
財務(支）局名 担当課 郵便番号 所　在　地 電話番号 管轄区域

北海道財務局 理財部理財課 060-8579 北海道札幌市北区北八条西2丁目　札幌第１合同庁舎 011-709-2311

　　小樽出張所 財務課 047-0007 北海道小樽市港町5番2号　小樽地方合同庁舎 0134-23-4103

　　北見出張所 財務課 090-0018 北海道北見市青葉町6番8号　北見地方合同庁舎 0157-24-4167

　函館財務事務所 財務課 041-0806 北海道函館市美原3丁目４番４号　函館第２地方合同庁舎 0138-47-8445

　旭川財務事務所 財務課 078-8503 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号　旭川地方合同庁舎西館 0166-31-4151

　釧路財務事務所 財務課 085-8649 北海道釧路市幸町10丁目3番地　釧路地方合同庁舎 0154-32-0701

　帯広財務事務所 財務課 080-0015 北海道帯広市西5条南8丁目　帯広第2地方合同庁舎 0155-25-6381

東北財務局 理財部理財課 980-8436 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1　仙台合同庁舎 022-263-1111 宮城県

　青森財務事務所 財務課 030-8577 青森県青森市新町2-4-25　青森合同庁舎 017-722-1461 青森県

　盛岡財務事務所 財務課 020-0023 岩手県盛岡市内丸7-25　盛岡合同庁舎 019-625-3351 岩手県

　秋田財務事務所 財務課 010-0951 秋田県秋田市山王7-1-4　秋田第２合同庁舎 018-862-4191 秋田県

　山形財務事務所 財務課 990-0041 山形県山形市緑町2-15-3 023-641-5177 山形県

　福島財務事務所 財務課 960-8018 福島県福島市松木町13-2 024-535-0301 福島県

関東財務局 理財部理財第３課 330-9716 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1　さいたま新都心合同庁舎１号館 048-600-1121 埼玉県

　水戸財務事務所 財務課 310-8566 茨城県水戸市北見町1-4 029-221-3188 茨城県

　宇都宮財務事務所 財務課 320-8532 栃木県宇都宮市桜3-1-10 028-633-6221 栃木県

　前橋財務事務所 財務課 371-0026 群馬県前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎 027-221-4491 群馬県

　千葉財務事務所 財務課 260-8607 千葉県千葉市中央区椿森5-6-1 043-251-7211 千葉県

　東京財務事務所 財務課 113-8553 東京都文京区湯島4-6-15　湯島地方合同庁舎 03-5842-7013 東京都

　横浜財務事務所 財務課 231-8412 神奈川県横浜市中区北仲通5-57　横浜第２合同庁舎 045-681-0931 神奈川県

　新潟財務事務所 財務課 950-8623 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館 025-281-7501 新潟県

　甲府財務事務所 財務課 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-18　甲府合同庁舎 055-253-2261 山梨県

　長野財務事務所 財務課 380-0846 長野県長野市旭町1108　長野第２合同庁舎 026-234-5123 長野県

北陸財務局 理財部理財課 921-8508 石川県金沢市新神田4-3-10　金沢新神田合同庁舎 076-292-7852 石川県

　富山財務事務所 財務課 930-8554 富山県富山市丸の内1-5-13　富山丸の内合同庁舎 076-432-5522 富山県

　福井財務事務所 財務課 910-8519 福井県福井市春山1-1-54　福井春山合同庁舎 0776-25-8233 福井県

東海財務局 理財部理財課 460-8521 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-1 052-951-2546 愛知県

　岐阜財務事務所 財務課 500-8716 岐阜県岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎 058-247-4111 岐阜県

　静岡財務事務所 財務課 420-8636 静岡県静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎 054-251-4321 静岡県

　津財務事務所 財務課 514-8560 三重県津市桜橋2-129 059-225-7221 三重県

近畿財務局 理財部理財第２課 540-8550 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76　大阪合同庁舎第４号館 06-6949-6368 大阪府

　大津財務事務所 財務課 520-0044 滋賀県大津市京町3-1-1　大津びわ湖合同庁舎 077-522-3765 滋賀県

　京都財務事務所 財務課 606-8395  京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34－12　京都第2地方合同庁舎 075-752-1417 京都府

　神戸財務事務所 財務課 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29　神戸地方合同庁舎 078-391-6941 兵庫県

　奈良財務事務所 財務課 630-8213 奈良県奈良市登大路町81　奈良合同庁舎 0742-27-3161 奈良県

　和歌山財務事務所 財務課 640-8143 和歌山県和歌山市二番丁３　和歌山地方合同庁舎 073-422-6141 和歌山県

中国財務局 理財部理財課 730-8520 広島県広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎第４号館 082-221-9221 広島県

