
局・署名 〒 　　　　　　　住　　　　　　所 管轄区域
千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎12階～14階
文京区後楽1-9-20 ＴＥＬ 中央区、千代田区、文京区、大島町、八丈町、利島村

飯田橋合同庁舎6・7階 新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村

台東区池之端１-２-２２ ＴＥＬ
上野合同庁舎７階 ＦＡ
港区芝５-３５-１ ＴＥＬ
産業安全会館３階 ＦＡ
品川区上大崎3-13-26 ＴＥＬ
２階～4階 ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

渋谷区神南１-３-５ ＴＥＬ
渋谷神南合同庁舎５・６階 ＦＡ
新宿区西百人町４－４－１ ＴＥＬ
新宿労働総合庁舎４・５階 ＦＡ
豊島区池袋４-３０-２０ ＴＥＬ
豊島地方合同庁舎１階 ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

足立区千住旭町４-２１ ＴＥＬ
足立地方合同庁舎４階 ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ 立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市

ＦＡ 東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ 三鷹市、武蔵野市、調布市、西東京市

ＦＡ 狛江市、清瀬市、東久留米市

ＴＥＬ
ＦＡ

局・署名 〒 　　　　　　　住　　　　　　所 管轄区域
横浜市中区北仲通５－５７ ＴＥＬ 横浜市

　横浜第２合同庁舎９階 ＦＡ （中区、南区、磯子区、港南区、金沢区）

ＴＥＬ 横浜市

ＦＡ （鶴見区（川崎南管轄)を除く）

ＴＥＬ 川崎市（川崎区,幸区）

ＦＡ 横浜市鶴見区扇島

ＴＥＬ 川崎市

ＦＡ （中原区,宮前区,高津区,多摩区,麻生区）

ＴＥＬ
ＦＡ

横浜市港北区新横浜3-24-6 ＴＥＬ 横浜市            

　横浜港北地方合同庁舎３階 ＦＡ （西区,神奈川区,港北区,緑区,青葉区,都筑区）

ＴＥＬ
ＦＡ

藤沢市朝日町５-１２ ＴＥＬ
藤沢労働総合庁舎　３階 ＦＡ

ＴＥＬ 小田原市,南足柄市,足柄上郡,足柄下郡

ＦＡ
ＴＥＬ 厚木市,海老名市,大和市,座間市

ＦＡ 綾瀬市,愛甲郡

相模原市中央区富士見6-10-10 ＴＥＬ
相模原地方合同庁舎４階 ＦＡ

ＴＥＬ 横浜市

ＦＡ
Ｘ

（戸塚区,栄区,泉区,旭区,瀬谷区,保土ヶ谷区）

東京労働局

各労働基準監督署の地図はﾎｰﾑページでご覧いただけます。

労働基準監督署の所在地・管轄一覧

品川区、目黒区

港区

台東区

ＴＥＬ／ＦＡＸ
東京都　労働基準監督署

三　　　田

墨田区東向島４-３３-１３

八王子市明神町３-８-１０

立川市緑町４-2
立川地方合同庁舎３階

町田市森野２-２８-１４
町田地方合同庁舎２階

青梅市東青梅２-６-２

武蔵野市御殿山１－１－３
クリスタルパークビル３階

江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ8階

大田区蒲田５-４０-３
月村ビル８・９階

中　　　央

上　　　野

品　　　川

大　　　田

渋　　　谷

新　　　宿

池　　　袋

足　　　立

向　　　島

立　　　川

八　王　子

江　戸　川

王　　　子

亀　　　戸

新宿区、中野区、杉並区

北区赤羽２-８-５

江戸川区船堀２－４－１１

渋谷区、世田谷区

大田区

北区

町田市

青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡

八王子市、日野市、多摩市、稲城市

江戸川区

江東区

墨田区、葛飾区

ＴＥＬ／ＦＡＸ

横　浜　南

横浜市鶴見区鶴見中央2鶴　　見

板橋区、練馬区、豊島区

足立区、荒川区

町田支署

三　　　鷹

青　　　梅

２５４-００４７ 平塚市追分１－１

横須賀市,三浦市,逗子市,三浦郡

川崎市川崎区宮前町8-2

川　崎　北 ２１３-０００１ 川崎市高津区溝口１－２１－９

横須賀市新港町１－８
横須賀地方合同庁舎５階

川　崎　南

相模原市

小　田　原 ２５０-０００４

厚　　木 ２４３-００１４

平塚市,伊勢原市,秦野市,中郡

藤　　沢 ２５１-００５４ 藤沢市,茅ヶ崎市,鎌倉市,高座郡

平　　塚

横　浜　西 ２４０－８６１２
横浜市保土ヶ谷区岩井町１－７
保土ヶ谷駅ビル４階

小田原市浜町１－７－１１

厚木市旭町２－２－１

相　模　原
２５２－０２３

６

ＴＥＬ 東京都

横　浜　北 ２２２-００３３

横　須　賀
２３８－０００

５

神奈川県　労働基準監督署
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局・署名 〒 　　　　　　　住　　　　　　所 管　轄　区　域

