
遊休資産対象財産一覧

一般会計 　　 　４９施設(Ｐ１～２)

　特別会計　　  ６９９施設(Ｐ３～２８)

　　　　 　　合計　　 　　 ７４８施設



1 厚生労働省大臣官房会計課 厚生労働省中目黒宿舎 東京都目黒区 中目黒２－３１０－１

2 厚生労働省大臣官房会計課 厚生労働省中目黒第二宿舎 東京都目黒区 中目黒２―３１０－３

3 国立療養所多磨全生園 多磨全生園 東京都東村山市 青葉町４―１―１０

4 国立療養所多磨全生園 多磨全生園社会復帰訓練所 東京都東村山市 青葉町２―１８―３５

5 国立療養所長島愛生園 長島愛生園皇子谷南側宿舎 岡山県瀬戸内市 邑久町虫明４４４６

6 福岡検疫所 福岡検疫所長崎検疫所支所女神措置場 長崎県長崎市 戸町４－９１３－１

7 福岡検疫所 福岡検疫所長崎検疫所支所宿舎 長崎県長崎市 戸町４－９１３－１

8 関東信越厚生局 関東信越厚生局 東京都目黒区 中目黒２－４－２３

9 関東信越厚生局 関東信越厚生局麻薬取締部 東京都目黒区 中目黒２―４―１４

10 関東信越厚生局 中目黒倉庫 東京都目黒区 中目黒２－４－１４

11 北海道労働局 北見監督署三楽南宿舎 北海道北見市 三楽町１３３番地２

12 北海道労働局 名寄監督署３条宿舎 北海道名寄市 西３条北２丁目７番地

13 北海道労働局 滝川公共職業安定所深川分室 北海道深川市 ４条１６番２６号

14 北海道労働局 岩見沢職安日の出台宿舎 北海道岩見沢市 日の出台１丁目１４－４

15 北海道労働局 名寄職安西４条宿舎 北海道名寄市 西４条南１丁目１－２

16 北海道労働局 紋別職安潮見町宿舎 北海道紋別市 潮見町１丁目７０番２

17 北海道労働局 紋別職安大山町宿舎（一般会計） 北海道紋別市 大山町１丁目２９番地２

18 青森労働局 十和田第二宿舎 青森県十和田市 西十二番町１６－１０

19 青森労働局 むつ第一宿舎 青森県むつ市 若松町２－１９

20 岩手労働局 一関公共職業安定所 岩手県一関市 城内３９－２２、３９－３２、３９－３３

21 岩手労働局 一関公共職業安定所千厩出張所 岩手県一関市 千厩町千厩字石堂２０－３

22 秋田労働局 能代労働基準監督署署員宿舎２号 秋田県能代市 緑町１３４

23 秋田労働局 横手労働基準監督署署員宿舎 秋田県横手市 大屋新町字新町８６―５

24 茨城労働局 常陸鹿嶋公共職業安定所鉾田分室宿舎 茨城県鉾田市 塔ケ崎１２－４

25 埼玉労働局 埼玉労働局岸町庁舎 埼玉県さいたま市浦和区 岸町５―８―１３

26 埼玉労働局 浦和宿舎 埼玉県さいたま市浦和区 東高砂町２５―１９

27 千葉労働局 木更津労働基準監督署署長宿舎 千葉県木更津市 高柳５４８０

遊休資産対象財産一覧（一般会計）

番号 部局名 口座名 代表所在地



28 新潟労働局 柏崎労働基準監督署一課長宿舎 新潟県柏崎市 大久保２丁目字東５７６－４

29 長野労働局 飯田労働基準監督署署長課長宿舎 長野県飯田市 正永町１－１２１８ー４８

30 長野労働局 諏訪公共職業安定所職員宿舎 長野県諏訪市 大字上諏訪字鍜冶畑６６０１－１

31 三重労働局 熊野労働基準監督署署長宿舎 三重県熊野市 有馬町字津ノ脇１４８８番４

32 三重労働局 熊野労働基準監督署一課長宿舎 三重県熊野市 有馬町字津ノ脇１４８８番４

33 滋賀労働局 長浜労働基準監督署庁舎 滋賀県長浜市 神前町６番２１号

34 大阪労働局 大阪西労働基準監督署 大阪府大阪市西区 南堀江１丁目５３番６

35 大阪労働局 淀川労働基準監督署 大阪府大阪市淀川区 新北野１－１３－２４

36 和歌山労働局 和歌山労働局 和歌山県和歌山市 中之島２２４９、２２５０番地

37 鳥取労働局 境港公共職業安定所 鳥取県境港市 昭和町１１－１８

38 岡山労働局 岡山労働局東山宿舎 岡山県岡山市中区 門田文化町３－７－１６

39 岡山労働局 岡山労働局津山宿舎３号 岡山県津山市 林田字大山５３６―１７

40 広島労働局 府中労働基準監督署 広島県府中市 鵜飼町字カラス田４０－１３

41 広島労働局 廿日市労働基準監督署 広島県廿日市市 桜尾本町９２９－１７外

42 広島労働局 呉公共職業安定所広職業相談室 広島県呉市 広大新開１－１０７１５－１外

43 山口労働局 山口労働基準局長宿舎 山口県山口市 大字上宇野令岩崎２２２３－８

44 愛媛労働局 宇和島労働基準監督署 愛媛県宇和島市 丸之内５丁目２０４番

45 愛媛労働局 新須賀町宿舎 愛媛県新居浜市 南小松原町乙４２７番１０７

46 福岡労働局 薬院宿舎 福岡県福岡市中央区 薬院４－３９６、４－４０３、４－４０４

47 佐賀労働局 佐賀労働局長宿舎 佐賀県佐賀市 水ヶ江４丁目６７

48 熊本労働局 荒尾職安職員第二宿舎 熊本県荒尾市 荒尾字笹尾２２００－９９

49 宮崎労働局 局長宿舎 宮崎県宮崎市 清水２丁目３７－５



1 年金局 北海道船員保険健康福祉センター 北海道小樽市 朝里川温泉１

2 年金局 長野船員保険健康福祉センター 長野県諏訪郡富士見町 立沢広原１－１１８２

3 年金局 船員保険総合福祉センター 兵庫県神戸市北区 山田町原野

4 年金局 福岡船員保険健康福祉センター 福岡県久留米市 山本町耳納字荒木１－１

5 労働基準局 磁気テ－プ保管庫 東京都清瀬市 梅園１－４－６

6 労働基準局 旧特殊法人労働福祉事業団松戸職員宿舎 千葉県松戸市 胡録台字小野１５５－２

7 職業安定局 吉祥寺宿舎 東京都三鷹市 井の頭５丁目７－２５

8 職業安定局 旧雇用・能力開発機構本部職員宿舎（柏） 千葉県柏市 旭町６丁目９２１番

9 職業安定局 旧雇用・能力開発機構東京出稼労働者援護相談所 東京都台東区 東上野３－５２－２

10 職業安定局 旧雇用・能力開発機構本部職員宿舎（保土ヶ谷） 神奈川県横浜市保土ケ谷区 常盤台２８２番

11 北海道労働局 北海道労働局庁舎 北海道札幌市南区 南３６条西１０丁目

12 北海道労働局 函舘監督署深堀宿舎 北海道函館市 深堀町１０番地２号

13 北海道労働局 小樽監督署幸町宿舎 北海道小樽市 幸町４丁目２０番７号

14 北海道労働局 滝川監督署北滝の川宿舎 北海道滝川市 滝の川西４丁目２番

15 北海道労働局 北見監督署三楽宿舎 北海道北見市 三楽町１３３番地の２

16 北海道労働局 名寄監督署西３条宿舎 北海道名寄市 西３条北２丁目８

17 北海道労働局 名寄監督署栄町宿舎 北海道名寄市 西１１条北２丁目１２－４４

18 北海道労働局 旭川労働基準監督署 北海道旭川市 大町３条４丁目３６３９番１

19 北海道労働局 小樽労働基準監督署倶知安支署 北海道虻田郡倶知安町 北２条東３丁目２番６８

20 北海道労働局 岩見沢監督署日の出町宿舎 北海道岩見沢市 ２丁目２６３番

21 北海道労働局 岩見沢監督署春日宿舎 北海道岩見沢市 春日町４丁目１４４番２

22 北海道労働局 岩見沢監督署日の出南町宿舎 北海道岩見沢市 日の出台１丁目１０６番２

23 北海道労働局 旭川監督署末広宿舎 北海道旭川市 末広３条６丁目２６３番１２０

24 北海道労働局 釧路監督署春採２号宿舎 北海道釧路市 春採３丁目２１９番３３

代表所在地

遊休資産対象財産一覧（特別会計）

ＮＯ 部局名 口座名



25 北海道労働局 函館監督署江差緑が丘宿舎 北海道檜山郡江差町 字緑丘３８番２

26 北海道労働局 岩見沢公共職業安定所美唄出張所 北海道美唄市 東７条北１丁目

27 北海道労働局 紋別職安南が丘町宿舎 北海道紋別市 南が丘町７丁目２４番地の６

28 北海道労働局 函館職安江差柏町宿舎 北海道檜山郡江差町 字柏町１番地の２

29 北海道労働局 岩見沢職安美唄宿舎（雇用勘定） 北海道美唄市 東６条南２丁目１４５１番４０３

30 北海道労働局 帯広職安音更宿舎 北海道河東郡音更町 柳町北区２２番地

31 北海道労働局 函館職安深堀町宿舎 北海道函館市 深堀町１２番地１０号

32 北海道労働局 網走職安大曲宿舎 北海道網走市 大曲２丁目１８番地８号

33 北海道労働局 釧路職安美原宿舎 北海道釧路市 美原３丁目２１番地１０号

34 北海道労働局 滝川公共職業安定所芦別出張所 北海道芦別市 北１条東２―６―１３

35 北海道労働局 名寄職安西１０条宿舎 北海道名寄市 西１０条北２丁目１２番１７

36 北海道労働局 室蘭職安日の出町宿舎 北海道室蘭市

37 北海道労働局 千歳職安夕張鹿の谷宿舎 北海道夕張市 鹿の谷山手町６１番

38 北海道労働局 岩内職安野束宿舎 北海道岩内郡岩内町 字野束１６２番地２５

39 北海道労働局 滝川職安滝の川第３宿舎 北海道滝川市 滝の川町東２丁目１１２０

40 北海道労働局 留萌職安沖見町宿舎 北海道留萌市 沖見町６丁目１７番地９

41 北海道労働局 旧雇用・能力開発機構北海道能開大寄宿舎 北海道小樽市 銭函３丁目１８３番１

