
(別紙1)

許可行政庁一覧

連絡先
亭r幇□

所在地 担当部署 電話番号

北海道
北海遣悶発局 〒060‐8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎 事業振興部建設産業課 = (709)2311

北海道 〒060‐8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 建設部建設管理局建設情報課 l1(231)411

東北

東北地方整備局 〒980‐8602 宮城県仙台市青葉区二日町9番15号 建政部貢i面･建設産業課 22(225)217

青森県 〒030‐8570 青森県青森市長島一丁目1-1 県土整備部監理課 17(722)111

岩手県 〒020‐8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 県土整備部建設技術振興課 19(651)3tt
右 J不
呂埆粥県 〒980‐8570 宮城県仙台市青葉区本岡3丁目8番1号 土木部事業管埋課 22(210 3t16

秋田県 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1ー1 建設部建設政策課 18(860)2425

山形県 千990‐8570 山形県山形市松波二丁目84 県土整備部建設企画課 23(630)2572

福島県 〒960‐8670 福島県福島市杉妻町2‐16 土木部技術管理課建設産業室 024(521)7452

関東

関東地方整備局 千330‐9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 建政部建議産業第一課 ‐ 048(600 315‘

茨城県 〒310‐8555 茨城県水戸市笠原町978番6 土木部監理課 029(301)= 11

栃木県 〒320‐8501 栃木県宇都宮市塙田十1‐20 県土整備部監理課 028(623)239

群馬県 〒371‐8570 群馬県前橋市大手町1‐1‐1 県土整備局建言守企画課 027(223)1

埼玉県 〒330‐930 1 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-t5-1 県土整備部建議書理課 048(824)211

千葉県 〒260‐8667 千葉県千葉市中央区市場町1‐1 県土整備割建設･不動産桑課建設業･契約室 043(223)3108

案京都 〒163‐800 1 東京都新宿区四新宿2-8‐1 都市整備局市街地建築部建設業課 03(5321)1111

神奈川県 〒231‐8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 県土整備局建築住宅部建設案課 045(2fo)1f11

山梨県 〒400‐850 1 山梨県甲府市丸の内1‐6-1 県土整備部泉土整備総務課建設案対策室 055(237)1111

長野県 〒380‐8570 長野県長野市大字南長野字幅下692‐2 建誠部建設政策課建設案係 OZ6を32〕Qin

北陸

北陸地方整備局 〒95け880 1 新潟県新潟市中央区美咲町1‐1-1 建政部計画･建設産業課 025(28の888O

新潟県 〒950‐8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 土木部監理課建設業室 U25(Z85)55=

富山県 〒930‐850 1 富山県富山市莉総曲輪1番7号 土木部建設技術企画課建設業係 076(43D 4n t

川県 〒920‐8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 土木部堕埋謙建設案振興グループ 076(255)1n 1

中部

方整備局 千46& 8514 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番地1号 名古屋合同庁舎第2号館 建政部建設蓬薬課 052(953)8572

岐阜県 〒500‐8570 岐阜県岐阜市薮田南2‐1‐1 県土整備部建議政策課 058α′Z)1111

許岡県 〒42C e60 1 静岡県静岡耐葵区追手町9番6号 交通基盤部建設案課 054(221難□58

愛知県 〒460‐850 1 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 建設部確認‐業不動産董翼 052(960 2Tn

重県 〒514‐8570 三重県津市広明町13 県土整備部建誇業室 059 24)2660

近畿

近畿地方整備局 〒540‐8586 大阪府大阪市中央区大手前1-5‐44大阪合同庁舎1号館 建政部建設産業課 06( 42) 141

福牡県 〒910‐8580 福井県福井市大手3丁目17番1号 土木部土木管理課 (21) 111

滋賀県 〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 土木交通部監理課 077(52の 121

京都府 〒602‐8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 建設交通部指導検査課 075(451)8111

大阪府 〒540‐8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 住宅まちづくり部建築振興課 U6(6941)。35【

兵庫県 〒650‐8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目m番1号 県土整備部県土企画局総務課建設案孫 078(340 7 =

