
郵便番号 住                        所 担当部署等 電話番号
国立国語研究所 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル２

階
総務課人事係 03-6402-9215 人間文化研究機構

メディア教育開発センター 263-8522 千葉市稲毛区弥生町１ －３３ 企画総務部人事労務課給与マネジメント
室共済係

043-290-2079 千葉大学

大阪外国語大学 565-0871 吹田市山田丘１－１ 総務企画部人事課職員第二係 06-6879-4404 大阪大学

国立博物館 110-8712 台東区上野公園１３－９ 総務企画課人事担当 03-3822-2438 国立文化財機構

文化財研究所 110-8712 台東区上野公園１３－９ 総務企画課人事担当 03-3822-2438 国立文化財機構

函館工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

苫小牧工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

釧路工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

旭川工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

八戸工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

一関工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

宮城工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

仙台電波工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

秋田工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

鶴岡工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

福島工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

文部科学省

共済組合名 旧支部名 旧所属所名

年金の請求窓口

備考（現窓口）



郵便番号 住                        所 担当部署等 電話番号
茨城工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

小山工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

群馬工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

木更津工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

東京工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

長岡工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

富山工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

富山商船高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

石川工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

福井工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

長野工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

岐阜工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

沼津工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

豊田工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

鳥羽商船高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

鈴鹿工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

備考（現窓口）共済組合名 旧支部名 旧所属所名

年金の請求窓口



郵便番号 住                        所 担当部署等 電話番号
舞鶴工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

明石工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

奈良工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

和歌山工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

米子工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

松江工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

津山工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

広島商船高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

呉工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

徳山工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

宇部工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

大島商船高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

阿南工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

高松工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

詫間電波工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

新居浜工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

共済組合名 旧支部名 旧所属所名

年金の請求窓口

備考（現窓口）



郵便番号 住                        所 担当部署等 電話番号
弓削商船高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

高知工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

久留米工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

有明工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

北九州工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

佐世保工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

熊本電波工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

八代工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

大分工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

都城工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

鹿児島工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

沖縄工業高等専門学校 193-0834 八王子市東浅川町701 －2 人事課共済係 042-662-3156 国立高等専門学校機構

富山医科薬科大学 930－8555 富山市五福3190 総務部労務管理室 076-445-6532 富山大学

髙岡短期大学 930－8555 富山市五福3190 総務部労務管理室 076-445-6532 富山大学

筑波技術短期大学 305-0005 つくば市天久保４－３－１５ 総務課人事係 029-858-9308 筑波技術大学

国文学研究資料館 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル２
階

総務課人事係 03-6402-9215 人間文化研究機構

備考（現窓口）共済組合名 旧支部名 旧所属所名

年金の請求窓口



郵便番号 住                        所 担当部署等 電話番号
国際日本文化研究センター 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル２

階
総務課人事係 03-6402-9215 人間文化研究機構

国立民族学博物館 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル３
階

総務課人事係 03-6402-9215 人間文化研究機構

国立歴史民俗博物館 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル４
階

総務課人事係 03-6402-9215 人間文化研究機構

国立天文台 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル５
階

総務課職員係 03-5425-1893 自然科学研究機構

核融合科学研究所 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル６
階

総務課職員係 03-5425-1893 自然科学研究機構

岡崎国立共同研究機構 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル７
階

総務課職員係 03-5425-1893 自然科学研究機構

緯度観測所 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル８
階

総務課職員係 03-5425-1893 自然科学研究機構

国立極地研究所 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル９
階

総務課人事・労務係 03ｰ6402-6209 情報・システム研究機構

国立遺伝学研究所 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル１０
階

総務課人事・労務係 03ｰ6402-6209 情報・システム研究機構

統計数理研究所 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル１１
階

総務課人事・労務係 03ｰ6402-6209 情報・システム研究機構

国立情報学研究所 105-0001 港区虎ノ門４－３－１３ヒューリック 神谷町ビル２
階

総務課人事・労務係 03ｰ6402-6209 情報・システム研究機構

東京商船大学 108-8477 港区港南4 －5 －7 人事課職員厚生係 03-5463-4103 東京海洋大学

東京水産大学 108-8477 港区港南4 －5 －7 人事課職員厚生係 03-5463-4103 東京海洋大学

福井医科大学 910-1193 福井県吉田郡永平寺町 松岡下合月２３－ ３ 人事労務課共済組合係 0776-61-8228 福井大学

神戸商船大学 657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１ 人事労務課福利安全グループ 078-803-5147 神戸大学