千 葉
千葉市中央区中央4-11-1　千
葉第2地方合同庁舎3階

千葉市、市原市、四街道市

柏 柏市柏２５５-３１ 松戸市、柏市、流山市、野田市、我孫子市

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
館山市、鴨川市、南房総市、安房郡

茂 原 茂原市萩原町３-２０-３ 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡

成田市、香取市、印西市、冨里市、印旛郡（東金署の

管轄区域を除く）、香取郡（銚子署の管轄区域を除く）

さいたま市（岩槻区を除く）、
鴻巣市（旧川里町を除く）、上尾市、朝霞市、
志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、伊奈町

川 口 川口市川口２－１０－２ 川口市、蕨市、戸田市

川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、
鶴ヶ島市、ふじみ野市、滑川町、嵐山町、
小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、
鳩山町、毛呂山町、越生町、東秩父村
春日部市、さいたま市（のうち岩槻区）、

草加市、八潮市、三郷市、久喜市、越谷市、

蓮田市、幸手市、吉川市、宮代町、白岡町、

杉戸町、松伏町

所 沢
所沢市並木６-１-３
所沢地方合同庁舎

所沢市、飯能市、狭山市、
入間市、日高市、三芳町

秩 父 秩父市上宮地町２３-２４ 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

宇 都 宮
宇都宮市明保野町１-４
宇都宮第２地方合同庁舎別館

宇都宮市、さくら市、那須烏山市、
高根沢町、　　那須郡のうち那珂川町

足 利 足利市大正町８６４ 足利市

栃 木 栃木市沼和田町２０-２４ 栃木市、小山市、下野市、下都賀郡、佐野市

鹿 沼 鹿沼市戸張町２３６５-５ 鹿沼市、

大 田 原 大田原市本町２-２８２８-１９ 大田原市、矢板市、那須塩原市、
那須郡のうち那須町

日 光 日光市今市３０５-１ 日光市、塩谷郡のうち塩谷町

真 岡 真岡市荒町５１９５ 真岡市、河内郡、芳賀町

日 立 日立市幸町２-９-４ 日立市、高萩市、北茨城市

土 浦 土浦市中央２-１４-１１
土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、

小美玉市、稲敷郡のうち阿見町

筑 西 筑西市下中山５８１-２ 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡

古 河 古河市東３-７-３２ 古河市、猿島郡

龍 ヶ 崎 龍ヶ崎市川原代町４-６３３６-１
龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷
郡（土浦労働基準監督署の管轄区域を除

く）、北相馬郡

鹿 島
鹿嶋市宮中１９９５-１
鹿島労働総合庁舎

鹿嶋市、潮来市、鉾田市、
神栖市、行方市

熊 谷

銚子市松本町１-９-５

春日部市南３-１０-１３

さ い た ま

春 日 部

行　　　　　田

茨城県　労働基準監督署

川 越

行田市、加須市、羽生市、鴻巣市（のうち旧
川里町）

栃木県　労働基準監督署

行田市桜町２-６-１４

労働基準監督署の所在地・管轄一覧

さいたま市中央区新都心１１－
２明治安田生命さいたま新都心
ビルランド・アクシス・タワー１４F

成田市東和田字高崎５５３-４

東金市田間６５

木更津市富士見２-４-１４
木更津地方合同庁舎

熊谷市、本庄市、深谷市、寄居町、美里
町、　　神川町、上里町

熊谷市別府５-９５

千葉県　労働基準監督署

埼玉県　労働基準監督署

船 橋

成 田

船橋市海神町２-３-１３

木　更　津

Ｔ　Ｅ　Ｌ

船橋市、市川市、習志野市、八千代市、
鎌ヶ谷市、浦安市、白井市

東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里市、山武
郡、印旛郡のうち酒々井町東 金

銚子市、匝瑳市、旭市、香取郡のうち東庄町銚　　子

常 総 守谷市、坂東市、常総市、つくばみらい市常総市水海道淵頭町３１１４-４

川越地方合同庁舎

水　　戸

川越市豊田本２７７-３

水戸市、常陸太田市、ひたちなか市、
常陸大宮市、那珂市、笠間市、東茨城郡、

那珂郡、久慈郡

水戸市宮町１-８-３１
茨城労働総合庁舎

局・署名 〒 　　　　　　　住　　　　　　所 管轄区域
千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎12階～14階
文京区後楽1-9-20 ＴＥＬ 中央区、千代田区、文京区、大島町、八丈町、利島村

