
組織 担当課 郵便番号 住所 電話番号

東京法務局 職員課 102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第２合同庁舎

03-5213-1234

横浜地方法務局 総務課 231-8411
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎

045-641-7461

さいたま地方法務局 総務課 338-8513
埼玉県さいたま市中央区下落合5-
12-1さいたま第２法務総合庁舎

048-851-1000

千葉地方法務局 総務課 260-8518
千葉県千葉市中央区中央港1-11-
3

043-302-1311

水戸地方法務局 総務課 310-0061
茨城県水戸市北見町1-1
水戸法務総合庁舎

029-227-9911

宇都宮地方法務局 総務課 320-8515
栃木県宇都宮市小幡2-1-11
宇都宮法務総合庁舎

028-623-6333

前橋地方法務局 総務課 371-8535 群馬県前橋市大手町2-3-1 027-221-4466

静岡地方法務局 総務課 420-8650
静岡県静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎

054-254-3555

甲府地方法務局 総務課 400-8520
山梨県甲府市丸の内1-1-18
甲府合同庁舎

055-252-7151

長野地方法務局 総務課 380-0846
長野県長野市大字長野旭町1108
長野第二合同庁舎

026-235-6611

新潟地方法務局 総務課 951-8504
新潟県新潟市中央区西大畑町
5191新潟法務総合庁舎

025-222-1561

大阪法務局 職員課 540-8544
大阪府大阪市中央区谷町2-1-17
大阪第二法務合同庁舎内

06-6942-1481

京都地方法務局 総務課 602-8577
京都府京都市上京区荒神口通河
原町東入上生洲町197

075-231-0131

神戸地方法務局 総務課 650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1-1
神戸第二地方合同庁舎

078-392-1821

奈良地方法務局 総務課 630-8301
奈良県奈良市高畑町552
奈良第二地方合同庁舎

0742-23-5534

大津地方法務局 総務課 520-8516
滋賀県大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎

077-522-4671

○　法務局・地方法務局



和歌山地方法務局 総務課 640-8552
和歌山県和歌山市二番丁3
和歌山地方合同庁舎

073-422-5131

名古屋法務局 庶務課 460-8513
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
名古屋合同庁舎第１号館

052-952-8111

津地方法務局 総務課 514-8503
三重県津市丸之内26-8
津合同庁舎

059-228-4191

岐阜地方法務局 総務課 500-8729
岐阜県岐阜市金竜町5-13
岐阜合同庁舎

058-245-3181

福井地方法務局 総務課 910-8504
福井県福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

0776-22-5090

金沢地方法務局 総務課 921-8505
石川県金沢市新神田4-3-10
金沢新神田合同庁舎

076-292-7810

富山地方法務局 総務課 930-0856
富山県富山市牛島新町11-7
富山合同庁舎

076-441-0550

広島法務局 庶務課 730-8536 広島県広島市中区上八丁堀6-30 082-228-5201

山口地方法務局 総務課 753-8577
山口県山口市中河原町6-16
山口地方合同庁舎２号館

083-922-2295

岡山地方法務局 総務課 700-8616 岡山県岡山市北区南方1-3-58 086-224-5656

鳥取地方法務局 総務課 680-0011
鳥取県鳥取市東町2-302
鳥取第２地方合同庁舎

0857-22-2191

松江地方法務局 総務課 690-0001 島根県松江市東朝日町192-3 0852-32-4200

福岡法務局 庶務課 810-8513 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 092-721-4570

佐賀地方法務局 総務課 840-0041
佐賀県佐賀市城内2-10-20
佐賀合同庁舎

0952-26-2148

長崎地方法務局 総務課 850-8507 長崎県長崎市万才町8-16 095-826-8127

大分地方法務局 総務課 870-8513
大分県大分市荷揚町7-5
大分法務総合庁舎

097-532-3161

熊本地方法務局 総務課 862-0971
熊本県熊本市中央区大江3-1-53
熊本第二合同庁舎

096-364-2145



鹿児島地方法務局 総務課 890-8518 鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-2 099-259-0680

