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1.本書は、国の行政機関の本省（庁）及びその外

局の庁舎をもとに、各階部署一覧表と、それに

対応するフロア図（部屋割図）、各課直通電話

番号・FAX番号から構成されます。

2.各階部署一覧表においては、原則として左側

に「局・部」を、右側に「課・室」を表記しました。

3.フロア図はデザインを簡略化し、「局」は、原則

として図の外側に表記し、太線で範囲を示し、

「部」については、独自の判断で図の内側また

は外側に表記しました。また、エレベーターは

EV、洗面所はWCと表記しました。

4.掲載内容については平成28年4月1日の時

点で当社が独自に調査し、その後、組織改編が

行われたものについては、編集の過程で修正

を加え、できるだけ新しいものにしました。

5.諸般の事情により、一部に未掲載の本庁舎、部

署及び部屋があります。
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地下鉄：国会議事堂前駅 ３番出口

〒１００-８９１４
千代田区永田町１-６-１
合同庁舎８号館

8

内
閣
府

階
別 局（部）名 課（室）名

６ 内閣情報調査室

５ 内閣官房副長官補室、内閣総務官室、内閣
審議官室、参事官室

４ 内閣広報官室、内閣広報室
大臣官房 政府広報室、政府広報室長室、拉致被害者等

支援担当室、拉致問題対策本部事務局
賞勲局 局長室、総務課、総務課長室、事務室、会議室

３ 大臣室
大臣官房 拉致問題対策本部事務局、知的財産戦略推

進事務局、TPP政府対策本部、首席交渉官
室、国内調整総括官室、農林水産業輸出力
強化等推進室、東京オリンピック競技大
会・東京パラリンピック競技大会推進本部
事務局

特別会議室

２ 副大臣・大臣政務官室
大臣官房 社会保障改革担当室、領土･主権対策企画

調整室、日本経済再生総合事務局、一億総
活躍推進室、原子力防災事務局

政策統括官
（原子力防災担当）

会議室

１ 内閣官房副長官補室
大臣官房 会計課、会計課長室、厚生管理官室

第一入札室、第二入札室、面談室、守衛室

地下鉄：国会議事堂前駅 ３番出口
〒１００-８９１４
千代田区永田町１-６-１

地下鉄：霞ヶ関駅　Ａ１３番出口

〒１００-８９７０
千代田区霞が関３-１-１
合同庁舎４号館（分館）
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9

