在留資格「特定技能」についての問い合わせ先
（造船・舶用工業分野）
官署名
国土交通省海事局
北海道運輸局
東北運輸局
関東運輸局
北陸信越運輸局
中部運輸局

住所・担当部署
東京都千代田区霞が関2-1-3
船舶産業課
北海道札幌市中央区大通西10
海事振興部旅客・船舶産業課

連絡先
ＴＥＬ 03-5253-8634

（建設分野（続き））
官署名
中国地方整備局

ＴＥＬ 011-290-1012

四国地方整備局

ＴＥＬ
海事振興部海事産業課
神奈川県横浜市中区北仲通5-57 ＴＥＬ
海事振興部船舶産業課
新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
ＴＥＬ
海事部海事産業課
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
ＴＥＬ
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1

神戸運輸監理部
中国運輸局
四国運輸局
九州運輸局
沖縄総合事務局

大阪府大阪市中央区大手前4-1海事振興部船舶産業課
兵庫県神戸市中央区波止場町1-1
海事振興部船舶産業課
広島県広島市中区上八丁堀6-30
海事振興部船舶産業課
香川県高松市サンポート3-33
海事振興部船舶産業課
福岡県福岡市博多区博多駅東211-1
海事振興部船舶産業課
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
運輸部船舶船員課

国土交通省
土地・建設産業局

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号ＴＥＬ 092-471-6331

045-211-7223

沖縄総合事務局

建政部建設産業課
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
開発建設部建設産業・地方整備課

（内線：6147,6142）
ＴＥＬ 098-866-1910

025-285-9156

（宿泊分野）
官署名
国土交通省観光庁

住所・担当部署
東京都千代田区霞が関2-1-2
観光産業課観光人材政策室
北海道札幌市中央区大通西10丁目
観光部観光企画課
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地
観光部観光企画課
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
観光部観光企画課
新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
観光部観光企画課

連絡先
ＴＥＬ 03-5253-8367

052-952-8020

ＴＥＬ 06-6949-6425

北海道運輸局

ＴＥＬ 078-321-3148

東北運輸局

ＴＥＬ 082-228-3691

関東運輸局

ＴＥＬ 087-802-6816

北陸信越運輸局

ＴＥＬ 092-472-3158

中部運輸局

愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1

ＴＥＬ 052-952-8045

ＴＥＬ 098-866-1838

近畿運輸局

観光部観光企画課
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
観光部観光企画課

ＴＥＬ 06-6949-6466

中国運輸局

広島県広島市中区上八丁堀6-30

ＴＥＬ 082-228-8701

東北地方整備局
関東地方整備局

北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局

ＴＥＬ 011-290-2700
ＴＥＬ 022-791-7509
ＴＥＬ 045-211-1255
ＴＥＬ 025-285-9181

観光部観光企画課
住所・担当部署
東京都千代田区霞が関2-1-3

連絡先

新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 ＴＥＬ 025-370-6571
建政部計画・建設産業課
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目
ＴＥＬ 052-953-8572
5番1号
建政部建設産業課
建政部建設産業第一課

ＴＥＬ 06-6942-1071

香川県高松市サンポート3-33

ＴＥＬ 087-802-6735

観光部観光企画課
九州運輸局

札幌市北区北8条西2丁目
ＴＥＬ 011-709-2311
事業振興部建設産業課
（内線：5895）
仙台市青葉区本町３－３－１
ＴＥＬ 022-263-6131
建政部建設産業課
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1ＴＥＬ 048-601-3151
建政部建設産業第一課

大阪市中央区大手前1-5-44

四国運輸局

ＴＥＬ 03-5253-8283

建設市場整備課
北海道開発局

ＴＥＬ 087-811-8314

九州地方整備局

（建設分野）
官署名

連絡先
ＴＥＬ 082-221-9231

022-791-7512

海事振興部船舶産業課

近畿運輸局

住所・担当部署
広島市中区八丁堀2-15
建政部計画・建設産業課
高松市 サンポート3番33号
建政部計画・建設産業課

沖縄総合事務局
（自動車整備分野）
官署名

福岡県福岡市博多区
博多駅東2-11-1
観光部観光企画課
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
運輸部企画室
住所・担当部署