宮崎地方法務局 総務課 880-8513
宮崎県宮崎市別府町1-1
宮崎法務総合庁舎

0985-22-5124

那覇地方法務局 総務課 900-8544
沖縄県那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎

098-854-7951

仙台法務局 庶務課 980-8601
宮城県仙台市青葉区春日町7-25
仙台第３法務総合庁舎

022-225-5611

福島地方法務局 総務課 960-8021
福島県福島市霞町1-46
福島合同庁舎

024-534-1111

山形地方法務局 総務課 990-0041
山形県山形市緑町1-5-48
山形地方合同庁舎

023-625-1321

盛岡地方法務局 総務課 020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15
盛岡第２合同庁舎

019-624-1141

秋田地方法務局 総務課 010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3 018-862-6531

青森地方法務局 総務課 030-8511
青森県青森市長島1-3-5
青森第二合同庁舎

017-776-6231

札幌法務局 庶務課 060-0808
北海道札幌市北区北八条西2-1-1
札幌第一合同庁舎

011-709-2311

函館地方法務局 総務課 040-8533
北海道函館市新川町25-18
函館地方合同庁舎

0138-23-7511

旭川地方法務局 総務課 078-8502
北海道旭川市宮前１条3-3-15
旭川合同庁舎

0166-38-1111

釧路地方法務局 総務課 085-8522 北海道釧路市幸町10-3 0154-31-5000

高松法務局 庶務課 760-8508
香川県高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎

087-821-6191

徳島地方法務局 総務課 770-8512
徳島県徳島市徳島町城内6-6
徳島地方合同庁舎

088-622-4171

高知地方法務局 総務課 780-8509
高知県高知市栄田町2-2-10
高知よさこい咲都合同庁舎

088-822-3331

松山地方法務局 総務課 790-8505
愛媛県松山市宮田町188-6
松山地方合同庁舎

089-932-0888



組織 担当課 郵便番号 住所 電話番号

東京矯正管区 総務課 330-9723
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

048-600-1500

大阪矯正管区 総務課 540-0008
大阪府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

06-6941-5751

名古屋矯正管区 総務課 461-0011
愛知県名古屋市東区白壁1-15-1
名古屋合同庁舎３号館

052-951-5961

広島矯正管区 総務課 730-0012
広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎４号館８階

082-223-8161

福岡矯正管区 総務課 813-0036 福岡県福岡市東区若宮5-3-53 092-661-1137

仙台矯正管区 総務課 984-0825 宮城県仙台市若林区古城3-23-1 022-286-0111

札幌矯正管区 総務課 007-0801 北海道札幌市東区東苗穂1-2-5-5 011-783-3911

高松矯正管区 総務課 760-0033 香川県高松市丸の内1-1 087-822-4455

東京拘置所 庶務課 124-8565 東京都葛飾区小菅1-35-1 03-3690-6681

立川拘置所 庶務課 190-8552 東京都立川市泉町1156-11 042-540-4441

府中刑務所 庶務課 183-8523 東京都府中市晴見町4-10 042-362-3101

東日本成人矯正医療センター 庶務課 196-8560 東京都昭島市もくせいの杜2-1-9 042-500-5271

横浜刑務所 庶務課 233-8501 神奈川県横浜市港南区港南4-2-2 045-842-0161

千葉刑務所 庶務課 264-8585 千葉県千葉市若葉区貝塚町192 043-231-1191

市原刑務所 庶務課 290-0204 千葉県市原市磯ヶ谷11-1 0436-36-2351

○　矯正管区・刑務所・少年刑務所・拘置所・少年院・少年鑑別所・婦人補導院



水戸刑務所 庶務課 312-0033 茨城県ひたちなか市市毛847 029-272-2426