内
閣
府

合
同
庁
舎
８
号
館

階
別 局（部）名 課（室）名

１４ 政策統括官
（経済社会システム担当） 民間資金等活用事業推進室（PFI推進室）
（沖縄政策担当） 政策統括官（沖縄政策担当）

沖縄振興局
経済社会総合研究所 情報研究交流部、景気統計部、経済研修所

宇宙開発戦略推進事務局、会議室（１４２２）

１３ 政策統括官
（経済財政分析担当）
経済社会総合研究所 総務部、研究官室、国民経済計算部

子ども・子育て本部（分室）

１２ 政策統括官
（経済社会システム担当） 規制改革推進室
（経済財政運営担当）

１１ 国務大臣・副大臣・大臣政務官室

１０ 国務大臣・副大臣・大臣政務官室

９ 事務次官室、内閣府審議官室
大臣官房 大臣官房長室、総括審議官、審議官室、総

務課、人事課、政策評価広報課
政策統括官 大臣官房審議官室

（経済財政運営担当）

北方対策本部、会議室

８ 大臣官房 企画調整課
政策統括官 会議室

（共生社会政策担当）

子ども・子育て本部、特別大会議室、特別
中会議室、府議室

７ 大臣官房 公文書管理課、企画調整課情報システム室、
まち・ひと・しごと創生本部事務局

男女共同参画局 総務課、調査課、推進課

６ 政策統括官
（科学技術･イノベーション担当）

原子力委員会、総合科学技術・イノベーシ
ョン会議、会議室（６２３）

合同庁舎８号館
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10

内
閣
府

合
同
庁
舎
４
号
館

階
別 局（部）名 課（室）名

５ 内閣人事局、共用会議室（A〜E）

４ 政策統括官 政策統括官
（防災担当）

内閣官房新型インフルエンザ等対策室、内
閣官房国土強靭化推進室、内閣府図書館、
防災会議室、会議室（４０８〜４１０、４１６、
４２６〜４２９）

３ 政策統括官 防災オペレーション室、防災当直室
（防災担当）

災害対策本部会議室、教養室、休養室

２ 情報公開窓口、個人情報保護窓口、文書室、
内閣府診療室、書店、コンビニエンススト
ア、食堂・喫茶

１ 防災センター、報道室（大臣官房政策評価
広報課）、記者室、記者会見室、講堂、エ
ントランスホール

階
別 局（部）名 課（室）名

合同庁舎４号館

８ 大臣官房 遺棄化学兵器処理担当室、会計課分室
消費者委員会 委員長室、消費者委員会委員、事務局長室、

事務局、審議官室、会議室
国際平和協力本部 事務局長、事務局次長、事務局

地方分権改革推進室、地方分権改革推進室会
議室
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11

内
閣
府内閣府　1階 外務省 側

空調室 空調室

EV EV EV EV

厚生管理官室

会　計　課

内閣官房
副長官補室

第二入札室

第一入札室

守衛室

面談室

玄関ホール

WCWC

大
臣
官
房

大
臣
官
房

会計
課長室

喫煙室

会計課

休憩所

合同庁舎8号館へ
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内閣府　2階

EV EV EV EV

空調室

WCWC

空調室

外務省 側

大
臣
官
房

日本経済再生
総合事務局

12

内
閣
府

一億総活躍
推進室

社会保障改革担当室

領土･主権対策
企画調整室

副大臣･大臣
政務官室

政策統括官
（原子力防災担当）

原子力防災事務局
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13

内
閣
府内閣府　3階

EV EV EV EV

空調室

WCWC

空調室

次長室

事務局長室

外務省 側

拉致問題
対策本部事務局
事務局長室

首席交渉官室

国内調整
総括官室

大臣室

大臣室

特別会議室

TPP政府対策本部
農林水産業輸出力強化等推進室

知的財産戦略推進事務局

東京オリンピック
競技大会・

東京パラリンピック
競技大会推進本部

事務局
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局　課 直通電話 FAX番号

内閣総理大臣

内閣官房長官

内閣府特命担当大臣

沖縄及び北方対策、
クールジャパン戦略、
知的財産戦略、科学
技術政策、宇宙政策

原子力損害賠償・
廃炉等支援機構

消費者及び食品
安全、規制改革、
防災

少子化対策、男女
共同参画

金融

地方創生

内閣官房副長官

内閣官房副長官

内閣官房副長官

副大臣

副大臣

副大臣

大臣政務官

大臣政務官

大臣政務官

事務次官

内閣府審議官

03-3581-0101

03-3581-0101

03-6257-1220

03-3501-1601

03-6257-1232

03-6257-1250

03-3506-6305

03-6257-1240

03-3592-1515

03-5532-8615

03-3581-1061

03-6257-1222

03-6257-1202

03-6257-1252

03-6257-1236

03-6257-1246

03-6257-1205

03-6257-1260

03-6257-1254

03-3581-3883

03-3581-3883

03-3581-9702

03-3501-6589

03-3593-3400

03-3581-0538

03-3506-6306

03-3581-0997

03-3581-6833

03-3581-7877

03-3581-0600

03-3581-3218

03-5510-0114

03-3581-9403

03-3581-1174

03-3581-9790

03-5510-0114

03-3581-4826

03-3581-9718

内　閣　府
〒100-8914 千代田区永田町1-6-1
〒100-8914 千代田区永田町1-6-1

中央合同庁舎8号館
〒100-8970 千代田区霞が関3-1-1

中央合同庁舎4号館（分館）
（代表）03-5253-2111

内
閣
府

222
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内閣府審議官

大臣官房
官房長

官房政策評価審議官

官房少子化・青少年
対策審議官

官房審議官（官房）

総務課

人事課

会計課

企画調整課

政策評価広報課

公文書管理課

政府広報室

厚生管理官

政策統括官
政策統括官（経済
財政運営担当）

官房審議官（経済
財政運営担当）

官房審議官（経済
財政運営担当）

官房審議官（経済
財政運営担当）

