
電話 FAX

独031
国⽴研究開発法⼈
国⽴精神・神経医療研究センター 総務部 総務課 042-341-2711 042-344-6745

独032 国⽴研究開発法⼈⻑寿医療研究センター 総務課 0562-46-2311 0562-48-2373

独029
国⽴研究開発法⼈
国⽴成育医療研究センター 総務部総務係⻑ 03-3416-0181 03-3416-2222

独030 独⽴⾏政法⼈国⽴⻘少年教育振興機構 総務企画課総務係 03-6407-7622 03-6407-7629

独027
国⽴研究開発法⼈
国⽴循環器病研究センター 総務課広報係 06-6833-5012 06-6833-9865

独028 独⽴⾏政法⼈国⽴⼥性教育会館 総務課 0493-62-6714 0493-62-6722

独025 独⽴⾏政法⼈国⽴⾼等専⾨学校機構 事務局総務課 042-662-3120 042-662-3131

独026
国⽴研究開発法⼈
国⽴国際医療研究センター 総務課⽂書管理係 03-3202-7181 03-3207-1038

独023 国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所 総務部総務課 029-850-2025 -

独024 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター 総務部総務課 03-3542-2511 03-3545-3567

独021 独⽴⾏政法⼈国⺠⽣活センター 広報部広報課情報公開窓⼝ 03-3443-6555 03-3443-8624

独022 独⽴⾏政法⼈国⽴印刷局 総務部総務課法務係 03-3587-4203 03-3587-4470

独019 独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 総務部総合調整課 03-5226-6660〜
6663 03-5226-6393

独020 独⽴⾏政法⼈国際交流基⾦ 総務部総務課情報公開室 03-5369-6051 03-5501-6031

独017
独⽴⾏政法⼈
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 043-213-6556

独018 独⽴⾏政法⼈国際観光振興機構 経営管理部総務・広報グループ 03-6691-4850 03-6691-8787

独015
独⽴⾏政法⼈
⼯業所有権情報・研修館

総務部内
情報公開・個⼈情報保護閲覧室 03-3501-5765 03-3580-6956

独016 独⽴⾏政法⼈航空⼤学校 事務局　総務課 0985-51-1211 0985-51-1229

独013 独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 総務グループ
情報公開・個⼈情報保護担当 03-3501-1363 03-3501-8577

独014 国⽴研究開発法⼈　建築研究所 総務部総務課 029-879-0634 029-078-0627

独011 独⽴⾏政法⼈勤労者退職⾦共済機構 総務部総務課 03-6907-1234 -

独012 独⽴⾏政法⼈空港周辺整備機構 総務課 092-472-4591 092-472-4598

独009 独⽴⾏政法⼈環境再⽣保全機構 総務部企画課 044-520-9517 044-520-2131

独010 独⽴⾏政法⼈教職員⽀援機構 総務企画課 029-879-6611 029-879-6616

独007 国⽴研究開発法⼈科学技術振興機構 総務部総務課 03-5214-8453 03-5214-8400

独008 独⽴⾏政法⼈家畜改良センター 総務部総務課 0248-25-2231 0248-25-3990

独005 独⽴⾏政法⼈海技教育機構 総務部総務課 045-211-7303 045-212-0006

独006 国⽴研究開発法⼈海洋研究開発機構 総務部総務課 046-866-3811 046-867-9025

独003
独⽴⾏政法⼈
医薬品医療機器総合機構 企画調整部企画課 03-3506-9600 03-3506-9461

独004
国⽴研究開発法⼈
宇宙航空研究開発機構 総務部総務課 03-5289-3639 03-5209-3205

0997-52-4514

独002
国⽴研究開発法⼈
医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部総務課 072-641-9811 072-641-9812

独⽴⾏政法⼈等⾮識別加⼯情報に関する問合せ先⼀覧
機関名 担当課室名等 問い合わせ先

独
⽴
⾏
政
法
⼈

独001 独⽴⾏政法⼈奄美群島振興開発基⾦ 総務企画課 0997-52-4511
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電話 FAX機関名 担当課室名等 問い合わせ先

独063 独⽴⾏政法⼈農業者年⾦基⾦ 業務部情報管理課 03-3502-3942 03-3592-2660

独061 独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター 総務部総務課 03-5410-9124 03-5410-9146

独062 独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構 総務部総務課法務・情報公開班 03-3582-5311 03-3587-0219