黒羽刑務所 庶務課 324-0293 栃木県大田原市寒井1466-2 0287-54-1194

喜連川社会復帰促進センター 庶務課 329-1417 栃木県さくら市喜連川5547 028-686-3111

栃木刑務所 庶務課 328-8550 栃木県栃木市惣社町2484 0282-27-1885

前橋刑務所 庶務課 371-0805 群馬県前橋市南町1-23-7 027-221-4247

静岡刑務所 庶務課 420-0801 静岡県静岡市葵区東千代田3-1-1 054-261-0117

甲府刑務所 庶務課 400-0056 山梨県甲府市堀之内町500 055-241-8311

長野刑務所 庶務課 382-8633 長野県須坂市馬場町1200 026-245-0900

新潟刑務所 庶務課 950-8721 新潟県新潟市江南区山二ツ381-4 025-286-8221

川越少年刑務所 庶務課 350-1162 埼玉県川越市南大塚6-40-1 049-242-0222

松本少年刑務所 庶務課 390-0871 長野県松本市桐3-9-4 0263-32-3091

多摩少年院 庶務課 193-0932 東京都八王子市緑町670 042-622-5219

東日本少年矯正医療・教育センター 庶務課 196-8560 東京都昭島市もくせいの杜2-1-3 042-500-5287

愛光女子学園 庶務課 201-0001 東京都狛江市西野川3-14-26 03-3480-2178

久里浜少年院 庶務課 239-0826 神奈川県横浜市長瀬3-12-1 046-841-2585

市原学園 庶務課 290-0204 千葉県市原市磯ヶ谷157-1 0436-36-1581

八街少年院 庶務課 289-1123 千葉県八街市滝台1766 043-445-3787



水府学院 庶務課 311-3104
茨城県東茨城郡茨城町駒渡1084-
1

029-292-0054

茨城農芸学院 庶務課 300-1288 茨城県牛久市久野町1722-1 029-875-1114

喜連川少年院 庶務課 329-1412 栃木県さくら市喜連川3475-1 028-686-3020

赤城少年院 庶務課 371-0222 群馬県前橋市上大屋町60 027-283-2020

榛名女子学園 庶務課 370-3503
群馬県北群馬郡榛東村大字新井
1027-1

0279-54-3232

駿府学園 庶務課 421-2118 静岡県静岡市葵区内牧118 054-296-1661

有明高原寮 庶務課 399-8301 長野県安曇野市穂高有明7299 0263-83-2204

新潟少年学院 庶務課 940-0828 新潟県長岡市御山町117-13 0258-35-0118

東京少年鑑別所 庶務課 179-0084 東京都練馬区氷川台2-11-7 03-3931-114

東京西少年鑑別所
（東京婦人補導院）

庶務課 196-8560 東京都昭島市もくせいの杜2-1-1 042-500-5299

横浜少年鑑別所 庶務課 233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-1 045-841-2525

さいたま少年鑑別所 庶務課 330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-36

048-864-5858

千葉少年鑑別所 庶務課 263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台1-12-9 043-253-7741

水戸少年鑑別所 庶務課 310-0045 茨城県水戸市新原1-15-15 029-251-3038

宇都宮少年鑑別所 庶務課 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町574-1 028-648-5062

前橋少年鑑別所 庶務課 371-0035 群馬県前橋市岩神町4-5-7 027-233-3183

静岡少年鑑別所 庶務課 422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿2-27-7 054-281-3208



甲府少年鑑別所 庶務課 400-0055 山梨県甲府市大津町2075-1 055-241-1881

長野少年鑑別所 庶務課 380-0803 長野県長野市三輪5-46-14 026-232-6144

新潟少年鑑別所 庶務課 951-8133
新潟県新潟市中央区川岸町1-53-
2

025-266-2442

大阪拘置所 庶務課 534-8585 大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5 06-6921-0371

