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府庁 航空混成団司令部 日本スポーツ振興センター

県庁 航空団 日本芸術文化振興会

区役所 航空団司令部 日本学生支援機構

市役所 航空方面隊司令部 海洋研究開発機構

町役場 混成団 国立高等専門学校機構

村役場 自衛隊 大学評価・学位授与機構

府議会 師団司令部 国立大学財務・経営センター

県議会 地方連絡部 日本原子力研究開発機構

市議会 飛行教育団 人間文化研究機構

区議会 方面総監部 自然科学研究機構

町議会 方面隊 高エネルギー加速器研究機構

村議会 旅団司令部 情報・システム研究機構

府知事 総合通信局 厚生局

県知事 総合通信事務所 労働局

市長 自治大学校 労働基準監督署

区長 管区行政評価局 公共職業安定所

町長 行政評価支局 マザーズハローワーク

村長 行政評価事務所 パートバンク

府教育委員会 情報通信研究機構 ハローワークプラザ

県教育委員会 平和祈念事業特別基金 就職サポートセンター

府選挙管理委員会 消防事務組合 キャリア交流プラザ

県選挙管理委員会 消防等事務組合 学生職業相談室

府人事委員会 貯金事務センター 学生職業センター

県人事委員会 貯金事務計算センター 社会保険事務局

道公平委員会 簡易保険事務センター 社会保険事務所

府公平委員会 逓信病院 都労働委員会

県公平委員会 郵政研修所 府労働委員会

府監査委員 郵政公社 植物防疫所

県監査委員 郵便局 農政局

都公安委員会 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 森林管理局

県公安委員会 入国者収容所 漁業調整事務所

都地方労働委員会 保護司選考会 農政事務所

道地方労働委員会 刑務所 統計・情報センター

県地方労働委員会 刑務支所 測地観測所

府収用委員会 拘置所 地方測量部

県収用委員会 拘置支所 河川事務所

海区漁業調整委員会 少年院 国道事務所

内水面漁場管理委員会 少年鑑別所 砂防事務所

市教育委員会 少年鑑別支所 ダム管理所

区教育委員会 婦人補導院 航空局

町教育委員会 入国管理センター 空港事務所

村教育委員会 検察庁 航空路監視レーダー事務所

市選挙管理委員会 法務局 航空衛星センター



区選挙管理委員会 矯正管区 航空無線標識所

町選挙管理委員会 地方更生保護委員会 航空無線通信所

村選挙管理委員会 保護観察所 船員地方労働委員会

市人事委員会 入国管理局 気象台

区人事委員会 公安調査局 測候所

町人事委員会 公安調査事務所 地域地震情報センター

村人事委員会 社会復帰促進センター 海上保安本部

市公平委員会 視察委員会 海上保安監部

町公平委員会 東京入国管理局横浜支局 海上保安部

村公平委員会 東京入国管理局成田空港支局 海上保安航空基地

市監査委員 大阪入国管理局神戸支局 海上警備救難部

区監査委員 大阪入国管理局関西空港支局 海上保安署

町監査委員 名古屋入国管理局中部空港支局 マリンパトロールステーション

村監査委員 福岡入国管理局那覇支局 情報通信管理センター

農業委員会 日本国大使館 海上交通センター

市固定資産評価審査委員会 日本国総領事館 特殊警備基地

町固定資産評価審査委員会 日本国政府代表部 特殊救難基地

村固定資産評価審査委員会 日本国領事館 機動防除基地

消防本部 日本国公使館 統制通信事務所

消防署 日本大使館 水路観測所

消防庁 日本総領事館 ロランセンター

消防局 日本領事館 航路標識事務所

府地方労働委員会 日本公使館 航空整備管理センター

府公安委員会 出張駐在官事務所 国際組織犯罪対策基地

道庁 兼勤駐在官事務所 海上保安試験研究センター

道知事 財務省 特殊救難隊

道選挙管理委員会 財務大臣 機動防除隊

道人事委員会 財政制度等審議会 海上保安管区

道収用委員会 関税・外国為替等審議会 航行警報

道公安委員会 関税等不服審査会 水路通報

道教育委員会 関税中央分析所 管区海上保安本部長

道議会 造幣局 海上保安監部長

道監査委員 造幣局東京支局 海上保安部長

都庁 造幣局広島支局 海上保安航空基地長

都知事 造幣博物館 海上警備救難部長

都選挙管理委員会 造幣局研究所 海上保安署長

都人事委員会 造幣局研修所 情報通信管理センター所長

都収用委員会 北海道財務局 海上交通センター所長

都公平委員会 北海道財務局函館財務事務所 航空整備管理センター所長

都教育委員会 北海道財務局旭川財務事務所 国際組織犯罪対策基地長

都議会 北海道財務局釧路財務事務所 特殊警備基地長

都監査委員 北海道財務局帯広財務事務所 特殊救難基地長

区公平委員会 東北財務局 機動防除基地長

区固定資産評価審査委員会 東北財務局青森財務事務所 統制通信事務所長