42 北海道労働局 旧雇用・能力開発機構北海道能開大職員宿舎５～１０号 北海道小樽市 銭函３丁目１８３番２

43 北海道労働局 旧雇用・能力開発機構北海道センター職員宿舎野幌第一 北海道江別市 東野幌町２５番４

44 北海道労働局 旧雇用・能力開発機構北海道センター職員宿舎大麻 北海道江別市 大麻園町２８番５

45 青森労働局 八戸労働基準監督署庁舎 青森県八戸市 江陽１丁目２７－１７

46 青森労働局 造道宿舎 青森県青森市 岡造道１－１－２３

47 青森労働局 八戸旭ヶ丘団地第１宿舎 青森県八戸市 旭ヶ丘４－１－４８

48 青森労働局 是川団地宿舎 青森県八戸市 是川５－１３－１０

49 青森労働局 むつ労働基準監督署課長宿舎 青森県むつ市 大平町３９－２２

50 青森労働局 澤田宿舎 青森県青森市 岡造道１－６－１７

51 青森労働局 白銀台宿舎 青森県八戸市 白銀台１－３－５

52 青森労働局 小夜宿舎 青森県西津軽郡鰺ケ沢町 舞戸字小夜３１３－１

53 青森労働局 西滝宿舎 青森県青森市 西滝４－３６



54 青森労働局 松島宿舎 青森県五所川原市 松島町５－７－２

55 青森労働局 小夜３号宿舎 青森県西津軽郡鰺ケ沢町 大字舞戸町字小夜６７０番６３

56 青森労働局 八戸公共職業安定所三戸出張所 青森県三戸郡三戸町 大字梅内字城下３８番７

57 青森労働局 五所川原公共職業安定所鰺ヶ沢出張所 青森県西津軽郡鰺ケ沢町 本町２３２－２

58 岩手労働局 岩手労働局上田宿舎 岩手県盛岡市 上田３－３０１－６

59 岩手労働局 岩手労働局舘向宿舎 岩手県盛岡市 館向町４５－２２５

60 岩手労働局 花巻労働基準監督署主務課長宿舎 岩手県花巻市 浅沢１１１

61 岩手労働局 宮古監督署係長宿舎 岩手県宮古市 大字山口８―３４―３

62 岩手労働局 宮古労働基準監督署監督官宿舎 岩手県宮古市 長根２－５４－７

63 岩手労働局 宮古労働基準監督署一般職員宿舎 岩手県宮古市 佐原３－２２－１４９

64 岩手労働局 岩手労働局自動車々庫 岩手県盛岡市 山岸二丁目１５９番２、１６０番１

65 岩手労働局 岩手労働局山岸宿舎 岩手県盛岡市 山岸二丁目１５９番地２、１６０番１

66 岩手労働局 岩手労働局銭神沢宿舎 岩手県盛岡市 山岸１－６７－１

67 岩手労働局 岩手労働局北井崎宿舎 岩手県盛岡市 加賀野４－５３－５

68 岩手労働局 宮古公共職業安定所欠の下宿舎 岩手県宮古市 小山田第１地割字欠の下３５－５

69 岩手労働局 一関公共職業安定所真柴宿舎 岩手県一関市 千代田町２０２－５

70 岩手労働局 釜石公共職業安定所遠野出張所桜馬場宿舎 岩手県遠野市 等の町第２地割４９－１

71 岩手労働局 宮古公共職業安定所鍬ヶ崎宿舎 岩手県宮古市 鍬ヶ崎第５地割字日影４－７

72 岩手労働局 花巻公共職業安定所下小舟渡宿舎 岩手県花巻市 下小舟渡４４－３

73 宮城労働局 宮城労働基準局荒巻２号宿舎 宮城県仙台市青葉区 滝道１－４９６

74 宮城労働局 石巻労働基準監督署蛇田宿舎 宮城県石巻市 向陽町３－１３－７

75 宮城労働局 宮城労働基準局荒巻宿舎 宮城県仙台市青葉区 滝道１－４７８

76 宮城労働局 宮城労働基準局中江宿舎 宮城県仙台市青葉区 中江２－９－７

77 宮城労働局 宮城労働基準局旭が丘宿舎 宮城県仙台市青葉区 旭が丘１－１８－２５

78 宮城労働局 石巻労働基準監督署二課長宿舎 宮城県石巻市 羽黒町２－９－２３

79 宮城労働局 気仙沼労働基準監督署二課長宿舎 宮城県気仙沼市 字本町２－７－３９

80 宮城労働局 古川労働基準監督署二課長宿舎 宮城県大崎市 古川駅南１－３０

81 宮城労働局 大河原労働基準監督署二課長宿舎 宮城県柴田郡柴田町 北船岡３－４－１０５

82 宮城労働局 宮城労働基準局長岫宿舎 宮城県仙台市太白区 緑が丘４－２０－１４



83 宮城労働局 仙台労働基準監督署荒巻２号宿舎 宮城県仙台市青葉区 桜ヶ丘５－１３－８３９

84 宮城労働局 気仙沼労働基準監督署赤岩宿舎 宮城県気仙沼市 赤岩石かぶと３１－５

85 宮城労働局 連坊宿舎 宮城県仙台市若林区 連坊小路６０－２

86 宮城労働局 迫町宿舎 宮城県登米市 佐湯字南元丁６９－６

87 宮城労働局 古川市宿舎 宮城県大崎市 栄町１５－１８

88 宮城労働局 気仙沼市赤岩宿舎 宮城県気仙沼市 字赤岩牧沢４４－１４８

89 宮城労働局 築館公共職業安定所宿舎 宮城県栗原市 字下待井５９－１０３

90 宮城労働局 旧東北能開大職員宿舎９～１０号 宮城県栗原市 字照越町田１０６－１３

91 宮城労働局 旧東北能開大職員宿舎あ～え号 宮城県栗原市 字萩沢土橋３２－４３

92 宮城労働局 旧宮城職業能力開発促進センター職員宿舎高崎１～２号 宮城県多賀城市 高崎１丁目２０の１

93 宮城労働局 旧宮城職業能力開発促進センター職員宿舎高崎３号 宮城県多賀城市 高崎１丁目２０の１

94 秋田労働局 横手大屋新町宿舎 秋田県横手市 大屋新町字新町８６―６

95 秋田労働局 手形才の浜宿舎 秋田県秋田市 手形才の浜３１ー７

96 秋田労働局 楢山宿舎 秋田県秋田市 南通宮田６６番１０

97 秋田労働局 大曲宿舎 秋田県大仙市 日の出町一丁目３７－６

98 秋田労働局 湯沢宿舎 秋田県湯沢市 字下山谷３１―２

99 秋田労働局 秋田短大宿舎８号 秋田県大館市 釈迦内獅子ヶ森１番３８

100 秋田労働局 本荘（西目）宿舎 秋田県由利本荘市 西目町沼田字新道下２－３１７

101 秋田労働局 横手宿舎 秋田県横手市 婦気大提下久保１１５番地

102 山形労働局 村山作野宿舎 山形県村山市 楯岡笛田２－６１４３－１５

103 山形労働局 旧特殊法人雇用・能力開発機構新庄職業能力開発促進センター職員宿舎６号 山形県新庄市 大字福田字裏新田１６３－２　他

104 福島労働局 福島労働局本内第二宿舎 福島県福島市 本内字南河原４１－５

105 福島労働局 会津労働基準監督署日吉町宿舎 福島県会津若松市 日吉町８－４６

106 福島労働局 福島労働局岡島宿舎 福島県福島市 岡島字向中島４１－６

107 福島労働局 福島労働局岡島第二宿舎 福島県福島市 岡島字向中島１０６－３

108 福島労働局 郡山労働基準監督署富田宿舎 福島県郡山市 登戸３６－１１

109 福島労働局 須賀川労働基準監督署千日堂宿舎 福島県須賀川市 千日堂４０－４

110 福島労働局 古屋敷宿舎 福島県須賀川市 古屋敷６１―６

111 福島労働局 昭和町宿舎 福島県白河市 昭和町１２８―３



112 茨城労働局 千波町宿舎 茨城県水戸市 千波町宿舎２７８０－８

113 茨城労働局 住吉町宿舎跡地 茨城県水戸市 住吉町１９３－４６

114 茨城労働局 旧雇用・能力開発機構茨城センター職員宿舎 茨城県土浦市 乙戸

115 茨城労働局 酒門宿舎跡地 茨城県水戸市 酒門町１２５４－２

116 栃木労働局 大田原労働基準監督署 栃木県大田原市 紫塚１―１―２１

117 栃木労働局 上の山宿舎 栃木県大田原市 山の手２―２０―１６

118 栃木労働局 日吉台宿舎 栃木県鹿沼市 日吉町６６９―５

119 栃木労働局 平川宿舎 栃木県栃木市 大宮町南堀の内２５４９－２外

120 栃木労働局 佐野労働基準監督署 栃木県佐野市 富岡町字富岡１２９６－２

121 栃木労働局 小山公共職業安定所 栃木県小山市 若木町１丁目１５９５－５

122 栃木労働局 佐野市宿舎 栃木県佐野市 大栗町８５―５

123 栃木労働局 旧雇用・能力開発機構関東能開大職員宿舎１～４号 栃木県小山市 大字田間字宿尻７１５－４

124 栃木労働局 旧栃木職業能力開発促進センター職員宿舎今市 栃木県日光市 山口字入ノ内９２８－６

125 群馬労働局 高崎労働基準監督署鶴辺宿舎 群馬県高崎市 石原町字鶴辺３４３９番５９

126 群馬労働局 緑ヶ丘宿舎 群馬県前橋市 緑ヶ丘町１４番９

127 群馬労働局 前箱田宿舎 群馬県前橋市 前箱田２－１６－３

128 群馬労働局 百軒町宿舎 群馬県前橋市 朝日町１－２－１１

129 群馬労働局 向町宿舎 群馬県前橋市 平和町１－１２－９

130 群馬労働局 旧群馬障害者職業センター 群馬県前橋市 平和町１丁目６１番地８

131 群馬労働局 岩神町宿舎 群馬県前橋市 岩神町２－１２－１３

132 群馬労働局 元総社町宿舎 群馬県前橋市 元総社町１５２－２３５

133 群馬労働局 前箱田第二宿舎 群馬県前橋市 前箱田町２－１９－１

134 埼玉労働局 大谷場宿舎 埼玉県さいたま市南区 大谷場２丁目４１５－２

135 埼玉労働局 影森宿舎 埼玉県秩父市 上影森５２－４

136 埼玉労働局 大久保宿舎 埼玉県さいたま市桜区 大字塚本字西耕地１４６－３

137 埼玉労働局 北本宿舎 埼玉県北本市 石戸５―７２