奈良県 〒630‐850 1 奈良県奈良市登大路酌30 土木部技術管理課建設業指導室 0742(22)1 01

和歌山県 〒640一8585 和歌山県和歌山市小松原通1テー 県土整備部県土整備政策局技価調査課 0 3(432)4 =

中国

中国地方整備局 〒730‐0013 広島県広島市中区八丁堀2 ｢ 15 建直部計画･建設産案課 0 2(221)9231

鳥取県 〒680‐8570 鳥取県鳥取中東町1丁目220 県土整備部県土総務課 0 57(26)

島根県 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 土木部土木総務課建設産業対策室 0852(22)5 85

岡山県 〒700‐8570 岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号 土木部監理課 086(224)2 =

広島県 〒730‐8511 広島県広島市中区基町10‐52 土木局総務管理部建設産業課 082(228)2 =

山口県 〒753‐8501 山口県山口市滝町1番1号 土木建築部監理課 ,
083(922)3

四国

四国地方整備局 〒760‐8554 香川県高松市 サンポート3番33号 建政部計画･碑詮産業課 087(851)8061

徳島県 〒770‐8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 県土聖籠部建設費理課建設案振興指導室 088(620 25(沁

香川県 〒760‐8570 香川県高松市番町4-1‐10 土木部土木監理訴栄緘･建設業グループ 087( 3曾)=

弼樗県 〒790‐8570 愛媛県松山市一番町4丁目4‐2 土木部管理局土木管理課 089( 41)21 1

高知県 〒780‐8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 土木部建‐設営理課 088( 23)=

九州

九州地方韓備局 〒812‐0013 福岡県福岡市博多区博多駅東z丁目10番7号 福岡第二合同庁舎別館 建政部計画･建設産柔課 092(471)633t

福岡県 〒812‐8577 檀麗県福岡市博多区東公園7番7号 建築都市部建築指導課 092(651)= =

佐賀県 〒840‐8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 県土づくり本部建設･技術課 U9o2(24)1111
l虹貝
巴-‘済-曰
躬Kh川洲に 〒850‐8570 長崎県長崎市江戸町2‐13 土木部監理課 095(824)n 11

熊本県 〒862‐8570 熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号 土木部監理課 096(383)11

大分県 〒870‐850 1 大分県大分市大手町3丁目1番1号 土木建築部土木建築企画課 097(536)↑1

宮崎県 〒880‐850 1 宮崎県宮崎市橋満薦一丁目10番1号 県土整備部管理課 0985( 4)n

鹿児島県 〒890‐8577 鹿児島県鹿児島中鴨池新町10番1号 土木部監理課 099(2 )211

沖縄 舞滝総合事務局 〒900記n齢 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 開発建設部建設産業･地方整備課 098(8 )頂)31

沖縄県 〒900一8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 土木建築部土木企画課 098(8 )2384沖縄 一900一8570 沖縄県那覇市 p 1-2-2



通報先雫覧
雇用保険:都道府県労働局

(別紙2)

都道府県 郵便番号 所在地 部署 担当課 電話番号
に海道 〒060‐8566 L幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 総務部 労働保険徴収課 代)011‐709‐23日
青森 〒030‐8558 肯森市新町2ー4一25青森合同庁舎 総務部 労働保険徴収室 直)017‐734‐4145
岩手 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西運1丁目9番l5号 盛岡第2合同庁舎5階 総務部 労働保険徴収室 直)019‐604‐3003
宮城 〒983‐8585 山台市宮城野区鉄砲町f番地仙台第4合同庁舎 総務部 労働保険徴収課 直)022‐299‐8842
秋田 〒010‐0951 吹田市山王7丁目1番3号秋田合同庁舎第1庁舎 ′ 総務部 労働保険徴収室 直)018‐883-4267
山形 〒990‐8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ピル3階 総務部 労働保険徴収室 直)023‐624-8225
福島 〒960‐8021 裳島市議町協一46福島合同庁舎5階 総務部 労働保険徴収室 直)024‐536‐4607
茨城 〒310‐8511 K戸市官町1丁目8一31茨城労働総合庁舎 総務部 労働保険徴収室 直)029‐224‐6213

