
（地方更生保護委員会）

北海道地方更生保護委員会 北海道地方更生保護委員会事務局総務課 北海道地方更生保護委員会委員長
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌第３合同庁舎

011-261-9907

東北地方更生保護委員会 東北地方更生保護委員会事務局総務課 東北地方更生保護委員会委員長
〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-3-1
仙台法務総合庁舎

022-221-3536

関東地方更生保護委員会 関東地方更生保護委員会事務局総務課 関東地方更生保護委員会委員長
〒330-9725
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

048-600-0181

中部地方更生保護委員会 中部地方更生保護委員会事務局総務課 中部地方更生保護委員会委員長
〒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

近畿地方更生保護委員会 近畿地方更生保護委員会事務局総務課 近畿地方更生保護委員会委員長
〒540-0008
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

06-6949-6260

中国地方更生保護委員会 中国地方更生保護委員会事務局総務課 中国地方更生保護委員会委員長
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎

082-221-4497

四国地方更生保護委員会 四国地方更生保護委員会事務局総務課 四国地方更生保護委員会委員長
〒760-0033
香川県高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎

087-822-5090

九州地方更生保護委員会 九州地方更生保護委員会事務局総務課 九州地方更生保護委員会委員長
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第二法務総合庁舎

092-761-7781

（保護観察所）

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

011-261-9225

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

0138-26-0431
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旭川保護観察所 旭川保護観察所企画調整課 旭川保護観察所長
〒070-0901
北海道旭川市花咲町4丁目
旭川法務総合庁舎

0166-51-9376

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

0154-23-3200

青森保護観察所 青森保護観察所企画調整課 青森保護観察所長
〒030-0861
青森県青森市長島1-3-25
青森法務総合庁舎

017-776-6419

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

019-624-3395

仙台保護観察所 仙台保護観察所企画調整課 仙台保護観察所長
〒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

秋田保護観察所 秋田保護観察所企画調整課 秋田保護観察所長
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-2
秋田地方法務合同庁舎

018-862-3903

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

023-631-2277

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

024-534-2246

水戸保護観察所 水戸保護観察所企画調整課 水戸保護観察所長
〒310-0061
茨城県水戸市北見町1-1
水戸法務総合庁舎

029-221-3942

宇都宮保護観察所 宇都宮保護観察所企画調整課 宇都宮保護観察所長
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-1-11
宇都宮地方法務合同庁舎

028-621-2391

前橋保護観察所 前橋保護観察所企画調整課 前橋保護観察所長
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3-2-1
前橋法務総合庁舎

027-237-5010

さいたま保護観察所 さいたま保護観察所企画調整課 さいたま保護観察所長
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-58
さいたま法務総合庁舎

048-861-8287

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

043-204-7795
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東京保護観察所 東京保護観察所企画調整課 東京保護観察所長
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-1
中央合同庁舎６号館A棟

03-3597-0120

横浜保護観察所 横浜保護観察所企画調整課 横浜保護観察所長
〒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

新潟保護観察所 新潟保護観察所企画調整課 新潟保護観察所長
〒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

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

055-235-7144

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

026-234-1993

静岡保護観察所 静岡保護観察所企画調整課 静岡保護観察所長
〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町9-45
静岡地方法務合同庁舎

054-253-0191

富山保護観察所 富山保護観察所企画調整課 富山保護観察所長
〒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

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

076-261-0058

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

0776-22-2858

岐阜保護観察所 岐阜保護観察所企画調整課 岐阜保護観察所長
〒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

058-265-2651

名古屋保護観察所 名古屋保護観察所企画調整課 名古屋保護観察所長
〒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 津保護観察所企画調整課 津保護観察所長
〒514-0032
三重県津市中央3-12
津法務総合庁舎

059-227-6671

大津保護観察所 大津保護観察所企画調整課 大津保護観察所長
〒520-0044
滋賀県大津市京町3－1－1
大津びわ湖合同庁舎

077-524-6683
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京都保護観察所 京都保護観察所企画調整課 京都保護観察所長
〒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

大阪保護観察所 大阪保護観察所企画調整課 大阪保護観察所長
〒540-0008
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

06-6949-6240

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

078-351-4005

奈良保護観察所 奈良保護観察所企画調整課 奈良保護観察所長
〒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

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

073-436-2501

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

0852-21-3767

岡山保護観察所 岡山保護観察所企画調整課 岡山保護観察所長
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方1-8-1
岡山法務総合庁舎

086-224-5661

広島保護観察所 広島保護観察所企画調整課 広島保護観察所長
〒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 山口保護観察所企画調整課 山口保護観察所長
〒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

徳島保護観察所 徳島保護観察所企画調整課 徳島保護観察所長
〒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

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

087-822-5445

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

089-941-9983
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高知保護観察所 高知保護観察所企画調整課 高知保護観察所長
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内1-4-1
高知法務総合庁舎

088-873-5118

福岡保護観察所 福岡保護観察所企画調整課 福岡保護観察所長
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-2-3
福岡第二法務総合庁舎

092-761-6736

佐賀保護観察所 佐賀保護観察所企画調整課 佐賀保護観察所長
〒840-0041
佐賀県佐賀市城内2-10-20
佐賀合同庁舎

0952-24-4291

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

095-822-5175

熊本保護観察所 熊本保護観察所企画調整課 熊本保護観察所長
〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江3-1-53
熊本第２合同庁舎

096-366-8080

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

097-532-2053

宮崎保護観察所 宮崎保護観察所企画調整課 宮崎保護観察所長
〒880-0802
宮崎県宮崎市別府町1-1
宮崎法務総合庁舎

0985-24-4345

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

099-226-1556

那覇保護観察所 那覇保護観察所企画調整課 那覇保護観察所長
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15
那覇第１地方合同庁舎

098-853-2946


