
【行政近畿】

電 話 番 号 担 当 課 係 所　　在　　地

1 人　 事 　院 人事院近畿事務局 1 06-4796-2171 総務課総務係 大阪市福島区福島１－１－６０　大阪中之島合同庁舎

2 警　 察　 庁 近畿管区警察局 3 06-6944-1234（代表） 警務課人事係 大阪市中央区谷町２－１－１７　大阪第２法務合同庁舎

3 総 　務　 省 近畿管区行政評価局 5 06-6941-3431（代表） 総務課人事係 大阪市中央区大手前４－１－６７　大阪合同庁舎第２号館

4 近畿総合通信局 5(※1) 06-6942-8507 総務課職員係 大阪市中央区大手前１－５－４４　大阪合同庁舎第1号館

5 法   務   省 大阪地方検察庁 06-4796-2258 人事課人事第一係 大阪市福島区福島１－１－６０　大阪中之島合同庁舎

6 京都地方検察庁 075-441-9133 人事課人事第一係 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町８２

7 神戸地方検察庁 078-367-6010 人事課人事第一係 神戸市中央区橘通１－４－１

8 奈良地方検察庁 0742-27-6812 総務課人事係 奈良市登大路町１－１

9 大津地方検察庁 077-527-5160 総務課人事係 大津市京町３－１－１

10 和歌山地方検察庁 073-422-4163 総務課人事係 和歌山市二番丁３

（官庁訪問連絡先） （官庁訪問先）

06-6941-5754（直通） 大阪矯正管区職員課 大阪市中央区大手前４－１－６７

大阪合同庁舎第２号館別館７階

12 近畿地方更生保護委員会 2 06-6949-6260（直通） 総務課庶務係 大阪市中央区大手前４－１－７６　大阪合同庁舎第４号館

大阪法務局 06-6942-9406（直通） 職員課人事係 大阪市中央区谷町２－１－１７　大阪第２法務合同庁舎

京都地方法務局 075-231-0164（直通） 総務課人事係 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

神戸地方法務局 078-392-0463（直通） 総務課人事係 神戸市中央区波止場町1-1

奈良地方法務局 0742-23-5535（直通） 総務課人事係 奈良市高畑町552

大津地方法務局 077-522-4706（直通） 総務課人事係 大津市京町3-1-1

和歌山地方法務局 073-422-5132（直通） 総務課人事係 和歌山市二番丁3

14 出入国在留管理庁 大阪出入国在留管理局 44 06-4703-2100 総務課人事係 大阪市住之江区南港北１－２９－５３

15 公安調査庁 近畿公安調査局 2 06-6943-7771 総務部人事担当 大阪市中央区谷町２－１－１７  大阪第２法務合同庁舎

16 財 　務　 省 神戸税関 22(※2) 078-333-3013（直通） 人事課人事第１係 神戸市中央区新港町１２－１

17 大阪税関 54(※3) 06-6573-8809（直通） 人事課人事第１係 大阪市港区築港４－１０－３　大阪港湾合同庁舎

18 厚生労働省 近畿厚生局 9 06-6942-2241(代表） 総務課庶務係 大阪市中央区大手前４－１－７６　大阪合同庁舎第４号館

19 近畿厚生局麻薬取締部 5 06-6949-6336（直通） 調査総務課 大阪市中央区大手前４－１－７６　大阪合同庁舎第４号館

20 滋賀労働局 077-522-6647（直通） 総務課人事係 大津市打出浜１４－１５　滋賀労働総合庁舎４階

21 京都労働局 075-241-3211（直通） 総務課人事係 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１

22 大阪労働局 06-6949-6662（直通） 総務課人事第２係 大阪市中央区大手前４－１－６７  大阪合同庁舎第２号館

23 兵庫労働局 078-367-9171（直通） 総務課人事第２係 神戸市中央区東川崎町１－１－３　神戸クリスタルタワー１４階

24 奈良労働局 0742-32-0201（直通） 総務課人事係 奈良市法蓮町３８７　奈良第３地方合同庁舎

25 和歌山労働局 073-488-1100（直通） 総務課人事係 和歌山市黒田２－３－３

26 大阪検疫所 （官庁訪問連絡先） （官庁訪問先）

27 神戸検疫所 大阪検疫所総務課庶務係 大阪市港区築港４－１０－３　大阪港湾合同庁舎

28 関西空港検疫所

29 農林水産省 近畿農政局 10 075-414-9032（直通） 総務課人事第１係 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

30 神戸植物防疫所 1 078-331-2806 庶務課人事係 神戸市中央区波止場町１－１　神戸第２地方合同庁舎

31 林 　野　 庁 近畿中国森林管理局 3(※4) 06-6881-3421（代表） 総務課人事係 大阪市北区天満橋１－８－７５

32 経済産業省 近畿経済産業局 06-6966-6060（直通） 総務課人事係 大阪市中央区大手前１－５－４４　大阪合同庁舎第１号館

33 中部近畿産業保安監督部近畿支部 06-6966-6061（直通） 管理課 大阪市中央区大手前１－５－４４　大阪合同庁舎第１号館

国土交通省 06-6942-1831（直通） 人事課任用係 大阪市中央区大手前１－５－４４

06-6942-1833（直通） 大阪合同庁舎第１号館

06-6942-1141（代表）

35 近畿運輸局 8 06-6949-6405（直通） 人事課人事第一係 大阪市中央区大手前４－１－７６　大阪合同庁舎第４号館

36 神戸運輸監理部 3 078-321-3142 人事課人事係 神戸市中央区波止場町１－１　神戸第２地方合同庁舎

37 大阪航空局 12 06-6949-6204（直通） 人事課人事第一係 大阪市中央区大手前４－１－７６　大阪合同庁舎第４号館

38 気　 象　 庁 大阪管区気象台 2 06-6949-6276 総務課人事係 大阪市中央区大手前４－１－７６　大阪合同庁舎第４号館

防   衛   省 地方防衛局 06-6945-4952 近畿中部防衛局 （官庁訪問先）

（近畿地区所在官署） 総務課人事係 大阪市中央区大手前４－１－６７

陸上自衛隊 072-782-0001 （内線2621） 陸上自衛隊中部方面総監部 大阪合同庁舎第２号館

（近畿地区所在官署） 人事課職員人事管理室

海上自衛隊 0773-62-2250 （内線2494） 海上自衛隊舞鶴地方総監部

（近畿地区所在官署） 人事課職員人事管理室

42 独立行政法人 造幣局 5 06-6351-5158 総務部人事課 大阪市北区天満１－１－７９

43 製品評価技術基盤機構 5（※7） 06-6612-2065 企画管理部（大阪） 大阪市住之江区南港北１－２２－１６

※1　近畿総合通信局は、行政区分及び技術系区分からの採用予定数を示します。

※2　神戸税関は、近畿、中国、四国の行政区分及び技術系区分からの採用予定数を示します。

※3　大阪税関は、近畿、東海北陸の行政区分及び技術系区分からの採用予定数を示します。

※4　近畿中国森林管理局は、近畿、中国からの採用予定数を示します。

※5　近畿経済産業局及び中部近畿産業保安監督部近畿支部は、行政区分及び技術系区分からの採用予定数を示します。

※6　近畿地方整備局は、近畿、東海北陸からの採用予定数を示します。

※7　製品評価技術基盤機構は、全国の行政区分及び技術系区分からの採用予定数を示します。　

（注） 本表は、令和２年１０月６日現在の状況であり、今後採用予定官庁及び採用予定数が変更になることがあります。

電話：06-4796-2191（第二課任用係）
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11 大阪矯正管区又は管内刑事施設 5
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