独059
国⽴研究開発法⼈
⽇本原⼦⼒研究開発機構 総務部⽂書課 029-282-1133

（内線 40652） 029-282-7150

独060
独⽴⾏政法⼈
⽇本⾼速道路保有・債務返済機構 総務課 045-228-5961 045-228-5969

独057 独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構 情報公開室 03-6743-6118 03-6743-6662

独058 独⽴⾏政法⼈⽇本芸術⽂化振興会 総務企画部総務課 03-3265-6030 03-3265-7402

寒地⼟⽊研究所管理部管理課 011-841-1624 011-832-5662

独056 独⽴⾏政法⼈⽇本学術振興会 個⼈情報保護室 03-3263-1803 03-3237-8483

独054 独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構 本社情報公開・個⼈情報保護室 045-650-0120 045-650-0889

独055 国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所
総務部総務課 029-879-6700 029-879-6741

独052
独⽴⾏政法⼈
鉄道建設・運輸施設整備⽀援機構 総務部広報課 045-222-9101 045-222-9089

独053 独⽴⾏政法⼈統計センター 経営審議室 03-5273-1211 03-5273-1100

独050 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 広報⽂書課 03-3445-0846 03-5791-8258

独051 独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構 総務部総務課 03-5470-1500 03-5470-1548

独048 独⽴⾏政法⼈⼤学⼊試センター 総務課 03-5478-1213 03-5478-1290

独049
独⽴⾏政法⼈
⼤学改⾰⽀援・学位授与機構 管理部総務企画課 042-307-1512 042-307-1552

独046
独⽴⾏政法⼈
⽯油天然ガス・⾦属鉱物資源機構 総務部広報課 03-6758-8106 03-6758-8008

独047 独⽴⾏政法⼈造幣局 総務部総務課 06-6351-2628 06-6351-6529

独044 国⽴研究開発法⼈⽔産研究・教育機構 庶務課 045-227-2627 045-227-2700

独045 独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 企画管理部総務課
情報公開・個⼈情報保護相談室 03-3481-1928 03-3481-1920

独043

国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
森林整備センター 森林管理部企画管理課 044-543-2501 044-533-7277

国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構
森林保険センター 保険総務部保険企画課 044-382-3500 044-382-3514

独041 国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構 個⼈情報保護窓⼝ 043-327-6117 -

独042
国⽴研究開発法⼈
新エネルギー・産業技術総合開発機構 総務部総務課 044-520-5100 044-520-5103

独039 独⽴⾏政法⼈酒類総合研究所 総務課 082-420-0800 082-420-0802

独040 独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構 総務部個⼈情報保護室 03-5978-7501 03-5978-7510

独037 独⽴⾏政法⼈⾃動⾞事故対策機構 総務部総務グループ 03-5608-7560 03-5608-8610

独038 独⽴⾏政法⼈住宅⾦融⽀援機構 コンプライアンス・法務部
コンプライアンス推進グループ 03-5800-8015 03-5800-8237

独035 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 総務本部業務推進⽀援部
情報公開・個⼈情報保護推進室 029-861-2177 029-861-2179

独036 独⽴⾏政法⼈⾃動⾞技術総合機構 総務部総務課 03-5363-3441 03-5363-3347

独033 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 総務部広報⽂書課 03-5712-5062 03-5712-5081

独034 独⽴⾏政法⼈国⽴⽂化財機構 総務企画課 03-3822-1577 03-3822-1113
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電話 FAX機関名 担当課室名等 問い合わせ先