飯田橋合同庁舎6・7階 新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村

台東区池之端１-２-２２ ＴＥＬ
上野合同庁舎７階 ＦＡ
港区芝５-３５-１ ＴＥＬ
産業安全会館３階 ＦＡ
品川区上大崎3-13-26 ＴＥＬ
２階～4階 ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

渋谷区神南１-３-５ ＴＥＬ
渋谷神南合同庁舎５・６階 ＦＡ
新宿区西百人町４－４－１ ＴＥＬ
新宿労働総合庁舎４・５階 ＦＡ
豊島区池袋４-３０-２０ ＴＥＬ
豊島地方合同庁舎１階 ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

足立区千住旭町４-２１ ＴＥＬ
足立地方合同庁舎４階 ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ 立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市

ＦＡ 東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市

ＴＥＬ
ＦＡ

ＴＥＬ 三鷹市、武蔵野市、調布市、西東京市

ＦＡ 狛江市、清瀬市、東久留米市

ＴＥＬ
ＦＡ

局・署名 〒 　　　　　　　住　　　　　　所 管轄区域
横浜市中区北仲通５－５７ ＴＥＬ 横浜市

　横浜第２合同庁舎９階 ＦＡ （中区、南区、磯子区、港南区、金沢区）

ＴＥＬ 横浜市

ＦＡ （鶴見区（川崎南管轄)を除く）

ＴＥＬ 川崎市（川崎区,幸区）

ＦＡ 横浜市鶴見区扇島

ＴＥＬ 川崎市

ＦＡ （中原区,宮前区,高津区,多摩区,麻生区）

ＴＥＬ
ＦＡ

横浜市港北区新横浜3-24-6 ＴＥＬ 横浜市            

　横浜港北地方合同庁舎３階 ＦＡ （西区,神奈川区,港北区,緑区,青葉区,都筑区）

ＴＥＬ
ＦＡ

藤沢市朝日町５-１２ ＴＥＬ
藤沢労働総合庁舎　３階 ＦＡ

ＴＥＬ 小田原市,南足柄市,足柄上郡,足柄下郡

ＦＡ
ＴＥＬ 厚木市,海老名市,大和市,座間市

ＦＡ 綾瀬市,愛甲郡

相模原市中央区富士見6-10-10 ＴＥＬ
相模原地方合同庁舎４階 ＦＡ

ＴＥＬ 横浜市

ＦＡ
Ｘ

（戸塚区,栄区,泉区,旭区,瀬谷区,保土ヶ谷区）

東京労働局

各労働基準監督署の地図はﾎｰﾑページでご覧いただけます。

労働基準監督署の所在地・管轄一覧

品川区、目黒区

港区

台東区

ＴＥＬ／ＦＡＸ
東京都　労働基準監督署

三　　　田

墨田区東向島４-３３-１３

八王子市明神町３-８-１０

立川市緑町４-2
立川地方合同庁舎３階

町田市森野２-２８-１４
町田地方合同庁舎２階

青梅市東青梅２-６-２

武蔵野市御殿山１－１－３
クリスタルパークビル３階

江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ8階

大田区蒲田５-４０-３
月村ビル８・９階

中　　　央

上　　　野

品　　　川

大　　　田

渋　　　谷

新　　　宿

池　　　袋

足　　　立

向　　　島

立　　　川

八　王　子

江　戸　川

王　　　子

亀　　　戸

新宿区、中野区、杉並区

北区赤羽２-８-５

江戸川区船堀２－４－１１

渋谷区、世田谷区

大田区

北区

町田市

青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡

八王子市、日野市、多摩市、稲城市

江戸川区

江東区

墨田区、葛飾区

ＴＥＬ／ＦＡＸ

横　浜　南

横浜市鶴見区鶴見中央2鶴　　見

板橋区、練馬区、豊島区

足立区、荒川区

町田支署

三　　　鷹

青　　　梅

２５４-００４７ 平塚市追分１－１

横須賀市,三浦市,逗子市,三浦郡

川崎市川崎区宮前町8-2

川　崎　北 ２１３-０００１ 川崎市高津区溝口１－２１－９

横須賀市新港町１－８
横須賀地方合同庁舎５階

川　崎　南

相模原市

小　田　原 ２５０-０００４

厚　　木 ２４３-００１４

平塚市,伊勢原市,秦野市,中郡

藤　　沢 ２５１-００５４ 藤沢市,茅ヶ崎市,鎌倉市,高座郡

平　　塚

横　浜　西 ２４０－８６１２
横浜市保土ヶ谷区岩井町１－７
保土ヶ谷駅ビル４階

小田原市浜町１－７－１１

厚木市旭町２－２－１

相　模　原
２５２－０２３

６

ＴＥＬ 東京都

横　浜　北 ２２２-００３３

横　須　賀
２３８－０００

５

神奈川県　労働基準監督署

69