栃木 〒320-0845 宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎3階 総務部 労働保険徴収室 (直)028‐634‐9113

群馬 〒371‐8567 前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル9F 総務部 労働保険徴収室 (直)027‐210‐5001

奇玉 〒330‐6016 さいたま市中央区新都心刊番地2明治安田生命さいたま新都心ビルランド･アクシス･タワー15階 総務部 労働保険徴収課 (直)048‐600‐6203

千葉 〒260‐8612 千葉市中央区中央4丁目= 番1号千葉第2地方合同庁舎 総務部 労働保険徴収課 (直)043‐221‐4317

東京 〒102‐8307 千代田区九段南1｣ 2ー1九段第3合同庁舎12階 労働保険徴収部 適用･事務組合課(適用担当) (直)03‐3512‐1628
範用･事務組合課(事務組合担当) (直)03‐3512‐1629

神奈川 〒231‐0015 横浜市中区尾上町5一77一2 馬車道ウエストピル9階 総務部 チ働保談徴収課 (直)045‐650‐2802

新潟 〒950‐RG?5 新潟市中央区美咲町1‐2‐l新潟美咲合同庁舎2号館3階 総務部 労働保険徴収課 (直)025‐288‐3502

富山 〒930‐8509 富山市神道本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎 総務部 労働保険徴収室 (直)076‐432‐2714

石川 〒920‐0024 金沢市西念3丁目4番1号金沢駅西合同庁舎5階 総務部 労働保険徴収室 (直)076‐265‐4422

福井 〒910‐8559 富井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎14階 総務部 労働保険徴収室 (直)0776‐22‐0112

山梨 〒400‐8577 甲府市丸の内1丁目1番= 号 総務部 労働保険徴収室 (直)055･225‐2852

長野 〒380‐8572 長野市中御所1丁目22一1 総務部 労働保険徴収室 (直)026‐223-0552

岐阜県 〒500‐8723 岐阜市金竜町5丁目13番地岐阜合同庁舎3階 総務部 労働保険徴収室 (直)058一245‐8115

静岡県 〒420‐8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階 総務部 労働保険徴収課 (直)054‐254-63t6

愛知 〒460-償)OB 名古屋市中区栄2丁目3番1号名古屋広小路ビルヂング15階 総務部 労働保険適用･事務組合課 (ダ)052‐219‐5503, 5502

三重 〒514‐8524 津市島崎町327番2津第2地方合同庁舎3階 総務部 労働保険徴収室 (直)059‐226‐2100

滋賀 〒520攻め57 大津中御幸町6番6号 総務部 労働保険徴収室 (直)077‐522‐6520

京都 〒604‐0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹副451 総務部 労働保険徴収課 (直)075‐241‐3213

大阪 〒540‐0028 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNピル17階 ““、溝÷二,-不志狡芳一日-) 労働保畭適用･事務組合課 (直)06‐4790‐6340

兵庫 〒650‐0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー15階 総務部 労働保険徴収課 (直)078‐367‐0790

奈良 〒630‐8570 奈良市法灘町387奈良第R地方合同庁舎 総務部 労働保様徴収室 (直)0742‐32-0203

鳥取 〒680一8527 鳥取市富安2丁目89‐9 総務部 労働保険徴収室 (直)0857一29‐1702

島根 〒690‐0841 松江市向島町134番10松汀地方合同庁舎5階 総務部 労働保険徴収室 (直)0852‐20‐70 10 ~ 4

岡山 〒700‐8611 岡山市北区下石井l丁目4番1号 岡山第2合同庁舎 総務部 労働保険徴収室 (直)086‐225‐2012

広島 〒730‐8538 広島市中欧 r八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館 "▲、宙二三□i7不ろ窃カロア 労働保険徴収課 (直)082‐221‐9246

山口 〒753‐8510 山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館 ““.･マを育班′市もダお口l｣ 労働保険徴収室 (直)083‐995‐0366 ~ 8