138 埼玉労働局 上手宿舎 埼玉県北本市 石戸１―５９

139 埼玉労働局 東間宿舎 埼玉県北本市 東間８－６８，６９

140 千葉労働局 作草部宿舎 千葉県千葉市稲毛区 天台１丁目１０６５番



141 千葉労働局 四街道宿舎 千葉県四街道市 四街道１５２２

142 千葉労働局 木更津労働基準監督署課長宿舎 千葉県富津市 大リ塚１１８３－１８

143 千葉労働局 茂原労働基準監督署課長宿舎 千葉県茂原市 鷲の巣６１０

144 千葉労働局 成田労働基準監督署課長宿舎 千葉県香取市 玉造字三王台１３０－３

145 千葉労働局 旧日本障害者雇用促進協会障害者職業センター跡地 千葉県千葉市中央区 長洲２－６１－２

146 神奈川労働局 小高宿舎 神奈川県横浜市旭区 万騎が原８６－６

147 神奈川労働局 森崎宿舎 神奈川県横須賀市 森崎６－１－１

148 新潟労働局 小出労働基準監督署署長宿舎 新潟県魚沼市 四日町字川久保１９１－１７

149 新潟労働局 長岡労働基準監督署三課長宿舎 新潟県長岡市 美園２丁目８１９番３

150 新潟労働局 新潟労働基準局新津宿舎 新潟県新潟市秋葉区 新栄町１８０４－２

151 新潟労働局 高田労働基準監督署東城町職員宿舎 新潟県上越市 東城町１丁目字穴畑２１３番５

152 新潟労働局 上越公共職業安定所大潟出張所 新潟県上越市 大潟区犀潟字船割４１０

153 新潟労働局 高田宿舎 新潟県上越市 寺町一丁目字新畑２０２番１１

154 新潟労働局 上越北宿舎 新潟県上越市 春日新田１丁目１７９４番

155 富山労働局 新湊公共職業安定所 富山県射水市 本町２－１０－４７

156 福井労働局 旧福井職業能力開発促進センター職員宿舎７号 福井県越前市 松森町３字下太田１－２７

157 福井労働局 武生公共職業安定所朝日出張所 福井県丹生郡越前町 西田中４丁目５０１番

158 山梨労働局 山梨労働基準局朝日町宿舎 山梨県甲府市 朝日二丁目７－５

159 山梨労働局 敷島宿舎 山梨県甲斐市 大久保１４００－４

160 長野労働局 長野労働基準局労災監察官宿舎 長野県長野市 大字富竹字中屋敷３７４－３６

161 長野労働局 長野労働基準局調整係長宿舎 長野県長野市 富竹中屋敷３７４－３７

162 長野労働局 長野労働基準監督署監督官宿舎 長野県長野市 大字富竹中屋敷３７４－３２

163 長野労働局 松本労働基準監督署給付調査官宿舎 長野県松本市 寿豊丘２３４－７

164 長野労働局 松本労働基準監督署補償係長宿舎 長野県安曇野市 豊科２２４０－３

165 長野労働局 岡谷労働基準監督署職員宿舎 長野県岡谷市 上の原２７４－７

166 長野労働局 岡谷労働基準監督署給付調査官宿舎 長野県岡谷市 長地字丸山下辻５８２１－７

167 長野労働局 岡谷労働基準監督署職員宿舎 長野県岡谷市 長地字丸山下辻５８３２－１８

168 長野労働局 飯田労働基準監督署補償係長宿舎 長野県飯田市 上郷黒田３５１０－１３

169 長野労働局 中野労働基準監督署第二課長宿舎 長野県中野市 三好町１－２－２１



170 長野労働局 伊那労働基準監督署職員宿舎 長野県上伊那郡辰野町 伊那富１０３２－４６

171 長野労働局 長野労働基準監督署職員宿舎 長野県長野市 篠ノ井大字二ツ柳字神田２１５３－７

172 長野労働局 松本労働基準監督署労災課長宿舎 長野県松本市 沢村２－１８２４－２７

173 長野労働局 雇用保険課妻科第一宿舎 長野県長野市 南長野前沖７８１－１

174 長野労働局 雇用保険課北条宿舎 長野県長野市 大字高田八幡宮西沖１９８－１

175 長野労働局 佐久職安前山宿舎（１）（２） 長野県佐久市 前山中道１１２－４

176 長野労働局 上田公共職業安定所蒼久保宿舎 長野県上田市 蒼久保字中村４１８－２

177 長野労働局 大町公共職業安定所木崎宿舎 長野県大町市 大字平西キド９３７４－１

178 長野労働局 岡谷職安上ノ原宿舎 長野県岡谷市 上ノ原２７６－１

179 長野労働局 諏訪職安湖岸通宿舎 長野県諏訪市 湖岸通り５－１０９２－６

180 長野労働局 岡谷職安山下町第二宿舎 長野県岡谷市 山下町１－２３１３－１７

181 長野労働局 雇用保険課妻科第二宿舎 長野県長野市 南長野前沖７８９　他

182 長野労働局 飯田職安上飯田宿舎 長野県飯田市

183 長野労働局 岡谷職安小田野宿舎 長野県諏訪郡下諏訪町 小田野１８１６―１

184 長野労働局 小諸職安下郷土宿舎 長野県小諸市 甲字下郷土３９６１－１４

185 長野労働局 岡谷職安小田野宿舎（２）（３） 長野県諏訪郡下諏訪町 社字小田野４０４６－５７

186 長野労働局 飯田公共職業安定所鼎宿舎（１） 長野県飯田市 鼎切石５１０３－６７

187 長野労働局 飯田公共職業安定所鼎宿舎（２） 長野県飯田市 鼎切石５１０３－７３

188 岐阜労働局 駒背宿舎 岐阜県岐阜市 一日市場３丁目１４５

189 岐阜労働局 曙宿舎 岐阜県高山市 曙町３０４６

190 岐阜労働局 中津川宿舎 岐阜県中津川市 駒場町１６３－５

191 岐阜労働局 旭が丘宿舎 岐阜県多治見市 旭が丘４－１５

192 岐阜労働局 関第１宿舎 岐阜県関市 小屋名１４１９―２

193 岐阜労働局 旧岐阜職業能力開発促進センター職員宿舎大富１～２ 岐阜県土岐市 泉町大富字東山２０２６－４２

194 静岡労働局 磐田労働基準監督署課長宿舎 静岡県磐田市 見付４１４３－１１

195 静岡労働局 浜松労働基準監督署西島宿舎 静岡県浜松市南区 遠州浜３－２２－１２

196 静岡労働局 上足洗宿舎 静岡県静岡市葵区 上足洗３－７３０－８

197 静岡労働局 安東宿舎 静岡県静岡市葵区 安東２丁目１５－３３

198 静岡労働局 旧雇用・能力開発機構センター職員宿舎潮１ 静岡県藤枝市 潮字神田４９２番４８



199 静岡労働局 旧雇用・能力開発機構センター職員宿舎潮２ 静岡県藤枝市 潮字久保新田神田４９２番６

200 静岡労働局 旧雇用・能力開発機構センター職員宿舎大谷２ 静岡県静岡市駿河区 大谷字井庄段３９２３番２

201 愛知労働局 名古屋北公共職業安定所 愛知県名古屋市北区 大曽根四丁目７１９、７２０、７２１番地

202 愛知労働局 愛知センター職員宿舎跡地 愛知県愛西市 大字日置字下河田４０番１

203 三重労働局 栄町宿舎 三重県津市 栄町４丁目１８６番

204 三重労働局 半田宿舎 三重県津市 大字半田川田４５７番７

205 三重労働局 相川宿舎 三重県津市 久居相川町字西花領下１９５１番４７

206 三重労働局 相川第２宿舎 三重県津市 久居相川町字西花領下１９５１番６４

207 三重労働局 船江宿舎 三重県松阪市 船江町字草入４２６番２

208 三重労働局 久居宿舎 三重県津市 川方町４４６－３

209 三重労働局 神戸宿舎 三重県津市 大字神戸中垣内１４２４

210 三重労働局 神戸第二宿舎 三重県津市 大字神戸字中垣内１４２４番６

211 三重労働局 青谷宿舎 三重県津市 大字半田奥中面３２５１番６１

212 三重労働局 大曽根浦宿舎 三重県尾鷲市 大曽根浦字向地２７－１

213 三重労働局 小俣宿舎 三重県伊勢市 小俣町明野４３７番４

214 三重労働局 神戸宿舎 三重県津市 神戸中垣内１４２４－７

215 三重労働局 有馬町宿舎 三重県熊野市 有馬町字羽市木５１番５

216 三重労働局 能部宿舎 三重県桑名市 大字能部字北貝戸５７２－２・５７３－３

217 三重労働局 半田第一宿舎 三重県津市 大字半田字口青谷３４３４番２０

218 滋賀労働局 馬場西町宿舎 滋賀県大津市 馬場２丁目２－２７

219 大阪労働局 東大阪労働基準監督署 大阪府東大阪市 若江西新町１－６－５

220 大阪労働局 茨木労働基準監督署 大阪府茨木市 上穂東町１－６

221 大阪労働局 高槻宿舎 大阪府高槻市 別所中の町５２－２、５３－２

222 兵庫労働局 但馬労働基準監督署庁舎 兵庫県豊岡市 正法寺字幣添通６６４－１

223 兵庫労働局 鵯越筋宿舎 兵庫県神戸市兵庫区 氷室町２－６５

224 兵庫労働局 戸牧宿舎 兵庫県豊岡市 戸牧上大深１２３－１２７

225 兵庫労働局 柏原公共職業安定所 兵庫県丹波市 柏原町柏原字新町端南１０５８－１

226 兵庫労働局 姫路南公共職業安定所 兵庫県姫路市 広畑区正門通４－８

227 奈良労働局 尼ヶ辻町宿舎 奈良県奈良市 三条大路３－３－３８



228 奈良労働局 大和小泉宿舎 奈良県大和郡山市 小泉町３１１２－２５

229 奈良労働局 川上町宿舎 奈良県奈良市 川上町５６３－９

230 奈良労働局 法蓮町宿舎 奈良県奈良市 法蓮町７９２－６

231 奈良労働局 多聞町宿舎 奈良県奈良市 多聞町２４－４

232 奈良労働局 佐紀町宿舎 奈良県奈良市 佐紀町２８９５番地