国土交通省自動車局

東京都千代田区霞が関2-1-3

（航空分野）
官署名
国土交通省航空局

住所・担当部署
東京都千代田区霞が関2-1-3

ＴＥＬ 092-472-2330
ＴＥＬ 098-866-1812
連絡先
ＴＥＬ 03-5253-8111
（42426、42414）
連絡先
ＴＥＬ 03-5253-8111

航空ネットワーク部 （内線：49114）
航空ネットワーク企画課
（空港グランドハンドリング関係）
安全部 運航安全課 乗員政策室 （内線：50137）
（航空機整備関係）

在留資格「特定技能」についての問い合わせ先
（農業分野）
官署名
農林水産省経営局
北海道農政事務所
東北農政局

（産業機械製造業分野）
住所・担当部署
東京都千代田区霞が関1-2-1
就農・女性課
北海道札幌市中央区
南22条西6丁目2-22
生産経営産業部担い手育成課
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目3番1号

連絡先
ＴＥＬ 03-6744-2162

経済産業省製造産業局

住所・担当部署
東京都千代田区霞が関1-3-1
産業機械課

連絡先
ＴＥＬ 03-3501-1691

ＴＥＬ 011-330-8809

（製造3分野全体について） 東京都千代田区霞が関1-3-1

ＴＥＬ 03-3501-1689

総務課
ＴＥＬ 022-221-6217

（素形材産業分野）

経営・事業支援部経営支援課
関東農政局

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

住所・担当部署
ＴＥＬ 048-740-0394

経済産業省製造産業局

経営・事業支援部経営支援課
北陸農政局

石川県金沢市広坂2丁目2番60号 ＴＥＬ 076-232-4238

愛知県名古屋市中区
三の丸1-2-2

（製造3分野全体について） 東京都千代田区霞が関1-3-1

京都府京都市上京区
西洞院通下長者町下る丁子風呂町

ＴＥＬ 052-223-4620

（電気・電子情報関連産業分野）
住所・担当部署

ＴＥＬ 075-414-9055

経済産業省
商務情報政策局

経営・事業支援部経営支援課
中国四国農政局

岡山県岡山市北区
下石井1丁目4番1号

熊本県熊本市西区
春日2丁目10番1号

ＴＥＬ 086-224-8842

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

（製造3分野全体について） 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省製造産業局

ＴＥＬ 096-300-6375

経営・事業支援部経営支援課
沖縄総合事務局

農林水産省水産庁

住所・担当部署
東京都千代田区霞が関1-2-1

ＴＥＬ 098-866-1628

ＴＥＬ 03-3501-1689

総務課

官署名
農林水産省食料産業局

住所・担当部署
東京都千代田区霞が関1-2-1

連絡先
ＴＥＬ 03-6744-7177

食文化・市場開拓課
連絡先
ＴＥＬ 03-6744-2340

（飲食料品製造業分野）
官署名
農林水産省食料産業局

企画課漁業労働班

住所・担当部署
東京都千代田区霞が関1-2-1

連絡先
ＴＥＬ 03-6744-7180

食品製造課

（介護分野）

（ビルクリーニング分野）
住所・担当部署

厚生労働省社会・援護局

ＴＥＬ 03-3501-6944

（外食分野）

農林水産部経営課
（漁業分野）
官署名

東京都千代田区霞が関1-3-1

連絡先

情報産業課

経営・事業支援部経営支援課
九州農政局

ＴＥＬ 03-3501-1689

総務課

経営・事業支援部経営支援課
近畿農政局

ＴＥＬ 03-3501-1063

素形材産業室

経営・事業支援部経営支援課
東海農政局

東京都千代田区霞が関1-3-1

連絡先

連絡先

東京都千代田区霞が関1-2-2

ＴＥＬ 03-5253-1111

福祉人材確保対策室

（内線2125,3146）

住所・担当部署
厚生労働省
医薬・生活衛生局

連絡先

東京都千代田区霞が関1-2-2

ＴＥＬ 03-5253-1111

生活衛生課

（内線 2432）