⼤020 国⽴⼤学法⼈埼⽟⼤学 総務部総務課 048-858-3005 048-858-9057

⼤018 国⽴⼤学法⼈宇都宮⼤学 総務部総務課 028-649-5011 028-649-5027

⼤019 国⽴⼤学法⼈群⾺⼤学 総務部総務課法規・調査係 027-220-7009 027-220-7012

⼤016 国⽴⼤学法⼈筑波⼤学 総務部総務課法規係 029-853-2033 029-853-6019

⼤017 国⽴⼤学法⼈筑波技術⼤学 総務課総務係 029-858-9306 029-858-9312

⼤014 国⽴⼤学法⼈福島⼤学 総務課 024-548-8006 024-548-3180

⼤015 国⽴⼤学法⼈茨城⼤学 広報室 029-228-8008 029-228-8019

⼤012 国⽴⼤学法⼈秋⽥⼤学 総務企画課⽂書法規担当 018-889-3030 018-889-2219

⼤013 国⽴⼤学法⼈⼭形⼤学 総務部総務課法規担当 023-628-4009 023-628-4013

⼤010 国⽴⼤学法⼈東北⼤学 総務企画部法務課⽂書審査係 022-217-5122 022-217-6014

⼤011 国⽴⼤学法⼈宮城教育⼤学 情報公開室 022-214-3306 022-214-3400

⼤008 国⽴⼤学法⼈弘前⼤学 総務部企画課企画評価グループ 0172-39-3011 0172-37-6594

⼤009 国⽴⼤学法⼈岩⼿⼤学 総務広報課 019-621-6008 019-621-6014

⼤006 国⽴⼤学法⼈旭川医科⼤学 総務部総務課⽂書法規係 0166-68-2118 0166-66-0025

⼤007 国⽴⼤学法⼈北⾒⼯業⼤学 総務課 0157-26-9116 0157-26-9174

⼤004 国⽴⼤学法⼈⼩樽商科⼤学 総務課 0134-27-5207 0134-27-5213

⼤005 国⽴⼤学法⼈帯広畜産⼤学 総務課 0155-49-5216 0155-49-5229

011-778-0631

⼤003 国⽴⼤学法⼈室蘭⼯業⼤学 総務広報課広報地域連携係 0143-46-5016 0143-46-5032

国
⽴
⼤
学
法
⼈
・
⼤
学
共
同
利
⽤
法
⼈

⼤001 国⽴⼤学法⼈北海道⼤学 総務企画部情報企画課 011-716-2111 011-706-2936

⼤002 国⽴⼤学法⼈北海道教育⼤学 総務部総務課 011-778-0208

独075 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 総務部総務課 044-431-8600 044-411-5506

独076 独⽴⾏政法⼈労働政策研究・研修機構 内部統制推進室 03-5991-5131 03-5903-6113

独073
独⽴⾏政法⼈
郵便貯⾦・簡易⽣命保険管理機構 総務部総務課情報公開窓⼝ 03-5472-7101 03-5472-7169

独074 国⽴研究開発法⼈理化学研究所 総務部総務課 048-467-9769 048-462-1554

独071 独⽴⾏政法⼈北⽅領⼟問題対策協会 総務課 03-3843-3630 03-3843-3631

独072 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 総務部総務課 048-600-6511 048-600-6510

独069 国⽴研究開発法⼈防災科学技術研究所 総務部総務課 029-863-7870
029-863-7713 029-851-3246

独070
国⽴研究開発法⼈
量⼦科学技術研究開発機構 総務部総務課 043-382-8036 043-382-4753

独067 独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 総務部総務課 03-3438-0211 03-3438-9949

独068 国⽴研究開発法⼈物質・材料研究機構 総務部⾨総務室 029-859-2000 029-859-2029

独065 独⽴⾏政法⼈農畜産業振興機構 総務部総務課 03-3583-8489 03-3582-3397

独066 独⽴⾏政法⼈農林漁業信⽤基⾦ 企画調整室　システム管理課 03-3294-5665 03-3294-3140

独064
国⽴研究開発法⼈
農業・⾷品産業技術総合研究機構

本部
情報統括監付情報セキュリティ管理課 029-838-8739 029-838-7282
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電話 FAX機関名 担当課室名等 問い合わせ先

⼤052 国⽴⼤学法⼈京都⼤学 総務部法務室 075-753-2073 075-753-5550

⼤053 国⽴⼤学法⼈京都教育⼤学 総務・企画課総務グループ 075-644-8106 075-644-8113

⼤050 国⽴⼤学法⼈滋賀⼤学 総務課 0749-27-7528 0749-27-1129

⼤051 国⽴⼤学法⼈滋賀医科⼤学 総務課⽂書法規係 077-548-2010 077-543-8659

⼤048 国⽴⼤学法⼈豊橋技術科学⼤学 総務課総務係（情報公開室） 0532-44-6504 0532-44-6509

⼤049 国⽴⼤学法⼈三重⼤学 企画総務部総務チーム 059-231-9008 059-231-9000

⼤046 国⽴⼤学法⼈愛知教育⼤学 愛知教育⼤学総務課危機管理担当 0566-26-2518 0566-26-2110

⼤047 国⽴⼤学法⼈名古屋⼯業⼤学 総務課 052-735-5006 052-735-5009

⼤044 国⽴⼤学法⼈浜松医科⼤学 総務課⽂書法規係 053-435-2114 053-435-2112

⼤045 国⽴⼤学法⼈名古屋⼤学 情報公開・個⼈情報保護窓⼝ 052-789-2017 052-789-2019

⼤042 国⽴⼤学法⼈岐⾩⼤学 総合企画部総務課 058-293-3297 058-293-2021

⼤043 国⽴⼤学法⼈静岡⼤学 総務部広報室 054-238-5179 054-237-0089

⼤040 国⽴⼤学法⼈⼭梨⼤学 総務部総務課広報企画室 055-220-8006 055-220-8799

⼤041 国⽴⼤学法⼈信州⼤学 総務部総務課 0263-37-2123 0263-36-6769

⼤038 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学 総務部総務課 076-264-5014 076-234-4010