233 奈良労働局 奉膳町宿舎 奈良県御所市 奉膳町１９７－２

234 奈良労働局 十市町宿舎 奈良県橿原市 十市町１１４０番３８

235 和歌山労働局 古屋宿舎 和歌山県和歌山市 古屋４３５

236 和歌山労働局 稲成宿舎 和歌山県田辺市 むつみ町字上田山４５１番地９８

237 和歌山労働局 目良宿舎 和歌山県田辺市 目良１８１８－８、１４

238 和歌山労働局 塩屋宿舎 和歌山県和歌山市 塩屋３７３－４

239 和歌山労働局 城之内宿舎 和歌山県橋本市 野字城之内２２７－２

240 和歌山労働局 明洋宿舎 和歌山県田辺市 芳養町字浜田３９８１－２９３

241 和歌山労働局 新庄宿舎 和歌山県田辺市 新庄町字西跡ノ浦２４３１ー１２

242 和歌山労働局 王子宿舎 和歌山県新宮市 王子町１丁目５１４７番１５，１６

243 和歌山労働局 関戸宿舎 和歌山県和歌山市 関戸８８－１０

244 和歌山労働局 湊宿舎 和歌山県和歌山市 和歌山市砂山南３－３－６６

245 和歌山労働局 今福宿舎 和歌山県和歌山市 西高松１丁目２３３番６

246 和歌山労働局 塩屋宿舎 和歌山県和歌山市 塩屋３丁目３５１－２

247 和歌山労働局 宇須宿舎 和歌山県和歌山市 東高松２－４４－９

248 和歌山労働局 旧日高職業能力開発促進センター職員宿舎１～５ 和歌山県日高郡日高町 大字志賀字赤坂１５４８番２

249 和歌山労働局 旧和歌山職業能力開発促進センター職員宿舎３ 和歌山県和歌山市 上野字膳棚２１９番

250 和歌山労働局 旧日高職業能力開発促進センター職員宿舎６～７ 和歌山県御坊市 岩内綿４番地３

251 和歌山労働局 新宮宿舎 和歌山県新宮市 新宮２１７０－４

252 和歌山労働局 芳養第一宿舎 和歌山県田辺市 芳養町４１６７－６２

253 和歌山労働局 芳養第二宿舎 和歌山県田辺市 芳養町４１６７－６２

254 鳥取労働局 上町宿舎 鳥取県鳥取市 上町１－１

255 鳥取労働局 浜坂宿舎 鳥取県鳥取市 浜坂４－１１－２８

256 鳥取労働局 倉吉労働基準監督署八幡宿舎 鳥取県倉吉市 八幡町３３１５－２



257 鳥取労働局 郡家公共職業安定所 鳥取県八頭郡八頭町 宮谷２００－４

258 鳥取労働局 滝山越塚宿舎 鳥取県鳥取市 滝山越塚ノ上４２６―６

259 鳥取労働局 旧鳥取職業能力開発促進センター職員宿舎古海３号 鳥取県鳥取市 古海字中開発１１３７番３

260 島根労働局 東朝日町宿舎 島根県松江市 東朝日町字宮ノ沖９８－３

261 島根労働局 上塩冶宿舎 島根県出雲市 上塩治町下沢２５５２－４０

262 島根労働局 乙吉宿舎 島根県益田市 乙吉町イ２０９－６

263 島根労働局 高津宿舎 島根県益田市 高津１―７―２

264 島根労働局 長沢宿舎 島根県浜田市 長沢町６０６－５

265 島根労働局 小福井宿舎１号 島根県浜田市 熱田町４５６－９

266 島根労働局 小福井宿舎２号 島根県浜田市 熱田町４５６－１３

267 島根労働局 奥谷町宿舎 島根県松江市 奥谷町１６２－３

268 島根労働局 春日町宿舎 島根県松江市 春日町６４５－２

269 島根労働局 下沢宿舎 島根県出雲市 上塩治字下沢２５５２－１１

270 島根労働局 益田町宿舎 島根県益田市 幸町６－４１

271 島根労働局 江津宿舎 島根県江津市 嘉久志町２３９７－２

272 島根労働局 旧島根職業能力開発促進センター宿舎安来１０～１１号 島根県安来市 西赤江町字神塚４２１番４

273 島根労働局 旧島根職業能力開発促進センター職員宿舎宍道１２号 島根県松江市 宍道町佐々布２１４８番２２

274 島根労働局 旧島根職業能力開発促進センター東光台７・８ 島根県松江市 東津田町石屋２１６８番２６９

275 島根労働局 川本町宿舎 島根県邑智郡川本町 大字川本１１８４－３

276 島根労働局 木次町宿舎 島根県雲南市 木次町下熊谷１２０５－７

277 岡山労働局 岡山労働局津山宿舎２号 岡山県津山市 小原字台の前５００－６

278 岡山労働局 岡山労働局東岡山宿舎２号 岡山県岡山市中区 国府市場南苫田５９２－４２

279 岡山労働局 岡山労働局倉敷宿舎２号 岡山県倉敷市 西岡字本村１２６２番８

280 岡山労働局 岡山労働局東岡山宿舎 岡山県岡山市東区 岡山市鉄字西ノ谷２１１－３１

281 岡山労働局 岡山労働局倉敷宿舎 岡山県倉敷市 西岡字本村１２６２番７

282 岡山労働局 妹尾箕島宿舎 岡山県岡山市南区 箕島字野田１４１１

283 岡山労働局 妹尾宿舎 岡山県岡山市南区 箕島字野田１３４４－１

284 岡山労働局 津山宿舎 岡山県津山市 沼７１０

285 広島労働局 呉船見町２．３号宿舎 広島県呉市 宮原９－７１－１



286 広島労働局 福山千田宿舎 広島県福山市 千田町大字藪路字下谷３９３－２

287 広島労働局 尾道東則末宿舎 広島県尾道市 東則末町１４６－３

288 広島労働局 尾道吉和宿舎 広島県尾道市 日比崎町４－１外

289 広島労働局 尾道向島宿舎 広島県尾道市 向島町字宇坪新開５８８０－３１

290 広島労働局 三次秋町１・２号宿舎 広島県三次市 下志和地町３００４

291 広島労働局 呉船見町１号宿舎 広島県呉市 宮原９－７１－１

292 広島労働局 府中２号宿舎 広島県府中市 鵜飼町字カラス田４０－３

293 広島労働局 尾道公共職業安定所世羅分室 広島県世羅郡世羅町 大字西上原字宮田垣内１１８－２

294 広島労働局 呉公共職業安定所旧呉東出張所 広島県呉市 広大新開１－１０７１５－１外

295 広島労働局 中之町宿舎 広島県三原市 中之町２５７５－４

296 広島労働局 南畑敷町宿舎 広島県三次市 南畑敷町４３６－１

297 広島労働局 頼兼町宿舎 広島県三原市 兼町２－２４９２－２

298 広島労働局 三庄町宿舎 広島県尾道市 因島三庄町字枇把ノ木ヶ内２５０３－３

299 広島労働局 中庄町宿舎 広島県尾道市 因島中庄町平ヶ崎２２８１－４

300 広島労働局 福山短大職員宿舎加茂１号 広島県福山市 加茂町下加茂丁２２－４

301 広島労働局 福山短大職員宿舎本庄１号 広島県福山市 北本庄２－１１１－２

302 広島労働局 広島能開センター職員宿舎高取台１号 広島県広島市安佐南区 高取北２－１１５－３５７

303 広島労働局 広島能開センター職員宿舎高取台２号 広島県広島市安佐南区 高取北２－１１５－２３３

304 山口労働局 小野田労働基準監督署庁舎 山口県山陽小野田市 くし山１丁目１７２３番地１９

305 山口労働局 山口労働基準局下宇野令宿舎 山口県山口市 黄金町２５８番地

306 山口労働局 山口労働基準局湯田宿舎 山口県山口市 泉町３－２６

307 山口労働局 徳山労働基準監督署一番丁宿舎 山口県周南市 大字徳山字一番丁４１７２番１

308 山口労働局 下松労働基準監督署河内宿舎 山口県下松市 若宮町５８番２５

309 山口労働局 下松労働基準監督署細迫宿舎 山口県下松市 大字河内字細迫５５１番３

310 山口労働局 岩国労働基準監督署玖珂宿舎 山口県岩国市 玖珂町字台之橋４９０７番８

311 山口労働局 県庁前宿舎 山口県山口市 大手町２１０５番地１３

312 山口労働局 吉敷宿舎 山口県山口市 佐畑５丁目２０８２番５

313 山口労働局 小野田労働基準監督署 山口県山陽小野田市 日の出一丁目１７９０－５

314 山口労働局 萩労働基準監督署江向宿舎 山口県萩市 大字江向２４０－１



315 山口労働局 宇部労働基準監督署亀浦宿舎 山口県宇部市 大字西岐波字亀浦４６５０－１２

316 山口労働局 宇部労働基準監督署猿田宿舎 山口県宇部市 開一丁目６０９番１０９

317 山口労働局 小野田公共職業安定所 山口県山陽小野田市 中川２丁目６６８６番９

318 山口労働局 下松公共職業安定所光出張所 山口県光市 浅江５－３－１１

319 山口労働局 徳山宿舎 山口県周南市 大字徳山字一番丁４１７２番２

320 山口労働局 宇部開宿舎 山口県宇部市 開一丁目２９７番２６

321 山口労働局 柳井宿舎 山口県柳井市 柳井字浄楽寺２３０１番２

322 山口労働局 堀内宿舎 山口県萩市 大字堀内２５８－４４

323 山口労働局 上宇野令宿舎 山口県山口市 上宇野令字春日２０７７

324 山口労働局 下関宿舎 山口県下関市 富任町一丁目１０８６－７

325 山口労働局 小野田宿舎 山口県山陽小野田市 大字小野田１３１５－２０

326 山口労働局 大島宿舎 山口県大島郡周防大島町 久賀字地田５０８１－２

327 山口労働局 平安古宿舎 山口県萩市 大字平安古字大下１９－３

328 山口労働局 旧山口職業能力開発促進センター職員宿舎高洲 山口県山陽小野田市 大字東高泊字高洲中１３８３番地３

329 徳島労働局 池田町宿舎１号 徳島県三好市 ウエノ２７１０－１