京都拘置所 庶務課 612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町
138

075-681-0501

神戸拘置所 庶務課 651-1124
兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-
1

078-743-3663

大阪刑務所 庶務課 590-0014 大阪府堺市堺区田出井町6-1 072-238-8261

大阪医療刑務所 庶務課 590-0014 大阪府堺市堺区田出井町8-80 072-2228-0145

京都刑務所 庶務課 607-8144
京都府京都市山科区東野井ノ上町
20

075-581-2171

神戸刑務所 庶務課 674-0061 兵庫県明石市大久保町森田120 078-936-0911

加古川刑務所 庶務課 675-0061
兵庫県加古川市加古川町大野
1530

079-424-3441

播磨社会復帰促進センター 庶務課 675-1297 兵庫県加古川市八幡町宗佐544 079-430-5503

滋賀刑務所 庶務課 520-8666 滋賀県大津市大平1-1-1 077-537-3271

和歌山刑務所 庶務課 640-8507 和歌山県和歌山市加納383 073-471-2231

姫路少年刑務所 庶務課 670-0028 兵庫県姫路市岩端町438 079-296-1020

浪速少年院 庶務課 567-0071 大阪府茨木市郡山1-10-17 072-643-5065

交野女子学院 庶務課 576-0053 大阪府交野市郡津2-45-1 072-891-1132



和泉学園 庶務課 699-0231 大阪府阪南市貝掛1096 072-476-5221

京都医療少年院 庶務課 611-0002 京都府宇治市木幡平尾４ 0774-31-8101

加古川学園 庶務課 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐544 079-438-0353

奈良少年院 庶務課 631-0811 奈良県奈良市秋篠町1122 0742-45-4681

大阪少年鑑別所 庶務課 590-0014 大阪府堺市堺区田出井町8-30 072-233-3326

京都少年鑑別所 庶務課 606-8307
京都府京都市左京区吉田上阿達
町37

075-751-7111

神戸少年鑑別所 庶務課 652-0015
兵庫県神戸市兵庫区下祇園町40-
7

078-351-0761

奈良少年鑑別所 庶務課 630-8102 奈良県奈良市般若寺町3 0742-22-4829

大津少年鑑別所 庶務課 520-0867 滋賀県大津市大平1-1-2 077-537-1011

和歌山少年鑑別所 庶務課 640-8127 和歌山県和歌山市元町奉行丁2-1 073-425-5369

名古屋拘置所 庶務課 461-8586 愛知県名古屋市東区白壁1-1 052-951-8586

名古屋刑務所 庶務課 470-02028 愛知県みよし市ひばりヶ丘1-1 0561-36-2251

岡崎医療刑務所 庶務課 444-0823 愛知県岡崎市上地4-24-16 0564-51-9629

三重刑務所 庶務課 514-0837 三重県津市修成町16-1 059-228-2161

岐阜刑務所 庶務課 501-1183 岐阜県岐阜市則松1-34-1 058-239-9821

福井刑務所 庶務課 918-8101 福井県福井市一本木町52 0776-36-3220

笠松刑務所 庶務課 501-6095 岐阜県羽島郡笠松町中川町23 058-387-2175



金沢刑務所 庶務課 920-1182 石川県金沢市田上町公1 076-231-4291

富山刑務所 庶務課 939-8251 富山県富山市西荒屋285-1 076-429-3741

瀬戸少年院 庶務課 489-0988 愛知県瀬戸市東山町14 0561-82-3195

豊ケ岡学園 庶務課 470-1153 愛知県豊明市前後町三ツ谷1293 0562-92-3106

愛知少年院 庶務課 470-0343 愛知県豊田市浄水町原山1 0565-45-0511

宮川医療少年院 庶務課 519-0504 三重県伊勢市小俣町宮前25 0596-22-4844

湖南学院 庶務課 920-1146 石川県金沢市上中町ロ11-1 076-229-1077

名古屋少年鑑別所 庶務課 464-8585
愛知県名古屋市千種区北千種1-
6-6

052-721-8432

津少年鑑別所 庶務課 514-0043 三重県津市南新町12-12 059-228-3556

岐阜少年鑑別所 庶務課 502-0851 岐阜県岐阜市鷺山1769-20 058-231-5040

金沢少年鑑別所 庶務課 920-0942 石川県金沢市小立野5-2-14 076-231-1603

広島拘置所 庶務課 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-6 082-228-4851

広島刑務所 庶務課 730-8651 広島県広島市中区吉島町13-114 082-241-8601

山口刑務所 庶務課 753-8525 山口県山口市松美町3-75 083-922-1450

岡山刑務所 庶務課 701-2141 岡山県岡山市北区牟佐765 086-229-2531

鳥取刑務所 庶務課 680-1192 鳥取県鳥取市下味野719 0857-53-4191

松江刑務所 庶務課 690-8554 島根県松江市西川津町67 0852-23-2222



島根あさひ社会復帰促進センター 庶務課 697-0492 島根県浜田市旭町丸原380-15 0855-45-8171