徳島 〒770‐0851 徳島市徳島町城内6番地6徳島地方合同庁舎 総務部 労働保険徴収室 (直)088‐652‐9143

香川 〒760‐0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階 総務部 労働保険徴収室 (直)087-811‐8917

愛媛 〒790‐8538 松山市者阜町4番地3松山若草合同庁舎6階 総務部 労働保険徴収室 (直)089‐935‐5202

高知 〒780‐8548 高知市南金田1番39高知労働総合庁舎 総務部 労働保険徴収室 (直)088‐885‐6026

福岡 〒812‐0013 福岡市博多区博多駅東2丁目刊番1号 福岡合同庁舎新館5階 総務部 労働保険徴収課 (直)092‐434‐9831,9832

佐賀 〒840‐0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎 総務部 労働保険徴収室 (直)0952‐32-7168

長崎 〒850‐0033 長崎市万才町7- 1住友生命長崎ビル4階 総務部 労働保険徴収室 (直)09か801‐0025

熊本 〒860‐8514 熊本中西区春日2一10- 1熊本地方合同庁舎9階 総務都 労働保険徴収室 (直)096‐2114 702

大分 〒870‐0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアブラザビル3階 総務部 労働保険徴収室 (直)097‐536‐7095

宮崎 〒880‐0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号宮前合同庁舎2階 総務部 労働保険徴収室 (直)0985-38‐8822

鹿児島 〒892‐0816 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎 - 総務部 労働保険徴収室 (直)099‐223‐8276

沖縄 〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階 総務部 労働保険徴収室 (直)098‐868‐4038

道 ,県
、

。
･ 一

( 098‐868‐4038T 900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇 2 口同 ロ1



通報先一覧
, .

･ ･ ･ (別紙3)社会保険(健康･年金):機構ブロック本部(所在地一覧)

日本年金機構ブロック本部 通報先一覧

ブロック本部 担当部署 .郵便番号 所 在 地 電話番号 FA X番号 管 轄 区 域

｣『I･ 北海道ブロック本部 業務支援部
厚生年金支援グループ 003‐8576 札幌市白石区東札幌3条1ー1

コンベンションゲートウェイビル6階
0 11‐837‐1600 0 11‐837‐414 1 北海道

2 東北ブロック本部 適用･徴収支援部 ‐

厚生年金適用支援グループ 980‐0013 仙台市青葉区花京院1ー1一20 022‐716‐500 1 022‐263‐477 1 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

3 北関東･信越ブロック本部 適用･徴収支援部
厚生年金適用支援グループ

330‐9507 さいたま市浦和区北浦和5ー5ー1 048‐823‐3100 . 048‐823‐4300 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県

4 南関東ブロック本部 適用･徴収支援部
厚生年金適用支援グループ

169‐8012 新宿区大久保2一12一1 03‐5 155‐1700 03‐5155‐1749 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県

5 中部ブロック本部 適用･徴収支援部
厚生年金適用支援グループ

460‐8565
名古屋市中区錦3 - 20一2 7
御幸ビル8階

052‐229‐120 6 052‐20 1‐6613 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

6 近畿ブロック本部 適用･徴収支援部
厚生年金適用支援グループ 54 1‐0053

大阪市中央区本町3ー4ー8
東京建物本町ビル7階

06‐6268‐9333 06‐6267‐1781 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
和歌山県

7 中国ブロック本部 、
適用･徴収支援部
厚生年金適用支援グループ 730‐8654

広島市中区中島町3 - 2 5
ニッセイ平和公園ピル6階

082~545‐2970 082‐545‐2975 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

8 四国ブロック本部 業務支援部
厚生年金支援グループ 760‐0023

高松市寿町2ー1 - 1
高松第一生命ビルディング新館2階

087~8 1f‐1822 087‐8 11-2611 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

9 九州ブロック本部 適用･徴収支援部
厚生年金適用支援グループ

8 12‐8534
福岡市博多区博多駅前1ー5ー1
カーニープレイス博多2階

092‐415‐3600 0 92‐4 15‐3713 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県
鹿児島県 沖縄県