　鳥取財務事務所 財務課 680-0845 鳥取県鳥取市富安2-89-4　鳥取第１地方合同庁舎 0857-26-2295 鳥取県

　松江財務事務所 財務課 690-0841 島根県松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎 0852-21-5231 島根県

　岡山財務事務所 財務課 700-8555 岡山県岡山市北区桑田町1-36　岡山地方合同庁舎 086-223-1131 岡山県

　山口財務事務所 財務課 753-8526 山口県山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎１号館 083-922-2190 山口県

四国財務局 理財部理財課 760-8550 香川県高松市サンポート3番33号　高松サンポート合同庁舎（南館） 087-811-7780 香川県

　徳島財務事務所 財務課 770-0941 徳島県徳島市万代町3-5　徳島第２地方合同庁舎 088-622-5181 徳島県

　松山財務事務所 財務課 790-0808 愛媛県松山市若草町4-3　松山若草合同庁舎 089-941-7185 愛媛県

　高知財務事務所 財務課 780-0061 高知県高知市栄田町2丁目2-10　高知よさこい咲都合同庁舎 088-822-9177 高知県

九州財務局 理財部理財課 860-8585 熊本県熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎 096-353-6351 熊本県

　大分財務事務所 財務課 870-0016 大分県大分市新川町2-1-36　大分合同庁舎 097-532-7107 大分県

　宮崎財務事務所 財務課 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東3-1-22　宮崎合同庁舎 0985-22-7101 宮崎県

　鹿児島財務事務所 財務課 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町13-21　鹿児島合同庁舎 099-226-6155 鹿児島県

福岡財務支局 理財部理財課 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎 092-472-3985 福岡県

　佐賀財務事務所 財務課 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第２合同庁舎 0952-32-7161 佐賀県

　長崎財務事務所 財務課 850-0052 長崎県長崎市筑後町3-24 095-827-7095 長崎県

沖縄総合事務局 財務部理財課 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1　那覇第2地方合同庁舎2号館 098-866-0091 沖縄県
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北海道財務局管内管轄区域表

釧路財務事務所
釧路市　根室市　釧路町　厚岸町　浜中町　標茶町　弟子屈町　鶴居村　白糠町　別海町　中標津町　標津町
羅臼町

帯広財務事務所
帯広市　音更町　士幌町　上士幌町　鹿追町　新得町　清水町　芽室町　中札内村　更別村　大樹町　広尾町
幕別町　池田町　豊頃町　本別町　足寄町　陸別町　浦幌町

北見出張所
北見市　網走市　紋別市　美幌町　津別町　斜里町　清里町　小清水町　訓子府町　置戸町　佐呂間町　遠軽
町　湧別町　滝上町　興部町　西興部村　雄武町　大空町

函館財務事務所
函館市　北斗市　松前町　福島町　知内町　木古内町　七飯町　鹿部町　森町　八雲町　長万部町　江差町　上
ノ国町　厚沢部町　乙部町　奥尻町　今金町　せたな町

旭川財務事務所

旭川市　留萌市　稚内市　士別市　名寄市　富良野市　鷹栖町　東神楽町　当麻町　比布町　愛別町　上川町
東川町　美瑛町　上富良野町　中富良野町　南富良野町　占冠村　和寒町　剣淵町　下川町　美深町　音威子
府村　中川町　幌加内町　増毛町　小平町　苫前町　羽幌町　初山別村　遠別町　天塩町　猿払村　浜頓別町
中頓別町　枝幸町　豊富町　礼文町　利尻町　利尻富士町　幌延町

局・事務所・出張所名 管轄区域

北海道財務局

札幌市　室蘭市　夕張市　岩見沢市　苫小牧市　美唄市　芦別市　江別市　赤平市　三笠市　千歳市　滝川市
砂川市　歌志内市　深川市　登別市　恵庭市　伊達市　北広島市　石狩市　当別町　新篠津村　南幌町　奈井
江町　上砂川町　由仁町　長沼町　栗山町　月形町　浦臼町　新十津川町　妹背牛町　秩父別町　雨竜町　北
竜町　沼田町　豊浦町　壮瞥町　白老町　厚真町　洞爺湖町　安平町　むかわ町　日高町　平取町　新冠町　浦
河町　様似町　えりも町　新ひだか町

小樽出張所
小樽市　島牧村　寿都町　黒松内町　蘭越町　ニセコ町　真狩村　留寿都村　喜茂別町　京極町　倶知安町　共
和町　岩内町　泊村　神恵内村　積丹町　古平町　仁木町　余市町　赤井川村