岩国刑務所 庶務課 741-0061 山口県岩国市錦見6-11-29 0827-41-0136

美祢社会復帰促進センター 庶務課 750-0693 山口県美祢市豊田前町麻生下10 0837-57-5131

広島少年院 庶務課 739-0151
広島県東広島市八本松町原
11174-31

082-429-0821

岡山少年院 庶務課 701-0206 岡山県岡山市南区箕島2497 086-282-1128

広島少年鑑別所 庶務課 730-0823 広島県広島市中区吉島西3-15-8 082-244-3388

山口少年鑑別所 庶務課 753-0074 山口県山口市中央4-7-5 083-922-6518

岡山少年鑑別所 庶務課 701-0206 岡山県岡山市南区箕島2512-2 086-281-1171

松江少年鑑別所 庶務課 690-0873 島根県松江市内中原町195 0852-21-3155

福岡拘置所 庶務課 814-8503 福岡県福岡市早良区百道2-16-10 092-821-0636

福岡刑務所 庶務課 811-2126
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-
1-1

092-932-0395

北九州医療刑務所 庶務課 802-0837
福岡県北九州市小倉南区葉山町
1-1-1

093-963-8131

麓刑務所 庶務課 841-0084 佐賀県鳥栖市山浦町2635 0942-82-2121

長崎刑務所 庶務課 854-0053 長崎県諫早市小川町1650 0957-22-1330

大分刑務所 庶務課 870-8588 大分県大分市大字畑中303 097-543-5177

熊本刑務所 庶務課 862-0970 熊本県熊本市中央区渡鹿7-12-1 096-364-3165

鹿児島刑務所 庶務課 899-6193
鹿児島県姶良郡湧水町中津川
1733

0995-75-2025



宮崎刑務所 庶務課 880-2293 宮崎県宮崎市大字糸原4623 0985-41-1121

沖縄刑務所 庶務課 901-1514 沖縄県南城市知念具志堅330 098-948-1096

佐賀少年刑務所 庶務課 840-0856 佐賀県佐賀市新生町2-1 0952-24-3291

福岡少年院 庶務課 811-1346 福岡県福岡市南区老司4-20-1 092-565-3331

筑紫少女苑 庶務課 811-0204
福岡県福岡市東区大字奈多1302-
105

092-607-5695

佐世保学園 庶務課 857-1161 長崎県佐世保市大塔町1279 0956-31-8277

大分少年院 庶務課 879-7111
大分県豊後大野市三重町赤嶺
2721

0974-22-0610

中津少年学院 庶務課 871-0152 大分県中津市加来1205 0979-32-2321

人吉農芸学院 庶務課 868-0301
熊本県球磨郡錦町大字木上北
223-1

0966-38-3102

沖縄少年院 庶務課 904-0034 沖縄県沖縄市山内1-13-1 098-933-4486

福岡少年鑑別所 庶務課 815-0042 福岡県福岡市南区若久6-75-2 092-541-7934

佐賀少年鑑別所 庶務課 840-0856 佐賀県佐賀市新生町1-10 0952-26-2281

長崎少年鑑別所 庶務課 852-8114 長崎県長崎市橋口町4-3 095-846-5600

大分少年鑑別所 庶務課 870-0016 大分県大分市新川町1-5-28 097-534-7576

熊本少年鑑別所 庶務課 860-0082 熊本県熊本市西区池田1-9-27 096-325-4131

鹿児島少年鑑別所 庶務課 890-0081 鹿児島県鹿児島市唐湊3-3-5 099-254-3347

宮崎少年鑑別所 庶務課 880-0014 宮崎県宮崎市鶴島2-16-5 0985-27-5566



那覇少年鑑別所 庶務課 900-0036 沖縄県那覇市西3-14-20 098-862-4606

宮城刑務所 庶務課 984-8523 宮城県仙台市若林区古城2-3-1 022-286-3111

福島刑務所 庶務課 960-8254 福島県福島市南沢又字上原1 024-557-2222

山形刑務所 庶務課 990-2162 山形県山形市あけぼの2-1-1 023-686-2111

秋田刑務所 庶務課 010-0948 秋田県秋田市川尻新川町1-1 018-862-6581

青森刑務所 庶務課 030-0111 青森県青森市大字荒川字藤戸88 017-739-2101

盛岡少年刑務所 庶務課 020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷11-11 019-662-9221

東北少年院 庶務課 984-0825 宮城県仙台市若林区古城3-21-1 022-285-4270

盛岡少年院 庶務課 020-0121 岩手県盛岡市月が丘2-15-1 019-647-2107

仙台少年鑑別所 庶務課 984-0825 宮城県仙台市若林区古城3-27-17 022-286-2311

福島少年鑑別所 庶務課 960-8254
福島県福島市南沢又字原町越4-
14

024-557-6561

秋田少年鑑別所 庶務課 010-0973 秋田県秋田市八橋本町6-3-5 018-862-3771

青森少年鑑別所 庶務課 030-0853 青森県青森市金沢1-5-38 017-776-5118

札幌刑務所 庶務課 007-8601 北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1 011-781-2011