330 徳島労働局 鯛浜宿舎 徳島県板野郡北島町 鯛浜字西の須１２番地の１５

331 徳島労働局 池田町宿舎２．３号 徳島県三好市 ウエノ２７１３－４

332 徳島労働局 中常三島町宿舎 徳島県徳島市 中常三島町２－１７－２

333 徳島労働局 富岡町宿舎 徳島県阿南市 横見町高川原５７－４

334 徳島労働局 錦野宿舎 徳島県徳島市 川内町宮島錦野４２－９

335 徳島労働局 河原宿舎 徳島県板野郡北島町 中村字河原１の２

336 徳島労働局 阿波池田宿舎２号 徳島県三好市 池田町シンマチ１５２６９－６

337 香川労働局 宮脇宿舎 香川県高松市 宮脇町１丁目１８－７

338 香川労働局 内間宿舎 香川県高松市 宮脇町２丁目９６１－８

339 香川労働局 大内二課長宿舎 香川県東かがわ市 三本松２０６３番２

340 香川労働局 中央町宿舎 香川県高松市 中央町２０－６

341 愛媛労働局 平形１号宿舎 愛媛県新居浜市 平形町甲８１５番２３７

342 愛媛労働局 小栗宿舎 愛媛県松山市 小栗３丁目４１８番５

343 愛媛労働局 八代１号宿舎 愛媛県八幡浜市 大字八代１７１番３



344 愛媛労働局 谷町宿舎 愛媛県松山市 谷町甲９７－１４

345 愛媛労働局 川内宿舎 愛媛県宇和島市 夏目町３丁目甲９３２－４

346 愛媛労働局 浅川宿舎 愛媛県今治市 本町７丁目８３７番１７

347 愛媛労働局 新須賀１号宿舎（東雲宿舎１号） 愛媛県新居浜市 東雲町２丁目乙２８０番７

348 愛媛労働局 平形２号宿舎 愛媛県新居浜市 平形町８１５番２３６

349 愛媛労働局 西大洲１号宿舎 愛媛県大洲市 西大洲ヤスバ甲４６５番５

350 愛媛労働局 寒川宿舎 愛媛県四国中央市 寒川町沢の原１２５０－５

351 愛媛労働局 八代２号宿舎 愛媛県八幡浜市 八代乙４６３番１８

352 愛媛労働局 平形宿舍 愛媛県新居浜市 平形町甲８１５番１８５

353 愛媛労働局 宇和宿舍 愛媛県西予市 宇和町卯之町４丁目７０８、７０７、７１１

354 愛媛労働局 南江戸宿舎 愛媛県松山市 南江戸２丁目７１３番２

355 愛媛労働局 馬場宿舎 愛媛県宇和島市 長堀３丁目甲４４２－３

356 愛媛労働局 中須賀宿舎 愛媛県松山市 会津町１５番７

357 愛媛労働局 本誓寺谷宿舎 愛媛県大洲市 若宮字本誓寺谷４８７番３３

358 愛媛労働局 宇和宿舎 愛媛県西予市 宇和町卯之町４丁目７０８、７０７、７１１

359 愛媛労働局 宇和宿舎 愛媛県西予市 宇和町卯之町４丁目７０８、７０７、７１１

360 愛媛労働局 関谷宿舎 愛媛県大洲市 西大洲甲４７１番２、４７２番４

361 愛媛労働局 飯岡宿舎３号・４号 愛媛県西条市 飯岡３９２８番５３、５０

362 高知労働局 朝倉宿舍 高知県高知市 朝倉町１丁目１６－３

363 高知労働局 高知短大職員宿舎伊尾木１～２号 高知県安芸市 伊尾木６０３－２６

364 高知労働局 高知短大職員宿舎井ノ口１号 高知県安芸市 井ノ口甲１０－９

365 高知労働局 高知短大職員宿舎井ノ口３号 高知県安芸市 井ノ口甲１０－１

366 高知労働局 高知職業能力開発促進センター職員宿舎５号 高知県高知市 浦戸７４６－４

367 高知労働局 中村宿舎 高知県四万十市 佐岡字赤谷８３１－１

368 高知労働局 高知公共職業安定所旧庁舎 高知県高知市 稲荷町６－２０

369 福岡労働局 八女労働基準監督署 福岡県八女市 大字稲富字蔵の町１２０－３

370 福岡労働局 歴木宿舎 福岡県大牟田市 歴木字散田１２３４－１

371 福岡労働局 中間宿舍 福岡県中間市 通谷３－２３６－４８

372 福岡労働局 千早宿舎 福岡県福岡市東区 千早４－２－４８



373 福岡労働局 千早宿舎（Ａ） 福岡県福岡市東区 千早４－２－７１

374 福岡労働局 旧雇用・能力開発機構九州能開大職員宿舎小文字 福岡県北九州市小倉北区 小文字一丁目１５７４番２

375 福岡労働局 旧飯塚職業能力開発促進センター職員宿舎川島 福岡県飯塚市 大字川島字宮ノ表６０７番１

376 福岡労働局 旧八幡職業能力開発促進センター職員宿舎上ノ山１～３ 福岡県北九州市八幡西区 東折尾町２１８０番

377 福岡労働局 旧雇用・能力開発機構福岡労働福祉館 福岡県福岡市南区 那の川１丁目７番１３地

378 佐賀労働局 伊万里労働基準監督署庁舎 佐賀県伊万里市 立花町１２８７－２１

379 佐賀労働局 本行寺小路宿舎 佐賀県佐賀市 西田代１丁目１２番１２

380 佐賀労働局 唐津宿舎 佐賀県唐津市 町田三丁目２８３１番１

381 佐賀労働局 武雄宿舎 佐賀県武雄市 武雄町大字富岡９７２８－２

382 佐賀労働局 伊万里宿舎 佐賀県伊万里市 大坪町字辻畑丙１６７０番３

383 佐賀労働局 上多布施町宿舎 佐賀県佐賀市 伊勢町５５１

384 佐賀労働局 末次宿舎 佐賀県佐賀市 本庄町大字末次字末次西５２２番９

385 佐賀労働局 末次南宿舎 佐賀県佐賀市 本庄町大字末次字末次西５０３番１

386 佐賀労働局 伊万里葉蓋宿舎 佐賀県伊万里市 大坪町字葉蓋甲２４８４－１

387 佐賀労働局 唐津馬場ケ谷宿舎 佐賀県唐津市 旭が丘１４１

388 佐賀労働局 末次四本末宿舎 佐賀県佐賀市 本庄町大字末次字四本末４５４番１１

389 佐賀労働局 高木瀬宿舎 佐賀県佐賀市 高木瀬西５丁目１８８６番２

390 佐賀労働局 佐賀公共職業安定所小城出張所 佐賀県小城市 北小路２３１－２

391 佐賀労働局 鬼丸第一宿舎 佐賀県佐賀市 赤松町３７５

392 佐賀労働局 鬼丸第二宿舎 佐賀県佐賀市 赤松町３６２

393 佐賀労働局 伊万里第一宿舎 佐賀県伊万里市 立花町字陣内３４－３

394 佐賀労働局 鍋島宿舎 佐賀県佐賀市 開成６丁目８３２番１３

395 佐賀労働局 北川副宿舎 佐賀県佐賀市 新本郷町３００－１２

396 佐賀労働局 旧佐賀職業能力開発促進センター職員宿舎上峰 佐賀県三養基郡上峰町 大字堤字四本谷１９０３番２２９

397 佐賀労働局 旧伊万里職業能力開発促進センター職員宿舎１０号 佐賀県伊万里市 東山代町里字新田１７７番６９

398 佐賀労働局 旧伊万里職業能力開発促進センター職員宿舎１１号 佐賀県伊万里市 東山代町里字新田１７７番７２

399 長崎労働局 平和町宿舎 長崎県長崎市 平和町１７３番

400 長崎労働局 油木宿舎２ 長崎県長崎市 油木町３０１－２

401 長崎労働局 東里宿舎３ 長崎県対馬市 厳原町東里字立石４－３１



402 長崎労働局 木場宿舎２ 長崎県五島市 木場町１７８－１８

403 長崎労働局 長与宿舎 長崎県西彼杵郡長与町 嬉里郷字丸尾１０５５

404 長崎労働局 大瀬戸宿舎 長崎県西海市 大瀬戸町板ノ浦郷字浦ノ谷８５５

405 長崎労働局 松浦宿舎 長崎県松浦市 志佐町浦免字竹ノ尾３３１－３

406 長崎労働局 鹿町宿舎 長崎県佐世保市 鹿町町深江３３３－４

407 熊本労働局 八代労働基準監督署竹原町宿舎 熊本県八代市 竹原町字西竹原２１６２－１

408 熊本労働局 玉名労働基準監督署六田宿舎 熊本県玉名市 六田１５－１０

409 熊本労働局 天草署今釜町宿舎 熊本県天草市 今釜町３２８２－１０

410 熊本労働局 八代労働基準監督署清水が丘宿舎 熊本県熊本市 清水岩倉一丁目５５７番５

411 熊本労働局 天草署志柿町宿舎 熊本県天草市 志柿町知ヶ崎５３０４－１２１

412 熊本労働局 人吉署瓦屋町宿舎 熊本県人吉市 瓦屋町字柳川１８２０－１

413 熊本労働局 人吉署願成寺宿舎 熊本県人吉市 願成寺町字杉園４９９－３

414 熊本労働局 菊池署西寺町宿舎 熊本県菊池市 大字西寺字一丁畑１６９４－５

415 熊本労働局 天草署亀場町宿舎 熊本県天草市 亀場町亀川１８７８－６

416 熊本労働局 熊本労働局南町宿舎 熊本県熊本市 南町４１９番

417 熊本労働局 熊本署清水町宿舎 熊本県熊本市 清水岩倉二丁目５４９番１

418 熊本労働局 八代署古城町宿舎 熊本県八代市 古城町字新開２１７３番

419 熊本労働局 出水宿舎 熊本県熊本市 水前寺公園２０１

420 熊本労働局 東水前寺宿舎 熊本県熊本市 水前寺五丁目２２番

421 熊本労働局 大江町宿舎 熊本県熊本市 大江２－９－２４

422 熊本労働局 菊池宿舎 熊本県菊池市 大字野間口字大道端５２４－３

423 熊本労働局 旧熊本職業能力開発促進センター職員宿舎９号 熊本県合志市 野々島字野田原４５０１番３２

424 熊本労働局 旧荒尾職業能力開発促進センター職員宿舎８号 熊本県荒尾市 川登五反田１７９１番１０７

425 熊本労働局 旧荒尾職業能力開発促進センター職員宿舎１０号 熊本県荒尾市 川登五反田１７９１番１０８

426 熊本労働局 旧荒尾職業能力開発促進センター職員宿舎９号 熊本県荒尾市 川登五反田１７９１番１１３