参事官（総括担当）

参事官（経済対
策・金融担当）

参事官（企画担当）

参事官（経済見
通し担当）

参事官（産業・
雇用担当）

参事官（予算編
成基本方針担当）

参事官（国際経
済担当）

03-6257-1256

03-6257-1261

03-6257-1294

03-6257-1424

03-3580-2260

03-6257-1265

03-6257-1282

03-3581-2740

03-6257-1390

03-6257-1295

03-6257-1376

03-3581-0409

03-3581-2825

03-6257-1519

03-6257-1520

03-6257-1521

03-6257-1555

03-6257-1524

03-6257-1530

03-6257-1532

03-6257-1534

03-6257-1542

03-6257-1535

03-6257-1613

03-3581-9790

03-3581-4826

03-5510-0114

03-3581-0996

03-3581-9830

03-3593-1784

03-3581-0210

03-3581-2267

03-3581-4839

03-3581-0275

03-5512-2914

03-3581-5769

03-3581-4308

03-3581-0548

03-3581-0548

03-3581-0548

03-3581-0548

03-3581-0548

03-3581-0923

03-3581-0923

03-3581-0923

03-3581-9897

03-3581-4772

03-3581-9897

内
閣
府FAX番号直通電話局　課
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地方庁東京事務所

◆都道府県会館　〒102-0093 千代田区平河町2-6-3

東 京 都
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 103(5321)1111

北 海 道
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 1011(231)4111
〒100-0014 千代田区永田町2-17-17  永田町ほっかいどうスクエア1F 103(3581)3411

青 森 県
〒030-8570 青森市長島1-1-1 1017(722)1111
都道府県会館7F 103(5212)9113

岩 手 県
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 1019(651)3111
〒104-0061 中央区銀座5-15-1  南海東京ビル2F 103(3524)8316

宮 城 県
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 1022(211)2111
都道府県会館12F 103(5212)9045

秋 田 県
〒010-8570 秋田市山王4-1-1 1018(860)1032（秘書課）
都道府県会館7F 103(5212)9115

山 形 県
〒990-8570 山形市松波2-8-1 1023(630)2014（秘書広報課）
都道府県会館13F 103(5212)9026

福 島 県
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 1024(521)1111
都道府県会館12F 103(5212)9050

茨 城 県
〒310-8555 水戸市笠原町978-6 1029(301)1111
都道府県会館9F 103(5212)9088

栃 木 県
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 1028(623)2323
都道府県会館11F 103(5212)9064

群 馬 県
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 1027(223)1111
都道府県会館8F 103(5212)9102
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埼 玉 県
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 1048(824)2111
都道府県会館8F 103(5212)9104

千 葉 県
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 1043(223)2110
都道府県会館14F 103(5212)9013

神 奈 川 県
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 1045(210)1111
都道府県会館9F 103(5212)9090

新 潟 県
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 1025(285)5511
都道府県会館15F 103(5212)9002

富 山 県
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 1076(431)4111
都道府県会館13F 103(5212)9030

石 川 県
〒920-8580 金沢市鞍月1-1 1076(225)1111
都道府県会館14F 103(5212)9016

福 井 県
〒910-8580 福井市大手3-17-1 10776(21)1111
都道府県会館10F 103(5212)9074

山 梨 県
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 1055(237)1111
都道府県会館13F 103(5212)9033

長 野 県
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 1026(232)0111
都道府県会館12F 103(5212)9055

岐 阜 県
〒500-8570 岐阜市藪田南2-1-1 1058(272)1111
都道府県会館14F 103(5212)9020

静 岡 県
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 1054(221)2455

（総合案内）
都道府県会館13F 103(5212)9035
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