月形刑務所 庶務課 061-0595 北海道樺戸郡月形町1011 0126-53-3060

旭川刑務所 庶務課 071-8153 北海道旭川市東鷹栖3-20-620 0166-57-2511

帯広刑務所 庶務課 089-1192 北海道帯広市別府町南13線33 0155-48-7111



網走刑務所 庶務課 093-0088 北海道網走市三眺 0152-43-3167

函館少年刑務所 庶務課 042-8639 北海道函館市金堀町6-11 0138-51-0185

北海少年院 庶務課 066-0066 北海道千歳市大和4-746-10 0123-23-3147

帯広少年院 庶務課 080-0846 北海道帯広市緑ケ丘3-2 0155-24-5787

札幌少年鑑別所 庶務課 007-0802
北海道札幌市東区東苗穂二条1-
1-25

011-784-7441

旭川少年鑑別所 庶務課 078-8231 北海道旭川市豊岡１条1-3-24 0166-31-5468

高松刑務所 庶務課 760-0067 香川県高松市松福町2-16-63 087-821-6116

徳島刑務所 庶務課 779-3133 徳島県徳島市入田町大久200-1 088-644-0111

高知刑務所 庶務課 781-5101 高知県高知市布師田3604-1 088-866-5454

松山刑務所 庶務課 791-0293 愛媛県東温市見奈良1243-2 089-964-3355

丸亀少女の家 庶務課 763-0054 香川県丸亀市中津町28 0877-22-9226

四国少年院 庶務課 765-0004 香川県善通寺市善通寺町2020 0877-62-1251

松山学園 庶務課 791-8069 愛媛県松山市吉野町3803 089-951-1252

高松少年鑑別所 庶務課 760-0071 香川県高松市藤塚町3-7-28 087-834-1770

徳島少年鑑別所 庶務課 770-0816 徳島県徳島市助任本町5-40 088-652-5606

高知少年鑑別所 庶務課 780-0065 高知県高知市塩田町19-13 088-872-9283

松山少年鑑別所 庶務課 791-8069 愛媛県松山市吉野町3860 089-952-2841



組織 担当課 郵便番号 住所 電話番号

関東地方更生保護委員会 総務課 330-9725
埼玉県さいたま市中央区新都心2-
1

048-600-0181

近畿地方更生保護委員会 総務課 540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 06-6949-6260

中部地方更生保護委員会 総務課 460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1
名古屋法務合同庁舎

052-951-2944

中国地方更生保護委員会 総務課 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 082-221-4497

九州地方更生保護委員会 総務課 810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第２法務総合庁舎

092-761-7781

東北地方更生保護委員会 総務課 980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-3-1 022-221-3536

北海道地方更生保護委員会 総務課 060-0042
北海道札幌市中央区大通西12
札幌第３合同庁舎

011-261-9907

四国地方更生保護委員会 総務課 760-0033 香川県高松市丸の内1-1 087-822-5090

東京保護観察所 企画調整課 100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-1 03-3597-0120

横浜保護観察所 企画調整課  231-0003
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎

045-201-3006

さいたま保護観察所 企画調整課 330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58

048-861-8287

千葉保護観察所 企画調整課 260-8553 千葉県千葉市中央区春日2-14-10 043-204-7795

水戸保護観察所 企画調整課 310-0061 茨城県水戸市北見町1-1 029-221-3970

宇都宮保護観察所 企画調整課 320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 028-621-2391

前橋保護観察所 企画調整課 371-0026 群馬県前橋市大手町3-2-1 027-237-5010

○　地方更生保護委員会・保護観察所



静岡保護観察所 企画調整課 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町9-45 054-253-0191

甲府保護観察所 企画調整課 400-0032
山梨県甲府市中央1-11-8
甲府法務総合庁舎２階

055-235-7144

長野保護観察所 企画調整課 380-0846
長野県長野市旭町1108
長野法務総合庁舎

026-234-1993

新潟保護観察所 企画調整課 951-8104
新潟県新潟市中央区西大畑町
5191
新潟地方法務総合庁舎

025-222-1531

大阪保護観察所 企画調整課 540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4-1-
76
大阪合同庁舎４号館