427 熊本労働局 旧熊本職業能力開発促進センター職員宿舎７号 熊本県合志市 御代志字松乃本１６６５番８６

428 熊本労働局 旧熊本職業能力開発促進センター職員宿舎８号 熊本県合志市 御代志字松乃本１６６５－４１

429 熊本労働局 宇土宿舎 熊本県宇土市 境目町帆立４８３

430 熊本労働局 荒尾宿舎 熊本県荒尾市 荒尾字犬ヶ坂１４８０－３



431 熊本労働局 牛深宿舎 熊本県天草市 牛深町字大池田１５２２－１３

432 熊本労働局 南町宿舎 熊本県熊本市 若葉４丁目９４

433 熊本労働局 御幸町宿舎 熊本県熊本市 幸田１丁目３７０－６

434 大分労働局 日田丸の内宿舎 大分県日田市 丸の内町６０１－４

435 大分労働局 日田湯尻宿舎 大分県日田市 大字北豆田字湯尻１６３５－４

436 大分労働局 中津中原宿舎３号 大分県中津市 中原字永迫４０９－５

437 大分労働局 別府亀川宿舎 大分県別府市 大字平道字尾長９８３－３

438 大分労働局 三重長熊宿舎 大分県豊後大野市 大字内田字長熊１３７７―１

439 大分労働局 幸崎宿舎 大分県大分市 佐賀関町木佐上字正迫４３０８番１

440 大分労働局 御幡宿舎 大分県宇佐市 大字北宇佐２０８５番２

441 大分労働局 森町宿舎 大分県大分市 森町字東下町通７７３－３

442 大分労働局 臼杵米山宿舎 大分県臼杵市 大字海添字米山２１７８―３

443 大分労働局 三重内田宿舎 大分県豊後大野市 三重町内田２５８６―１

444 大分労働局 日田豆田宿舎 大分県日田市 丸山１丁目

445 宮崎労働局 本郷北方宿舎 宮崎県宮崎市 見ヶ丘４丁目２４２４番１０

446 宮崎労働局 旧局江平宿舎 宮崎県宮崎市 江平西２丁目７０番１５号

447 宮崎労働局 旧局神宮宿舎 宮崎県宮崎市 神宮西２丁目１５５

448 宮崎労働局 旧出北宿舎 宮崎県延岡市 出北２丁目１０９番２

449 宮崎労働局 旧境目宿舎 宮崎県宮崎市 吉村町境目甲１５１８－２

450 宮崎労働局 旧局大町宿舎 宮崎県宮崎市 吉村町大町前甲２２５２番３

451 宮崎労働局 旧長浜基準宿舎１号 宮崎県延岡市 長浜町２－２０３８－１

452 宮崎労働局 旧鶴ヶ丘宿舎（１号・２号） 宮崎県延岡市 鶴ヶ丘２丁目２０４０－２

453 宮崎労働局 旧局昭和宿舎 宮崎県宮崎市 庄和町３６番

454 宮崎労働局 旧曽師中宿舎 宮崎県宮崎市 吉村町曽師中甲３０９９番３

455 宮崎労働局 旧上水流宿舎 宮崎県宮崎市 大工３丁目２７２

456 宮崎労働局 旧高松通宿舎 宮崎県宮崎市 大工３丁目２１８

457 宮崎労働局 旧塩浜宿舎１号・２号 宮崎県延岡市 塩浜２丁目２０３１番３

458 宮崎労働局 旧三俣宿舎（１号、２号） 宮崎県北諸県郡三股町 大字崋山４５５８－５

459 宮崎労働局 旧大手下宿舎 宮崎県日南市 飫肥５丁目４１０５番８



460 宮崎労働局 旧八幡原安定宿舎 宮崎県小林市 大字堤八幡原１１６－１４

461 宮崎労働局 旧月見ヶ丘宿舎 宮崎県宮崎市 月見ヶ丘２丁目１６７番

462 宮崎労働局 旧平和が丘第一宿舎 宮崎県宮崎市 平和が丘東２４番３

463 宮崎労働局 旧西階宿舎 宮崎県延岡市 西階１丁目２４０８番６

464 宮崎労働局 旧戸高宿舎（１号・２号） 宮崎県日南市 大字戸高菖蒲ヶ追１２２０－１

465 宮崎労働局 旧雇用・能力開発機構延岡ポリテク宿舎櫛津 宮崎県延岡市 櫛津超３５７０番２

466 宮崎労働局 旧舞鶴宿舎（１号、２号） 宮崎県児湯郡高鍋町

467 鹿児島労働局 川内平佐町宿舎 鹿児島県薩摩川内市 平佐町字八幡馬場２１３６－２

468 鹿児島労働局 加世田労働基準監督署 鹿児島県南さつま市 加世田本町５４－６

469 鹿児島労働局 志布志労働基準監督署 鹿児島県志布志市 志布志町志布志字東町３２２５－２

470 鹿児島労働局 加治木反土第二宿舎 鹿児島県姶良市 加治木町反土字寺後３２６８－２

471 鹿児島労働局 川内御陵下町宿舎 鹿児島県薩摩川内市 御陵下町字権現原６０８６－２

472 鹿児島労働局 出水第二宿舎 鹿児島県出水市 上鯖渕字中尾１０２６－２

473 鹿児島労働局 草牟田宿舎 鹿児島県鹿児島市

474 鹿児島労働局 名瀬平田町宿舎 鹿児島県奄美市 平田町７－５６

475 鹿児島労働局 出水第三宿舎 鹿児島県出水市 麓町１３８２

476 鹿児島労働局 志布志宿舎 鹿児島県志布志市 志布志町帖字山ノ神６６８３－９

477 鹿児島労働局 雇用保険課宿舎 鹿児島県霧島市

478 北海道厚生局 社会保険大麻集合宿舎 北海道江別市 大麻東町３１番２

479 北海道厚生局 釧路社会保険事務所興津Ｂ公務員宿舎 北海道釧路市 興津５丁目１９番４７

480 北海道厚生局 苫小牧社会保険事務所青葉Ａ公務員宿舎 北海道苫小牧市 青葉町２丁目１３番６

481 北海道厚生局 帯広社会保険事務所東６条公務員宿舎 北海道帯広市 東６条南１３丁目２５番２

482 北海道厚生局 釧路社会保険事務所川北公務員宿舎 北海道釧路市 川北町５番５１

483 北海道厚生局 函館社会保険事務所柏木公務員宿舎 北海道函館市 柏木町１８８番１

484 北海道厚生局 釧路社会保険事務所美原公務員宿舎 北海道釧路市 美原１丁目５２番４

485 北海道厚生局 北見社会保険事務所公園公務員宿舎 北海道北見市 公園町１４４番４

486 北海道厚生局 岩見沢社会保険事務所志文公務員宿舎 北海道岩見沢市 志文本町３条６丁目３３

487 北海道厚生局 室蘭社会保険事務所東町公務員宿舎 北海道室蘭市 東町５丁目６番１２

488 北海道厚生局 稚内社会保険事務所緑１丁目公務員宿舎 北海道稚内市 緑１丁目２２３４番１



489 北海道厚生局 留萌社会保険事務所五十嵐公務員宿舎 北海道留萌市 五十嵐２丁目２番２

490 北海道厚生局 函館社会保険事務所深掘Ｂ公務員宿舎 北海道函館市 深堀町２０１番２

491 北海道厚生局 稚内社会保険事務所富岡公務員宿舎 北海道稚内市 富岡１丁目１６６０番４８３

492 北海道厚生局 釧路社会保険事務所興津Ａ公務員宿舎 北海道釧路市 興津３丁目６９番１５２

493 北海道厚生局 小樽社会保険事務所オタモイ公務員宿舎 北海道小樽市 オタモイ１－１０２－１５

494 北海道厚生局 砂川社会保険事務所南吉野公務員宿舎 北海道砂川市 吉野１条南７丁目１２－３

495 北海道厚生局 砂川社会保険事務所空知太公務員宿舎 北海道砂川市 空知太東３条１丁目３８９番３７

496 北海道厚生局 （旧）札幌東社会保険事務所 北海道札幌市豊平区 豊平３条７

497 北海道厚生局 室蘭社会保険事務所母恋南公務員宿舎 北海道室蘭市 母恋南町４丁目７３番５５

498 北海道厚生局 室蘭社会保険事務所白鳥台公務員宿舎 北海道室蘭市 白鳥台５－１７－４

499 北海道厚生局 室蘭社会保険事務所西小路公務員宿舎 北海道室蘭市 西小路町４２－１７

500 北海道厚生局 釧路社会保険事務所住吉Ａ公務員宿舎 北海道釧路市 住吉１－６

501 北海道厚生局 小樽社会保険事務所塩谷公務員宿舎 北海道小樽市 塩谷２－５２－９

502 北海道厚生局 登別厚生年金病院東町Ａ職員住宅 北海道登別市 登別東町４－６

503 北海道厚生局 砂川社会保険事務所空知太公務員宿舎 北海道砂川市 空知太東３条１－３８９－３８

504 北海道厚生局 北海道社会保険事務局留萌事務所沖見Ａ公務員宿舎 北海道留萌市 沖見町５－７３

505 北海道厚生局 小樽社会保険事務所稲穂公務員宿舎 北海道小樽市 稲穂町５－１６－３

506 北海道厚生局 網走船員保険保養所 北海道網走市 大曲２

507 北海道厚生局 室蘭船員保険診療所医師宿舎 北海道室蘭市 母恋南町４－３２－１３６

508 北海道厚生局 北海道社会保険事務局留萌事務所沖見Ｂ公務員宿舎 北海道留萌市 沖見町５丁目６３－２、７２－２

509 東北厚生局 宮古社会保険事務所職員宿舎 岩手県宮古市 上鼻１－１２－９

510 東北厚生局 宮城社会保険事務局レセプト保管倉庫 宮城県仙台市青葉区 片平１－１２２

511 東北厚生局 新庄社会保険事務所職員宿舎 山形県新庄市 大字鳥越字本宮後１０３２－２６

512 東北厚生局 新庄社会保険事務所公務員宿舎 山形県新庄市 大字松本字四ツ屋３９５－７

513 東北厚生局 松長根宿舎 青森県八戸市 大字田面木字松長根３－４

514 東北厚生局 松長根２号宿舎 青森県八戸市 大字田面木字松長根３－７

515 東北厚生局 松長根３号・４号宿舎 青森県八戸市 大字田面木字松長根３－９

516 東北厚生局 青森社会保険事務所長公舎 青森県青森市 小柳１－６－２２

517 東北厚生局 むつ年金高田住宅 青森県むつ市 中央２－３６１



518 東北厚生局 船員保険青森駐在官事務所 青森県青森市 造道１－９７－１５