⼤039 国⽴⼤学法⼈福井⼤学 総務部総務課 0776-27-8936 0776-27-8518

⼤036 国⽴⼤学法⼈上越教育⼤学 総務課 025-521-3216 025-521-3220

⼤037 国⽴⼤学法⼈富⼭⼤学 総務部総務課 076-445-6011 076-445-6014

⼤034 国⽴⼤学法⼈新潟⼤学 学術情報部情報企画課 025-262-7402 025-262-6232

⼤035 国⽴⼤学法⼈⻑岡技術科学⼤学 総務部情報開⽰室 0258-47-9204 0258-47-9000

⼤032 国⽴⼤学法⼈⼀橋⼤学 総務部総務課 042-580-8013 042-580-8889

⼤033 国⽴⼤学法⼈横浜国⽴⼤学 横浜国⽴⼤学
総務部総務課法規⽂書係 045-339-3015 045-339-3019

⼤030 国⽴⼤学法⼈お茶の⽔⼥⼦⼤学 情報公開室(企画戦略課（広報担当）) 03-5978-5105 03-5978-5545

⼤031 国⽴⼤学法⼈電気通信⼤学 総務課 042-443-5862 042-443-5887

⼤028 国⽴⼤学法⼈東京⼯業⼤学 総務部総務課 03-5734-2033 03-5734-3649

⼤029 国⽴⼤学法⼈東京海洋⼤学 総務部総務課広報係 03-5463-0355 03-5463-0359

⼤026 国⽴⼤学法⼈東京農⼯⼤学 総務部総務課 042-367-5505 042-367-5553

⼤027 国⽴⼤学法⼈東京芸術⼤学 総務課総務・広報係 050-5525-2026 03-5685-7760

⼤024 国⽴⼤学法⼈東京外国語⼤学 総務企画課 042-330-5151 042-330-5140

⼤025 国⽴⼤学法⼈東京学芸⼤学 広報企画課 042-329-7116 042-329-7878

⼤022 国⽴⼤学法⼈東京⼤学 総務課情報公開室 03-5841-2047 03-5841-2049

⼤023 国⽴⼤学法⼈東京医科⻭科⼤学 情報公開室 03-5803-4530 03-5803-0273

⼤021 国⽴⼤学法⼈千葉⼤学 企画総務部総務課 043-290-2089 043-290-2011

4



電話 FAX機関名 担当課室名等 問い合わせ先

⼤086
国⽴⼤学法⼈
奈良先端科学技術⼤学院⼤学

企画・教育部企画総務課
評価・調査統計係 0743-72-5007 0743-72-5011

⼤084 国⽴⼤学法⼈総合研究⼤学院⼤学 アーカイブ室 046-858-1548 046-858-1542

⼤085
国⽴⼤学法⼈
北陸先端科学技術⼤学院⼤学 総務部総務課 0761-51-1042 0761-51-1088

⼤082 国⽴⼤学法⼈琉球⼤学 総務部総務課法規⽂書係 098-895-8668 098-895-8013

⼤083 国⽴⼤学法⼈政策研究⼤学院⼤学 組織マネジメント課 03-6439-6018 03-6439-6030

⼤080 国⽴⼤学法⼈　⿅児島⼤学 総務部総務課
法務・コンプライアンス係 099-285-7084 099-285-7034

⼤081 国⽴⼤学法⼈⿅屋体育⼤学 総務課 0994-46-4818 0994-46-2831

⼤078 国⽴⼤学法⼈⼤分⼤学 総務部総務課 097－554-7789 097－554-7413

⼤079 国⽴⼤学法⼈宮崎⼤学 企画総務部総務課 0985-58-7115 0985-58-2886

⼤076 国⽴⼤学法⼈　⻑崎⼤学 総務部総務企画課総務班 095-819-2016 095-819-2024

⼤077 国⽴⼤学法⼈熊本⼤学 運営基盤管理部総務課（法規担当） 096-342-3123 096-342-3110

⼤074 国⽴⼤学法⼈九州⼯業⼤学 総務課企画総務係 093-884-3006 093-884-3015

⼤075 国⽴⼤学法⼈佐賀⼤学 総務部総務課 0952-28-8153 0952-28-8921

⼤072 国⽴⼤学法⼈福岡教育⼤学 経営政策課 0940-35-1852 0940-35-1259

⼤073 国⽴⼤学法⼈九州⼤学 総務部総務課 092-802-2126 092-802-2139

⼤070 国⽴⼤学法⼈愛媛⼤学 情報公開・個⼈情報保護室 089-927-9011 089-927-9025

⼤071 国⽴⼤学法⼈⾼知⼤学 総務部総務課 088-844-8116 088-844-8738

⼤068 国⽴⼤学法⼈鳴⾨教育⼤学 総務課法規係 088-687-6266 088-687-6040