06-6949-6240

京都保護観察所 企画調整課 602-0032
京都府京都市上京区烏丸通今出
川上る岡松町255

075-441-5141

神戸保護観察所 企画調整課 650-0016
兵庫県神戸市中央区橘通1-4-1
神戸法務総合庁舎２階

078-351-4005

奈良保護観察所 企画調整課 630-8213
奈良県奈良市登大路町1-1
奈良地方法務合同庁舎

0742-23-4869

大津保護観察所 企画調整課 520-0044 滋賀県大津市京町3-1-1 077-524-6683

和歌山保護観察所 企画調整課 640-8143
和歌山県和歌山市二番丁3
和歌山地方合同庁舎６階

073-436-2501

名古屋保護観察所 企画調整課 460-8524
愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1
名古屋法務合同庁舎

052-951-2949

津保護観察所 企画調整課 514-0032 三重県津市中央3-12 059-227-6671

岐阜保護観察所 企画調整課 500-8812
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2
岐阜法務総合庁舎別館内

058-265-2651

福井保護観察所 企画調整課 910-0019
福井県福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎１０階

0776-22-2858

金沢保護観察所 企画調整課 920-0024
石川県金沢市西念3-4-1
金沢駅西合同庁舎６階

076-261-0058

富山保護観察所 企画調整課 939-8202
富山県富山市西田地方町2-9-16
富山法務合同庁舎

076-421-5620

広島保護観察所 企画調整課 730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎

082-221-4495



山口保護観察所 企画調整課 753-0088
山口県山口市中河原町6-16
山口地方合同庁舎２号館

083-922-1327

岡山保護観察所 企画調整課 700-0807 岡山県岡山市北区南方1-8-1 086-224-5661

鳥取保護観察所 企画調整課 680-0842
鳥取県鳥取市吉方109
鳥取第３地方合同庁舎

0857-22-3518

松江保護観察所 企画調整課 690-0841
島根県松江市向島町134-10
松江地方合同庁舎

0852-21-3767

福岡保護観察所 企画調整課 810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第２法務総合庁舎

092-761-6736

佐賀保護観察所 企画調整課 840-0041 佐賀県佐賀市城内2-10-20 0952-24-4291

長崎保護観察所 企画調整課 850-0033
長崎県長崎市万才町8-16
長崎法務合同庁舎４階

095-822-5175

大分保護観察所 企画調整課 870-8523
大分県大分市荷揚町7-5
大分法務総合庁舎５階

097-532-2053

熊本保護観察所 企画調整課 862-0971
熊本県熊本市中央区大江3-1-53
熊本第二合同庁舎

096-366-8080

鹿児島保護観察所 企画調整課 892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町13-21
鹿児島合同庁舎３階

099-226-1556

宮崎保護観察所 企画調整課 880-0802 宮崎県宮崎市別府町1-1 0985-24-4345

那覇保護観察所 企画調整課 900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 098-853-2946

仙台保護観察所 企画調整課 980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-3-1
仙台法務総合庁舎

022-221-1451

福島保護観察所 企画調整課 960-8017
福島県福島市狐塚17
福島法務合同庁舎

024-534-2246

山形保護観察所 企画調整課 990-0046
山形県山形市大手町1-32
山形法務総合庁舎

023-631-2277

盛岡保護観察所 企画調整課 020-0023
岩手県盛岡市内丸8-20
盛岡法務合同庁舎

019-624-3395

秋田保護観察所 企画調整課 010-0951 秋田県秋田市山王7-1-2 018-862-3903



青森保護観察所 企画調整課 030-0861 青森県青森市長島1-3-25 017-776-6419

札幌保護観察所 企画調整課 060-0042
北海道札幌市中央区大通西12
札幌第３合同庁舎

011-261-9225

函館保護観察所 企画調整課 040-8550
北海道函館市新川町25-18
函館地方合同庁舎

0138-26-0431

旭川保護観察所 企画調整課 070-0901
北海道旭川市花咲町4
旭川法務総合庁舎

0166-51-9376

釧路保護観察所 企画調整課 085-8535
北海道釧路市幸町10-3
釧路地方合同庁舎４階

0154-23-3200

高松保護観察所 企画調整課 760-0033
香川県高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎６階

087-822-5445

徳島保護観察所 企画調整課 770-0851
徳島県徳島市徳島町城内6-6
徳島地方合同庁舎

088-622-4359

高知保護観察所 企画調整課 780-0850 高知県高知市丸ノ内1-4-1 088-873-5118

松山保護観察所 企画調整課 790-0001
愛媛県松山市一番町4-4-1
松山法務総合庁舎６階

089-941-9983