島根医科大学 690-8504 松江市西川津町1060 人事労務課給与・共済グループ
（共済担当）

0852-32-6638 島根大学

共済組合名 旧支部名 旧所属所名

年金の請求窓口

備考（現窓口）



郵便番号 住                        所 担当部署等 電話番号
香川医科大学 760-8521 高松市幸町１－１ 給与福利グループ 087-832-1098 香川大学

高知医科大学 780-8520 高知市曙町2 －5 －1 人事課給与・共済係 088-844-8605 高知大学

九州芸術工科大学 819-0395 福岡市西区元岡７４４ 人事給与課人事係 092-802-2241 九州大学

佐賀医科大学 840-8502 佐賀市本庄町１ 人事課共済組合担当 0952-28-8140 佐賀大学

大分医科大学 870-1192 大分市大字旦野原７００番地 人事課共済・給与支給グループ
（共済）

097-554-7419 大分大学

宮崎医科大学 889-2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 人事課職員・共済係（職員担当） 0985-58-7110 宮崎大学

宇宙科学研究所 182-8522 東京都調布市深大寺東町７－４４－１ 人事部職員課 050-3362-8326 宇宙航空研究開発機構

航空宇宙技術研究所 182-8522 東京都調布市深大寺東町７－４４－１ 人事部職員課 050-3362-8326 宇宙航空研究開発機構

図書館情報大学 305-8577 つくば市天王台1 丁目1 番地１ 総務部人事課福祉担当 029-853-2098 筑波大学

図書館短期大学 305-8577 つくば市天王台1 丁目1 番地１ 総務部人事課福祉担当 029-853-2098 筑波大学

東京教育大学 305-8577 つくば市天王台1 丁目1 番地１ 総務部人事課福祉担当 029-853-2098 筑波大学

山梨医科大学 400-8510 甲府市武田４-４-３７ 人事課福利厚生グループ 055-220-8744 山梨大学

高エネルギー物理学研究所 305-0801 つくば市大穂１－１ 人事労務課福利厚生室 共済福祉係 029-864-5149 高エネルギー加速器研究機構

奈良学芸大学 630-8528 奈良市高畑町 総務課給与担当 0742-27-9359 奈良教育大学

科学技術庁 100-8959 千代田区霞が関３－２－２ 人事課福利厚生室共済第五係 03-5253-4111 文部科学省

科学技術政策研究所 100-8959 千代田区霞が関３－２－２ 人事課福利厚生室共済第五係 03-5253-4111 文部科学省

備考（現窓口）共済組合名 旧支部名 旧所属所名

年金の請求窓口



郵便番号 住                        所 担当部署等 電話番号
資源調査所 100-8959 千代田区霞が関３－２－２ 人事課福利厚生室共済第五係 03-5253-4111 文部科学省

金属材料技術研究所 305-0047 つくば市千現1 -2-1 人材部門人事室福利厚生係 029-859-2856 物質・材料研究機構

無機材質研究所 305-0047 つくば市千現1 -2-1 人材部門人事室福利厚生係 029-859-2856 物質・材料研究機構

国立防災科学技術センター 305-0006 つくば市天王台3-1 総務部総務グループ総務チーム 029-863-7714 防災科学技術研究所

国立教育政策研究所 100-8959 千代田区霞が関３－２－２ 人事課福利厚生室共済第五係 03-5253-4111 文部科学省

文化庁 100-8959 千代田区霞が関３－２－２ 人事課福利厚生室共済第五係 03-5253-4111 文部科学省

岐阜大学 464-8601 名古屋市千種区不老町 人事企画課共済組合担当 052-789-2086 東海国立大学機構

名古屋大学 464-8601 名古屋市千種区不老町 人事企画課共済組合担当 052-789-2086 東海国立大学機構

共済組合名 旧支部名 旧所属所名

年金の請求窓口

備考（現窓口）
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