⼤069 国⽴⼤学法⼈⾹川⼤学 経営管理室総務グループ 087-832-1022 087-832-1053

⼤066 国⽴⼤学法⼈⼭⼝⼤学 総務部総務課 083-933-5009 083-933-5013

⼤067 国⽴⼤学法⼈徳島⼤学 情報公開室 088-656-9770 088-656-7012

⼤064 国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学 総務･企画部総務課 086-251-7017 086-251-7294

⼤065 国⽴⼤学法⼈広島⼤学 財務・総務室財務・総務部総務グループ 082-424-5014 082-424-6020

⼤062 国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学 総務企画部総務課広報企画室 0857-31-5006 0857-31-5018

⼤063 国⽴⼤学法⼈島根⼤学 企画広報情報課 0852-32-6603 0852-32-6630

⼤060 国⽴⼤学法⼈奈良⼥⼦⼤学 総務・企画課総務係 0742-20-3204 0742-20-3205

⼤061 国⽴⼤学法⼈和歌⼭⼤学 広報室 073-457-7010 073-457-7024

⼤058 国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学 企画部企画課企画法規グループ 078-803-5014 078-803-5024

⼤059 国⽴⼤学法⼈奈良教育⼤学 企画連携課 0742-27-9570 0742-27-9141

⼤056 国⽴⼤学法⼈⼤阪教育⼤学 総務部総務課総務係 072-978-3213 072-978-3225

⼤057 国⽴⼤学法⼈兵庫教育⼤学 総務部総務課総務チーム 0795-44-2333 0795-44-2009

⼤054 国⽴⼤学法⼈京都⼯芸繊維⼤学 総務課法規係 075-724-7025 075-724-7010

⼤055 国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学 総務部総務課⽂書管理室 072-730-5144 072-730-5114
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電話 FAX機関名 担当課室名等 問い合わせ先

※上記の問合わせ先は平成29年５⽉30⽇時点のものであり、今後変更される可能性があります。

認003 ⽇本銀⾏ 総務⼈事局総務課
組織管理・コンプライアンスグループ 03-3279-1111 03-5255-6757

司010 ⽇本司法⽀援センター 本部総務部総務課 0503383-5333 03-5334-7090

認001 原⼦⼒損害賠償・廃炉等⽀援機構 総務グループ 03-5575-3810 03-5575-3815

認002 預⾦保険機構 総務部広報・情報管理室 03-3212-6030 03-3212-6085

特005 ⽇本中央競⾺会 情報公開室 03-5785-7930 -

特006 放送⼤学学園 総務部総務課 043-298-4206 043-298-4376

特003 株式会社⽇本政策⾦融公庫 総務部法務課 03-3270-0639 03-3270-1645

特004 ⽇本私⽴学校振興・共済事業団 総務部総務課 03-3230-1321 -

098-982-3364

特002 沖縄振興開発⾦融公庫 総務部総務課 03-3581-3241 03-5511-8233

共004
⼤学共同利⽤機関法⼈
情報・システム研究機構 事務局総務課総務係 03-6402-6200 03-3431-3070

特
殊
法
⼈
・
認
可
法
⼈
等

特001 学校法⼈沖縄科学技術⼤学院⼤学学園 法令セクション 098-966-8589

共002
⼤学共同利⽤機関法⼈
⾃然科学研究機構 事務局総務課 03-5425-2033 03-5425-2049

共003
⼤学共同利⽤機関法⼈
⾼エネルギー加速器研究機構 総務部総務課 029-879-6282 029-864-5560

共001
⼤学共同利⽤機関法⼈
⼈間⽂化研究機構 本部事務局総務課 03-6402-9212、

9213 03-6402-9240
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