
都道府県名 年金事務所等名 住所 電話番号 管轄区域 備考
〒552-0003 総務課

いちおか 厚生年金適用調査課 此花区、港区、大正区
市岡年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 此花区、港区
お客様相談室

いまざと 〒537-0014 総務課
今里年金事務所 国民年金課 東成区、生野区

お客様相談室
〒541-0056 総務課

厚生年金適用調査課 都島区、中央区、浪速区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区
厚生年金適用促進課 同上

おおてまえ 厚生年金特別徴収対策課 同上
大手前年金事務所 厚生年金徴収対策課 同上

厚生年金収納管理課 同上
国民年金課 都島区、中央区
お客様相談室

〒597-8686 総務課
かいづか 厚生年金適用調査課 貝塚市、岸和田市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
貝塚年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒592-8333 総務課
さかいにし 厚生年金適用調査課 堺市の西区、泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
堺西年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡
お客様相談室

〒590-0078 総務課
さかいひがし 厚生年金適用調査課 堺市の堺区、中区、東区、南区、北区、美原区
堺東年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 堺市
お客様相談室

じょうとう 〒536-8511 総務課
城東年金事務所 国民年金課 旭区、城東区、鶴見区

お客様相談室
〒564-8564 総務課

すいた 厚生年金適用調査課 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡
吹田年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒559-8560 総務課
たまで 厚生年金適用調査課 住吉区、西成区、住之江区
玉出年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒543-8588 総務課

てんのうじ 厚生年金適用調査課
天王寺区、阿倍野区、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河
内郡

天王寺年金事務所 厚生年金徴収課 同上
国民年金課 同上
お客様相談室

〒530-0041 総務課 -
てんま 厚生年金適用調査課 北区（淀川年金事務所管内の地域を除く｡）
天満年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 北区
お客様相談室

〒560-8560 総務課
とよなか 厚生年金適用調査課 豊中市、池田市、箕面市、豊能郡
豊中年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

なんば 〒556-8585 総務課
難波年金事務所 国民年金課 浪速区

お客様相談室
〒577-8554 総務課

ひがしおおさか 厚生年金適用調査課 東大阪市
東大阪年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒573-1191 総務課
ひらかた 厚生年金適用調査課 枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野市
枚方年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒547-8588 総務課
ひらの 厚生年金適用調査課 東住吉区、平野区
平野年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒553-8585 総務課
ふくしま 厚生年金適用調査課 福島区、西淀川区
福島年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒550-0014 総務課
ほりえ 厚生年金適用調査課 西区
堀江年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 西区、大正区
お客様相談室

〒570-0083 総務課
もりぐち 厚生年金適用調査課 守口市、大東市、門真市
守口年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒581-8501 総務課
やお 厚生年金適用調査課 八尾市、柏原市
八尾年金事務所 厚生年金徴収課 同上

国民年金課 同上
お客様相談室

〒532-8540 総務課

よどがわ 厚生年金適用調査課

東淀川区、淀川区、北区のうち大淀北一丁目、大淀北二丁目、大淀中一丁目、大淀中二丁目、大
淀中三丁目、大淀中四丁目、大淀中五丁目、大淀南一丁目、大淀南二丁目、大淀南三丁目、国分
寺一丁目、国分寺二丁目、天神橋七丁目、天神橋八丁目、豊崎一丁目、豊崎二丁目、豊崎三丁
目､豊崎四丁目､豊崎五丁目､豊崎六丁目、豊崎七丁目、中津一丁目、中津二丁目、中津三丁目、
中津四丁目、中津五丁目、中津六丁目、中津七丁目、長柄中一丁目、長柄中二丁目、長柄中三丁
目､長柄西一丁目、長柄西二丁目、長柄東一丁目、長柄東二丁目、長柄東三丁目、本庄西一丁目､
本庄西二丁目、本庄西三丁目､本庄束一丁目、本庄東二丁目及び本庄東三丁目

淀川年金事務所 厚生年金徴収課 同上
国民年金課 東淀川区、淀川区
お客様相談室

総務課
総務調整課
厚生年金適用調査課
厚生年金適用促進課
厚生年金徴収課
厚生年金特別徴収対策課
厚生年金徴収対策課
厚生年金徴収管理課
国民年金課
お客様相談室

厚生年金保険の適用関係の諸届出など
事業所等の調査など

厚生年金保険料の納付相談など

国民年金の諸届出・相談など
年金給付に関する相談・請求・諸変更届出、年金記録問題対応の事実調査確認など

総務業務など
府内の関係機関との連絡調整 総務業務など

大阪府豊中市岡上の町4-3-40

大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所内7階

大阪府枚方市新町2-2-8

06-6682-3311

06-6633-1231

06-6305-1881

06-6972-0161

06-6458-1865

072-238-5101

大阪府貝塚市海塚305-1

大阪府堺市堺区南瓦町2-23

大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18

大阪府東大阪市永和1-15-14

06-6772-7531

大阪府大阪市浪速区敷津東1-6-16

大阪府八尾市桜ケ丘1-65

大阪府吹田市片山町2-1-18

大阪府大阪市港区磯路3-25-17

大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78

大阪市住之江区新北島1-2-1
オスカードリーム4階

大阪府大阪市北区天神橋4-1-15

大阪府大阪市福島区福島8-12-6

大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1
日清食品ビル2・3階

大阪府大阪市東成区大今里西2-1-8

大阪府大阪市城東区中央1-8-19

072-431-1122

06-6458-1868

06-6722-6001

072-996-7711

06-6821-2401

06-6848-6831

06-6705-0331

06-6992-3031

072-846-5011

船員保険

06-6531-5241
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06-6458-1855

06-6356-5511
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大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30
船場ダイヤモンドビル6～8階

大阪府大阪市西区北堀江3-10-1

大阪府

大阪府

大阪府