県監査委員会 東北財務局盛岡財務事務所 水路観測所長

町固定資産税評価審査委員会 東北財務局秋田財務事務所 ロランセンター所長

大宮地方環境整備組合 東北財務局山形財務事務所 航路標識事務所長

県労働委員会 東北財務局福島財務事務所 海上保安監



保健所 関東財務局 海上保安正

区監査委員会 関東財務局水戸財務事務所 海上保安士

県内水面漁場管理委員 関東財務局宇都宮財務事務所 海上保安士補

県内水面漁場管理委員会会長 関東財務局前橋財務事務所 運輸局

県選挙管理委員会委員長 関東財務局千葉財務事務所 地方交通審議会

県選挙管理委員 関東財務局東京財務事務所 自動車検査登録事務所

県選管 関東財務局横浜財務事務所 運輸支局

県選管委員長 関東財務局新潟財務事務所 海事事務所

市固定資産税評価委員会 関東財務局甲府財務事務所 航空交通管制部

支庁 関東財務局長野財務事務所 国立環境研究所

介護認定審査会 北陸財務局 海総合調査評価委員会

道労働委員会 北陸財務局富山財務事務所 環境パートナーシップオフィス

北海道財務局北見出張所 北陸財務局福井財務事務所 地域環境保全基金

北海道財務局小樽出張所 東海財務局 影響評価情報支援ネットワーク

福岡財務支局小倉出張所 東海財務局岐阜財務事務所 地方環境事務所

独立行政法人評価委員会 東海財務局静岡財務事務所 自然環境事務所

中国財務局呉出張所 東海財務局津財務事務所 自然保護官事務所

情報公開・個人情報保護審査会 近畿財務局 裁判所

消防組合 近畿財務局大津財務事務所 検察審査会

警察署長 近畿財務局京都財務事務所 経済産業局

管区警察局 近畿財務局神戸財務事務所 地域担当官事務所

管区警察学校 近畿財務局奈良財務事務所 原子力保安検査官室

海難審判理事所 近畿財務局和歌山財務事務所 原子力保安検査官事務所

海難審判庁 中国財務局 保安検査等検査官室

海上保安庁 中国財務局鳥取財務事務所 産業保安監督部

宇宙航空研究開発機構 中国財務局松江財務事務所 アルコール事務所

国税不服審判所 中国財務局岡山財務事務所 通商事務所

警察署 中国財務局山口財務事務所 特許室

防衛施設局 四国財務局 関東財務局筑波出張所

海上訓練指導隊 四国財務局徳島財務事務所 関東財務局立川出張所

幹部学校 四国財務局松山財務事務所 関東財務局横須賀出張所

幹部候補生学校 四国財務局高知財務事務所 東海財務局沼津出張所

基地隊 九州財務局 近畿財務局舞鶴出張所

教育隊 九州財務局大分財務事務所 中国財務局倉敷出張所

航空群 九州財務局宮崎財務事務所 中国財務局下関出張所

航空群司令部 九州財務局鹿児島財務事務所 九州財務局名瀬出張所

航空隊 福岡財務支局 福岡財務支局佐世保出張所

護衛隊 福岡財務支局佐賀財務事務所 自立更生促進センター

護衛隊群 福岡財務支局長崎財務事務所 知事

護衛隊群司令部 税関 幼稚園

術科学校 税関支署 保育所

整備補給隊 外郵出張所 保育園

潜水隊 国税局 小学校

潜水隊群 税務署 中学校

潜水隊群司令部 酒類総合研究所 中学

掃海隊 文部科学大臣 高等学校

地方総監部 文部科学省 高校

地方隊 文化庁 中等教育学校



通信隊 国立教育政策研究所 専門学校

幕僚監部 科学技術政策研究所 専修学校

防備隊 日本学士院 盲学校

補給処 日本芸術院 養護学校

造修補給所 地震調査研究推進本部 聾学校

整備補給所 日本ユネスコ国内委員会 支援学校

補給本部 中央教育審議会 大学

ミサイル艇隊 教科用図書検定調査審議会 役所

練習隊 大学設置・学校法人審議会 役場

教育訓練隊 国立大学法人評価委員会 議会

輸送隊 科学技術・学術審議会 知事

海上補給隊 放射線審議会 教育委員会

分遣隊 宇宙開発委員会 選挙管理委員会

支援隊 原子力損害賠償紛争審査会 人事委員会

派遣隊 文化審議会 公平委員会

航空修理隊 宗教法人審議会 監査委員

海洋観測所 水戸原子力事務所 公安委員会

開発隊 国立特殊教育総合研究所 地方労働委員会

警備隊 大学入試センター 収用委員会

業務隊 国立青少年教育振興機構 固定資産評価審査委員会

衛生隊 国立女性教育会館 消防学校

陸警隊 国立国語研究所 固定資産税評価審査委員会

港務隊 国立科学博物館 監査委員会

水中処分隊 物質・材料研究機構 内水面漁場管理委員

警備所 防災科学技術研究所 内水面漁場管理委員会会長

磁気測定所 放射線医学総合研究所 選挙管理委員会委員長

警務隊 国立美術館 選挙管理委員

情報保全隊 国立博物館 選管

潜水医学実験隊 文化財研究所 選管委員長

印刷補給隊 教員研修センター 固定資産税評価委員会

契約管理事務所 科学技術振興機構 労働委員会

航空警戒管制隊 日本学術振興会

航空警戒管制団 理化学研究所


