算定・報告・公表制度に基づく報告書の提出窓口一覧
省庁名
内 閣 官 房
内 閣 府
宮 内 庁
警 察 庁
金 融 庁
総 務 省
法 務 省
外 務 省

財 務

省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

担当局部課
内閣総務官室
大臣官房 企画調整課
長官官房 秘書課
長官官房 企画課 ※
総合政策局 総務課 ※
大臣官房 企画課
大臣官房 秘書課
大臣官房 会計課
北海道財務局 総務部 総務課 ※
東北財務局 総務部 総務課 ※
関東財務局 総務部 総務課 ※
北陸財務局 総務課 ※
東海財務局 総務部 総務課 ※
近畿財務局 総務部 総務課 ※
中国財務局 総務部 総務課 ※
四国財務局 総務部 総務課 ※
九州財務局 総務部 総務課 ※
福岡財務支局 総務課 ※
沖縄総合事務局 財務部 財務課 ※
札幌国税局 課税第二部 酒税課 団体企業係
仙台国税局 課税第二部 酒類業調整官
関東信越国税局 課税第二部 酒税課 団体企業係
東京国税局 課税第二部 酒税課 団体企業係
金沢国税局 課税部 酒税課 団体企業係
名古屋国税局 課税第二部 酒税課 団体企業係
大阪国税局 課税第二部 酒税課 団体企業係
広島国税局 課税第二部 酒類業調整官
高松国税局 課税部 酒税課 団体企業係
福岡国税局 課税第二部 酒類業調整官
熊本国税局 課税部 酒類業調整官
沖縄国税事務所 酒類業調整官
大臣官房 文教施設企画･防災部施設企画課
北海道厚生局 健康福祉部健康福祉課
東北厚生局 健康福祉部健康福祉課
関東信越厚生局 健康福祉部健康福祉課
東海北陸厚生局 健康福祉部健康福祉課
近畿厚生局 健康福祉部健康福祉課
中国四国厚生局 健康福祉部健康福祉課
四国厚生支局 総務課
九州厚生局 健康福祉部健康福祉課
北海道農政事務所
東北農政局
関東農政局
北陸農政局
東海農政局
近畿農政局
中国四国農政局
九州農政局
沖縄総合事務局 農林水産部

連絡先電話番号
03-5253-2111（内線 85130）
03-5253-2111（内線 38108）
03-3213-1111（内線 3222）
03-3581-0141（内線 2137）
03-3506-6000（内線 3161）
03-5253-5111（内線 5158）
03-3580-4111（内線 2086）
03-5501-8000（内線 2250）
011-709-2311（内線 4242）
022-263-1111（内線 3013）
048-600-1111（内線 3013）
076-292-7860
052-951-1772
06-6949-6390（内線 3034）
082-221-9221（内線 3313）
087-811-7780（内線 213）
096-353-6351（内線 3014）
092-411-7604（内線 3306）
098-866-0091
011-231-5011（内線 4440）
022-263-1111（内線 3416）
048-600-3111（内線 2489）
03-3542-2111（内線 3175）
076-231-2131（内線 2515）
052-951-3511（内線 5550）
06-6941-5331（内線 2332）
082-221-9211（内線 3778）
087-831-3111（内線 456）
092-411-0031（内線 4417）
096-354-6171（内線 6199）
098-867-3601（内線 425）
03-5253-4111（内線 2324）
011-709-2311
022-726-9261
048-740-0732
052-959-2061
06-6942-2383
082-223-8264
087-851-9565
092-432-6781
011-330-8807
022-263-1111（内線 4396）
048-600-0600（内線 3881）
076-263-2161（内線 3988）
052-201-7271（内線 2266）
075-451-9161（内線 2745）
086-224-4511（内線 2162）
096-211-9111（内線 4363）
098-866-1673

※は照会先 提出先は各監督担当課まで

省庁名

経済産業省

国土交通省

環 境

省

担当局部課
北海道経済産業局 エネルギー対策課
東北経済産業局 エネルギー対策課
関東経済産業局 省エネルギー対策課
中部経済産業局 エネルギー対策課
近畿経済産業局 エネルギー対策課
中国経済産業局 エネルギー対策課
四国経済産業局 エネルギー対策課
九州経済産業局 エネルギー対策課
沖縄総合事務局 エネルギー対策課
総合政策局 環境政策課（本省）
東北地方整備局

連絡先電話番号
011-709-1753
022-221-4932
048-600-0364
052-951-2775
06-6966-6051
082-224-5741
087-811-8535
092-482-5474
098-866-1759
03-5253-8111（内線 24412）
022-225-2171（大代表）
048-601-3151（代表）
建設業：建設産業第一課(内線 6156)
関東地方整備局
不動産業:建設産業第二課(内線 6657)
下水道：都市整備課(内線 6177)
025-280-8880（代表）
下水道：都市住宅整備課下水道係
北陸地方整備局
（025-280-8755）
建設業・不動産業：計画建設産業課
（025-280-6571）
中部地方整備局
052-953-8119（代表）
近畿地方整備局
06-6942-1141（代表）
中国地方整備局
082-221-9231（代表）
四国地方整備局
087-851-8061（代表）
九州地方整備局
092-471-6331（代表）
沖縄総合事務局 開発建設部
098-866-1901（管理課）
北海道開発局
011-709-2311
北海道運輸局
011-290-2726
東北運輸局
022-791-7508
関東運輸局
045-211-7210
北陸信越運輸局
025-285-9152
中部運輸局
052-952-8007
近畿運輸局
06-6949-6410
神戸運輸監理部
078-321-3145
中国運輸局
082-228-3496
四国運輸局
087-802-6726
九州運輸局
092-472-3154
沖縄総合事務局 運輸部
098-866-1812
東京航空局
03-5275-9292
大阪航空局
06-6949-6211
○地方公共団体（日本標準産業分類の細分類番号 9811（都道府県機関）又は 9821（市町村機
関）に該当する事業）の提出窓口
北海道地方環境事務所 環境対策課
011-299-1952（直通）
東北地方環境事務所 環境対策課
022-722-2873（直通）
関東地方環境事務所 環境対策課
048-600-0815（直通）
関東地方環境事務所 新潟事務所
025-280-9560（代表）
中部地方環境事務所 環境対策課
052-955-2134（直通）
近畿地方環境事務所 環境対策課
06-4792-0703（直通）
中国四国地方環境事務所 環境対策課
086-223-1581（直通）
中国四国地方環境事務所 広島事務所
082-511-0006（代表）
中国四国地方環境事務所 四国事務所
087-811-7240（代表）
九州地方環境事務所 環境対策課
096-322-2411（直通）
○その他の提出窓口
北海道地方環境事務所 環境対策課
011-299-1952（直通）
東北地方環境事務所 資源循環課
022-722-2871（直通）

省庁名

防 衛

省

担当局部課
関東地方環境事務所 資源循環課
関東地方環境事務所 新潟事務所
中部地方環境事務所 資源循環課
近畿地方環境事務所 資源循環課
中国四国地方環境事務所 資源循環課
中国四国地方環境事務所 広島事務所
中国四国地方環境事務所 四国事務所
九州地方環境事務所 資源循環課
大臣官房 文書課 環境対策室

連絡先電話番号
048-600-0814（直通）
025-280-9560（代表）
052-955-2132（直通）
06-4792-0702（直通）
086-223-1584（直通）
082-511-0006（代表）
087-811-7240（代表）
096-322-2410（直通）
03-3268-3111（内線 20904）

