5111

  久留米総合病院 久留米総合病院 総務企画課 0943-33-1211

  福岡ゆたか中央病院 福岡ゆたか中央病院 総務企画課 0949-26-2311

日本年金機構

　各年金事務所 日本年金機構
日本年金機構本部
経営企画部総務室情報公開文書グ
ループ

03-5344-1116

高齢･障害･求職者雇用支援
機構

高齢･障害･求職者雇用支援機構企
画部情報公開広報課

043-213-6207
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主務府省名 対象法人名・事業所等名 開示請求宛先 開示請求窓口 電話番号

［独立行政法人・特殊法人等］ 令和4年9月1日現在

農林水産省
農林水産消費安全技術センター
　福岡センター

農林水産消費安全技術セン
ター福岡センター所長

業務管理課庶務係 050-3797-1918

国立研究開発法人農業・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）
筑後・久留米研究拠点（筑後）企
画管理部管理課筑後管理チーム

0942-52-3101

　筑後・久留米研究拠点（久留米）
筑後・久留米研究拠点（久留米）
企画管理部管理課久留米管理チー
ム

0942-43-8271

国立研究開発法人森林研究・整備機構
　森林整備センター九州整備局

国立研究開発法人
森林研究・整備機構理事長

九州整備局
　総務課

092-433-1422

日本中央競馬会
　小倉競馬場

日本中央競馬会
小倉競馬場
　総務課

093-962-3236

経済産業省
産業技術総合研究所
　九州センター福岡サイト

産業技術総合研究所
九州センター情報公開・個人情報
保護窓口

0942-81-4050

製品評価技術基盤機構
　九州支所

製品評価技術基盤機構
製品評価技術基盤機構情報公開・
個人情報保護相談室

03-3481-2063

日本貿易振興機構

　福岡貿易情報センター 福岡貿易情報センター 092-471-5635

　北九州貿易情報センター 北九州貿易情報センター 093-541-6577

石油天然ガス･金属鉱物資源機構

  九州支部

　白島国家石油備蓄基地事務所

中小企業基盤整備機構
　九州本部

中小企業基盤整備機構
九州本部企画調整課
　情報公開・個人情報保護担当

092-263-1500

　　中小企業大学校直方校

　　福岡システムＬＳＩ総合開発センター

　　クリエイション・コア福岡

国土交通省
独立行政法人自動車技術総合機構
　九州検査部

独立行政法人自動車技術総
合機構

独立行政法人自動車技術総合機
構総務部総務課

03-5363-3441

　　事務所

鉄道建設･運輸施設整備支援機構
　九州新幹線建設局

鉄道建設・運輸施設整備支援
機構

九州新幹線建設局
　総務課

092-283-9602

水資源機構筑後川局 水資源機構 筑後川局総務課 0942-34-7001

　　事業所

自動車事故対策機構
　福岡主管支所

自動車事故対策機構
福岡主管支所
　総務事務担当

092-451-7751

空港周辺整備機構 空港周辺整備機構 総務課 092-472-4591

都市再生機構
　九州支社
都市再生事務所、住宅管理センター、営業セン
ター等

住宅金融支援機構
　九州支店

住宅金融支援機構
九州支店
　情報公開・個人情報保護窓口

092-233-1203

日本貿易振興機構

都市再生機構
九州支社
　情報公開・個人情報保護窓口

092-722-1348

石油天然ガス・金属鉱物資
源機構

石油天然ガス・金属鉱物資源機構
総務部広報課

03-6758-8106

農業・食品産業技術総合研
究機構
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