519 東北厚生局 盛岡社会保険事務所所長宿舎 岩手県盛岡市 紅葉ヶ丘２０３－４６

520 東北厚生局 宮古社会保険事務所一般職員宿舎 岩手県宮古市 中里団地２１２

521 東北厚生局 宮古船員保険保養所 岩手県宮古市 日立浜町３２－２１

522 東北厚生局 国民年金課長宿舎 宮城県仙台市泉区 南光台１－１４２－３９

523 東北厚生局 東北厚生年金病院医員宿舎 宮城県仙台市青葉区 小松島３－３４８－２

524 東北厚生局 仙台南社会保険事務所所長宿舎 宮城県仙台市青葉区 川内三十人町４９－９２

525 東北厚生局 古川社会保険事務所一般職員宿舎 宮城県大崎市 古川栄町２４２－６０

526 東北厚生局 石巻社会保険事務所一般職員宿舎 宮城県石巻市 泉町４－２－１２５

527 東北厚生局 東北厚生年金病院 宮城県仙台市宮城野区 高砂２－５４

528 東北厚生局 船員保険塩釜駐在員宿舎 宮城県多賀城市 留ヶ谷１－６５－１

529 東北厚生局 大曲社会保険事務所一般職員宿舎１号・２号 秋田県大仙市 飯田字家ノ前１８－１８

530 東北厚生局 大曲社会保険事務所一般職員宿舎 秋田県大仙市 小貫高畑字中荒所６０－７０

531 東北厚生局 鷹巣社会保険事務所一般職員宿舎 秋田県北秋田市 鷹巣字平崎上岱１３－１５４

532 東北厚生局 鶴岡社会保険事務所職員宿舎 山形県鶴岡市 美原町１７－４

533 東北厚生局 鶴岡社会保険事務所職員宿舎 山形県鶴岡市 稲生１－１６－２

534 東北厚生局 鶴岡一般職員宿舎 山形県鶴岡市 のぞみ町１－９

535 東北厚生局 新庄社会保険事務所長宿舎 山形県新庄市 大字松本字四ツ屋３９５－７

536 東北厚生局 山形社会保険事務局長宿舎 山形県山形市 小白川町２－８６０－１８

537 東北厚生局 米沢社会保険事務所職員宿舎 山形県米沢市 通町８８９５－２

538 東北厚生局 郡山社会保険事務所長宿舎 福島県郡山市 菜根２－２７３

539 東北厚生局 一般公務員宿舎（台新） 福島県郡山市 台新２－４１０－１４

540 東北厚生局 一般公務員宿舎（下荒川） 福島県いわき市 平下荒川字剃町２３－イ

541 東北厚生局 一般公務員宿舎（喜久田） 福島県郡山市 喜久田町字寺久保２３－４５

542 東北厚生局 一般宿舎（希望ヶ丘１・２号） 福島県郡山市 希望ヶ丘５５－３

543 東北厚生局 船員保険駐在員事務所庁舎 福島県いわき市 小名浜花畑町４８－２６

544 関東信越厚生局 社会保険庁北新宿宿舎 東京都新宿区 北新宿１－３７７－６

545 関東信越厚生局 社会保険桜上水研修所 東京都世田谷区 上北沢１－２０－２

546 関東信越厚生局 社会保険庁二子玉川宿舎 東京都世田谷区 鎌田１－２１０－１外



547 関東信越厚生局 社会保険庁狛江宿舎 東京都狛江市 中和泉５－１７－１１

548 関東信越厚生局 社会保険庁原宿宿舎 東京都渋谷区 神宮前２－３１－１１

549 関東信越厚生局 社会保険庁千歳台宿舎 東京都世田谷区 千歳台１－２９４－２

550 関東信越厚生局 東北沢第一公務員宿舎 東京都渋谷区 上原３－２７－６

551 関東信越厚生局 東北沢第二公務員宿舎 東京都渋谷区 上原３－２７－８

552 関東信越厚生局 社会保険練馬共同宿舎 東京都練馬区 豊玉中３－２－９

553 関東信越厚生局 社会保険若林共同宿舎 東京都世田谷区 若林４－２５８－１

554 関東信越厚生局 社会保険井荻共同宿舎 東京都杉並区 下井草４－１９３－２９

555 関東信越厚生局 伊那社会保険事務所職員宿舎 長野県伊那市 上牧６４８１－３

556 関東信越厚生局 健康保険二子玉川園スポーツセンター 東京都世田谷区 １－１８４－１３　外

557 関東信越厚生局 健康保険保養所日向荘 東京都青梅市 日向和田２－２９９－５　外

558 関東信越厚生局 社会保険職員宿舎小深住宅 千葉県千葉市稲毛区 小深町６２－１

559 関東信越厚生局 社会保険庁生田宿舎 神奈川県川崎市麻生区 多摩美１－２－４

560 関東信越厚生局 社会保険庁三郷宿舎 埼玉県三郷市 早稲田５－１１－７

561 関東信越厚生局 東京船員保険病院柏医師宿舎用地 千葉県柏市 伊勢原１－１４－１５０

562 関東信越厚生局 東京厚生年金病院 東京都新宿区 津久戸町５－１

563 関東信越厚生局 甲府社会保険事務所長宿舎 山梨県甲府市 北新２－１４－２５

564 関東信越厚生局 社会保険敷島宿舎（１号） 山梨県甲斐市 中下条１４４０

565 関東信越厚生局 健康保険湯河原保養所 神奈川県足柄下郡湯河原町 宮上２６１

566 関東信越厚生局 旧西濃運輸健康保険組合碧荘 神奈川県足柄下郡湯河原町 宮下字聖ヶ窪６９８－１７

567 関東信越厚生局 駐在員宿舎 神奈川県横須賀市 林３－２－１１

568 関東信越厚生局 社会保険庁西落合宿舎 東京都新宿区 西落合２－９４０－１

569 関東信越厚生局 社会保険庁高井戸東宿舎 東京都杉並区 高井戸東３－１８９５－４外

570 関東信越厚生局 東京船員保険病院東ヶ丘医師宿舎 東京都目黒区 東が丘１－２８－５

571 関東信越厚生局 東京社会保険事務局神田分室 東京都千代田区 神田小川町１－６

572 関東信越厚生局 旧港社会保険事務所 東京都港区 三田２－９－１

573 関東信越厚生局 東京社会保険病院国分寺職員宿舎 東京都国分寺市 東恋ヶ窪３－９－８外

574 関東信越厚生局 旧神田社会保険事務所 東京都千代田区 神田神保町１－３８

575 関東信越厚生局 社会保険群馬中央総合病院岩神町医員住宅 群馬県前橋市 岩神町２－７－１８



576 関東信越厚生局 前橋市緑ヶ丘町公務員宿舎 群馬県前橋市 緑が丘町２０－７

577 関東信越厚生局 一般職員用宇都宮第３公務員宿舎 栃木県宇都宮市 末広二丁目１１１９番３３

578 関東信越厚生局 柏崎社会保険事務所長宿舎 新潟県柏崎市 栄町１８－４３

579 関東信越厚生局 柏崎公務員宿舎 新潟県柏崎市 栄町１８－３９

580 関東信越厚生局 五十嵐公務員宿舎 新潟県新潟市西区 五十嵐中島３－２２４０ー１２３

581 関東信越厚生局 新発田社会保険事務所長宿舎 新潟県新発田市 東新町３－６－１９

582 関東信越厚生局 新発田公務員宿舎 新潟県新発田市 東新町１－１７０－１

583 関東信越厚生局 新潟社会保険事務所長宿舎 新潟県新潟市西区 寺尾上３－３－７

584 関東信越厚生局 松本社会保険事務所長公舎 長野県松本市 白板１－７－４９

585 関東信越厚生局 飯田社会保険事務所長公舎 長野県飯田市 正永町１－１２１８－４７

586 関東信越厚生局 松本社会保険事務所職員宿舎 長野県松本市 大字里山辺字南畑１７１８－５

587 関東信越厚生局 前橋市元総社町公務員宿舎 群馬県前橋市 元総社町字稲葉３３５－１３

588 関東信越厚生局 栃木社会保険事務所長公務員宿舎 栃木県栃木市 日の出町６－１１

589 東海北陸厚生局 国家公務員袋井宿舎 静岡県袋井市 高尾字山本１４９６―６５

590 東海北陸厚生局 国家公務員袋井共同宿舎 静岡県袋井市 高尾字山本１４９６―６５

591 東海北陸厚生局 社会保険泉公務員宿舎 三重県尾鷲市 泉町２６―７

592 東海北陸厚生局 向井社会保険職員三号宿舎 三重県尾鷲市 大字向井字村ノ上１３４―４９

593 東海北陸厚生局 石川県国民年金課長宿舎 石川県金沢市 つつじヶ丘２３０

594 東海北陸厚生局 社会保険諏訪山公務員宿舎 岐阜県岐阜市 諏訪山３－８－８

595 東海北陸厚生局 社会保険三島病院 静岡県三島市 南本町４３１－２０外

596 東海北陸厚生局 厚生保険国家公務員沼津宿舎 静岡県沼津市 大岡字久保１１１０－１１

597 東海北陸厚生局 下田船員保険保養所 静岡県下田市 柿崎１６－３６

598 東海北陸厚生局 船員保険清水駐在官事務所 静岡県静岡市清水区 秋吉町６－１３

599 東海北陸厚生局 尾鷲社会保険事務所職員宿舎 三重県尾鷲市 向井字村ノ上１３４－１８

600 東海北陸厚生局 尾鷲向井公務員宿舎 三重県尾鷲市 向井字村ノ上１３４－１８

601 東海北陸厚生局 社会保険羽津病院職員住宅 三重県四日市市 西阿倉川１２８７－３

602 東海北陸厚生局 尾鷲公務員宿舎 三重県尾鷲市 新田町１３７１―５

603 東海北陸厚生局 鳥羽船員保険保養所 三重県鳥羽市 安楽島町靭谷

604 近畿厚生局 豊岡公務員宿舎 兵庫県豊岡市 正法寺字センガイ３０２－３６



605 近畿厚生局 社会保険白浜宿舎 和歌山県西牟婁郡白浜町 堅田字細野２７９１

606 近畿厚生局 和歌浦国家公務員宿舎 和歌山県和歌山市 和歌浦西１－８５０－８

607 近畿厚生局 高畑宿舎 奈良県奈良市 高畑町１２０７―２

608 近畿厚生局 高田宿舎 奈良県大和高田市 昭和町６０４－６

609 近畿厚生局 尼ヶ辻宿舎 奈良県奈良市 三条大路１－５８４－４８

610 近畿厚生局 田原本二号棟 奈良県磯城郡田原本町 大字保津２２９―５

611 近畿厚生局 田原本一号棟 奈良県磯城郡田原本町 大字保津２２９―３

612 近畿厚生局 紀寺宿舎 奈良県奈良市 紀寺町８３８―５

613 近畿厚生局 近江八幡鷹飼宿舎 滋賀県近江八幡市 字横八反田４３０－３

614 近畿厚生局 京都社会保険事務局レセプト事務センター分室 京都府京都市上京区 千本通下立売下る小山町９０８番２７

615 近畿厚生局 舞子公務員宿舎 兵庫県神戸市垂水区 五色山７－２０５３－８

616 近畿厚生局 奈良社会保険事務所 奈良県奈良市 西大寺国見町１－２１６２－４

617 近畿厚生局 国民年金大阪第一社会保険事務所 大阪府大阪市中央区 法円坂２－２－９

618 近畿厚生局 国民年金大阪第一社会保険事務所庁舎 大阪府大阪市中央区 法円坂２－２－４

619 近畿厚生局 国家公務員豊中宿舎 大阪府豊中市 岡町北３－４３

620 近畿厚生局 社会保険職員星ヶ丘宿舎 大阪府枚方市 星丘４－５３３－９

621 中国四国厚生局 鳥取社会保険事務局長宿舎 鳥取県鳥取市 田園町３―３２６―１

622 中国四国厚生局 鳥取社会保険事務局次長宿舎 鳥取県鳥取市 田園町３－１３０

623 中国四国厚生局 鳥取社会保険事務所長宿舎 鳥取県鳥取市 田園町３―１３１

624 中国四国厚生局 一般職員宿舎（鳥取市分） 鳥取県鳥取市 浜坂４－１４９２－３

625 中国四国厚生局 一般職員宿舎（鳥取市分） 鳥取県鳥取市 浜坂４－１４９２－２

626 中国四国厚生局 一般職員宿舎（倉吉市分） 鳥取県倉吉市 みどり町３１８６―２

627 中国四国厚生局 社会保険職員西生馬宿舎 島根県松江市 西生馬町境５０７―４

628 中国四国厚生局 社会保険職員下府宿舎 島根県浜田市 下府町３４６―８

629 中国四国厚生局 上保田宿舎Ａ 岡山県岡山市北区 撫川字上保田２５８－６、２５８―１０

630 中国四国厚生局 津山小田中宿舎 岡山県津山市 小田中字戌亥峪９４５―１２

631 中国四国厚生局 福山松永町共同宿舎 広島県福山市 南松永町１丁目１６６番

632 中国四国厚生局 小羽山宿舎 山口県宇部市 南小羽山町２―１３６―４０３

633 中国四国厚生局 宮野三の宮宿舎 山口県山口市 三の宮２―２１０６―１



634 中国四国厚生局 一般職員宿舎（米子市分） 鳥取県米子市 両三柳４５７９－７５

635 中国四国厚生局 鳥取船員保険保養所さかいみなと荘 鳥取県境港市 上道町２０５３－６

636 中国四国厚生局 玉造厚生年金保養ホーム 島根県松江市 玉湯町大字玉造字京田１２１０

637 中国四国厚生局 玉造厚生年金病院職員宿舎 島根県松江市 玉湯町玉造１１８２―２

638 中国四国厚生局 吉備町宿舎 岡山県岡山市北区 中撫川字実正３１９－１

639 中国四国厚生局 津山社会保険事務所長公務員宿舎 岡山県津山市 小田中字荒神脇３０７－７

640 中国四国厚生局 津山社会保険事務所平福宿舎 岡山県津山市 平福字寛京９３８－３

641 中国四国厚生局 津山社会保険事務所公務員宿舎 岡山県津山市 小原字台ノ前５００―５

642 中国四国厚生局 広島旭町宿舎 広島県広島市南区 旭１－１２９８－３１

643 中国四国厚生局 船員保険西山本宿舎 広島県広島市安佐南区 山本５－６５４－３

644 中国四国厚生局 三次十日市宿舎 広島県三次市 十日市町坂根３５５９－９

645 中国四国厚生局 三次南畑敷町宿舎 広島県三次市 畠敷町宮田１７３０番２

646 中国四国厚生局 旧西濃運輸健康保険組合宮島荘 広島県廿日市市 宮浜温泉１－１６２１－１５

647 中国四国厚生局 熊野町共同宿舎 広島県安芸郡熊野町 東山４３番外

648 中国四国厚生局 丸山宿舎 山口県下関市 丸山町５―１９３５―１１

649 中国四国厚生局 大坪宿舎 山口県下関市 栄町８３―２

650 中国四国厚生局 西山宿舎 山口県宇部市 東小羽山町２－４２５－４２６

651 中国四国厚生局 御堀宿舎 山口県山口市 大内御堀字岡地１５６３－７

652 中国四国厚生局 松美宿舎 山口県山口市 松美町１６４７－２９外

653 中国四国厚生局 三の宮宿舎 山口県山口市 三の宮２－２１０８－８

654 中国四国厚生局 宮野宿舎 山口県山口市 宮野上字下七曲り２２５４－５

655 中国四国厚生局 江向宿舎 山口県萩市 大字江向字江向３０３―２

656 中国四国厚生局 俵山船員保険保養所 山口県長門市 俵山湯の沖５０６１－１５外

657 中国四国厚生局 栗屋宿舎 山口県周南市 大字栗屋字道貫田１５６―５８

658 四国厚生支局 今治社会保険事務所（上徳）公務員宿舎 愛媛県今治市 上徳字的場甲３０４―１

659 四国厚生支局 宇和島社会保険事務所（丸穂）公務員宿舎 愛媛県宇和島市 丸穂町１丁目甲２９０－１

660 四国厚生支局 松山社会保険事務所（西長戸）公務員宿舎 愛媛県松山市 西長戸町字町田２４９―１

661 四国厚生支局 西麻植職員宿舎 徳島県吉野川市 鴨島町西麻植字麻植市１４３－３

662 四国厚生支局 保険課長宿舎 高知県高知市 塩田町６－８



663 四国厚生支局 福井一般職員宿舎 高知県高知市 福井町２２６９－２８

664 四国厚生支局 高知社会保険事務所長宿舎 高知県高知市 福井東町２４３－１１

665 四国厚生支局 厚生年金高知リハビリテーション病院朝倉医員宿舎 高知県高知市 朝倉本町２－５８９－２

666 四国厚生支局 瀬戸一般職員宿舎 高知県高知市 瀬戸西町３－１１１

667 四国厚生支局 藍住職員宿舎 徳島県板野郡藍住町 奥野字矢上前８０－８

668 四国厚生支局 内子船員保険保養所 愛媛県喜多郡内子町 内子３６８２

669 九州厚生局 社会保険職員佐伯野岡宿舎 大分県佐伯市 字野岡１１７６６－２５６

670 九州厚生局 平良社会保険事務所職員宿舎 沖縄県宮古島市 平良字下里１３１２－５

671 九州厚生局 石垣社会保険事務所職員宿舎 沖縄県石垣市 平得８－３

672 九州厚生局 社会保険大和宿舎 長崎県佐世保市 大和町３４６－２

673 九州厚生局 社会保険職員日田田島宿舎 大分県日田市 大字田島字倉ヶ迫７２７－２６

674 九州厚生局 公務員宿舎薄場宿舎 熊本県熊本市 薄場町野田前３１０－４

675 九州厚生局 公務員宿舎大矢崎宿舎 熊本県天草市 本渡町広瀬字大矢１２９

676 九州厚生局 公務員宿舎出水宿舎 熊本県熊本市 出水６－６６９－６

677 九州厚生局 日田社会保険事務所北豆田職員宿舎１号 大分県日田市 丸山１－２２８－３

678 九州厚生局 旧名護社会保険事務所 沖縄県名護市 大東２－２２－１７

679 九州厚生局 名護社会保険事務所職員宿舎 沖縄県名護市 親川４５１－１

680 九州厚生局 鹿児島県鹿屋市宿舎 鹿児島県鹿屋市 寿１－１６－１６

681 九州厚生局 鹿屋市寿町一般宿舎 鹿児島県鹿屋市 寿１－２０－１７

682 九州厚生局 指宿船員保険保養所 鹿児島県指宿市 湯の浜５－２１－１４

683 九州厚生局 昭和３１年度国家公務員宿舎 長崎県長崎市 片淵４－９００－２

684 九州厚生局 健康保険直方中央病院 福岡県直方市 大字感田字小野牟田３５７３－１

685 九州厚生局 社会保険伊良林宿舎 長崎県長崎市 伊良林３－２６２－７

686 九州厚生局 福岡県社会保険中間宿舎 福岡県中間市 扇ヶ浦１－２８－２０

687 九州厚生局 健康保険直方中央病院宿舎 福岡県直方市 大字感田字小野牟田３５３５－１

688 九州厚生局 健康保険直方中央病院長宿舎 福岡県直方市 大字感田字小野牟田３５３４－１５

689 九州厚生局 福岡県社会保険小倉宿舎 福岡県北九州市小倉北区 三郎丸２－２－１

690 九州厚生局 福岡県社会保険老司宿舎 福岡県福岡市南区 鶴田３－２６－１１

691 九州厚生局 公務員宿舎植柳宿舎 熊本県八代市 植柳上町字河原町１７０－６



692 九州厚生局 日南船員保険保養所サンヒル日南 宮崎県日南市 大字風田字柿内３２２４

693 九州厚生局 事務局次長宿舎 佐賀県佐賀市 本庄町大字末次字屋敷田４０１－２

694 九州厚生局 事務局長宿舎 佐賀県佐賀市 鬼丸町４４

695 九州厚生局 佐賀社会保険事務所一般公務員宿舎 佐賀県佐賀市 北川副町大字光法字五本谷１２０５－４

696 九州厚生局 唐津社会保険事務所一般公務員宿舎 佐賀県唐津市 旭が丘４０５

697 九州厚生局 若松船員保険保養所 福岡県北九州市若松区 浜町１－４－８

698 九州厚生局 名瀬市朝仁白間宿舎 鹿児島県奄美市 名瀬朝仁町３－２

699 九州厚生局 社会保険片淵宿舎 長崎県長崎市 片淵４－９００－６
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