
各課担当業務及びダイヤルイン番号（令和4年7月1日現在）

（普通財産の管理処分事務）

[管轄地域]

06-6949-6388（統括国有財産管理官（２））

＜担当する課等がご不明の場合＞

（悪質業者の存在や金融機関等による不正行為等に関する情報提供の受付、金融サービス・金融監督業務に関する

ご相談・ご質問の受付）

06-6949-6259（金融サービス利用者保護推進グループ）

（担当する課等がご不明な場合は、総務課へおかけ下さい）

06-6949-6390（総務課）

＜各課ダイヤルイン番号＞

（普通財産の管理処分事務）

[管轄地域]

06-6949-6386（統括国有財産管理官（１））

○金融に関する問い合わせ

○国有財産に関する問い合わせ（法定外公共物（里道・水路）、無番地等）

（一般競争入札による国有財産の売却に関する事務、物納財産等の引受事務）

06-6949-6131（統括国有財産管理官（４））

○その他に関する問い合わせ

06-6949-6523、06-6949-6875（多重債務に関するご相談窓口）

○借金でお困りの方へ

大阪市福島区、港区、大正区、浪速区、淀川区、鶴見区、住之江区、北区、中央区、

豊中市、高槻市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町

大阪市西区、西淀川区、東淀川区、生野区、城東区、住吉区、平野区、池田市、吹田市、

守口市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、柏原市、羽曳野市、高石市、東大阪市、

泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、千早赤阪村

（普通財産の管理処分事務）

[管轄地域]

06-6949-6616（統括国有財産管理官（３））

大阪市都島区、此花区、天王寺区、東成区、旭区、阿倍野区、東住吉区、西成区、堺市、

岸和田市、泉大津市、貝塚市、枚方市、茨木市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、

門真市、藤井寺市、四条畷市、交野市、岬町、太子町、河南町



課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

総務課 8 06-6949-6390 局内総合調整、情報公開・個人情報保護・閲覧窓口

人事課 8 06-6949-6352 服務、人事（採用含む）、給与

会計課 8 06-6949-6353 契約、支出、物品管理、営繕、資格審査（物品）

厚生課 8 06-6949-6354 職員の福利厚生、共済事務

業務管理課 8 06-6949-6544 情報システム管理､行政情報化

経済調査課 8 06-6949-6377
地方経済情勢の調査・分析、法人企業統計調査、法人企業
景気予測調査

財務広報相談室 8 06-6949-6355 広報業務、行政相談

合同庁舎管理官 1 06-6949-6461 合同庁舎維持・管理

課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

06-6949-6259
（受付時間：
    9：00～12：00
   13：00～17：00）

きんざい金融ホットライン
（悪質業者の存在や金融機関等による不正行為等に関する
情報提供の受付、金融サービス・金融監督業務に関するご
相談・ご質問の受付）

06-6949-6523
06-6949-6875
（受付時間：
　　9：00～12：00
　 13：00～17：00）

多重債務に関するご相談窓口

06-6949-6530
（受付時間：
    9：00～16：00）

新型コロナウイルス・中小企業等金融円滑化相談窓口
（中小企業円滑化法の期限到来後における金融機関の対
応、取引金融機関との間での借り入れや返済等についての
ご質問・ご相談の受付）

課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

主計第１課 7 06-6949-6364 理財部総合調整、国の予算に関する業務、共済組合監査

主計第２課 7 06-6949-6365 国の予算に関する業務

理財第１課 6 06-6949-6366
公認会計士、監査法人、金融商品取引所、政府関係金融機関等
に関する業務、外為検査、有価証券報告書等の公衆縦覧、対内
直接投資等に関する業務

統括証券監査官 6 06-6949-6697
有価証券報告書・株券等の大量保有報告書等の受理・審査
（公衆縦覧を除く）

理財第２課 6 06-6949-6368
たばこ事業法、塩事業法に関する事務、交付国債、貨幣の発
行及び回収にかかる業務

検査総括課 7 06-6949-6372 金融機関、信用保証協会等の業務及び財産の検査

審査業務課 7 06-6949-6373 金融機関、信用保証協会等の業務及び財産の検査

検査指導官 7 06-6949-6596 金融機関、信用保証協会等の業務及び財産の検査

06-6949-6117
06-6949-6374
06-6949-6375

金融監督第１課 7 06-6949-6369 地域銀行、信託会社等の監督

金融監督第２課 7 06-6949-6370 信用金庫、労働金庫等の監督

金融監督第３課 7 06-6949-6133 信用組合等の監督

保険監督室 7 06-6949-6371 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険業者等の監督

金融調整官（企画担当） 7 06-6949-6521 地域密着型金融の機能強化に関する各種業務等

金融調整官（モニタリング担当） 7 06-6949-6391 預金取扱金融機関の各種リスク分析に関する業務

融資課 7 06-6949-6376 地方公共団体に対する財政融資資金の融資及び管理業務

理財部

特別・統括金融証券検査官 7 金融機関、信用保証協会等の業務及び財産の検査

金融監督第４課 7 06-6949-6520
貸金業者、特定金融会社、前払式支払手段（プリペイドカード・商品
券等）発行者、特定目的会社、暗号資産交換業者等の監督

総務部

金融サービス・多重債務等に関するご相談窓口

金融サービス利用者
保護推進グループ

7

証券監督第１課 7 06-6949-6367
金融商品取引業者（第1種金融商品取引業）、金融商品仲介
業者、登録金融機関の監督

証券監督第２課 7 06-6949-6257
金融商品取引業者（第2種金融商品取引業、投資助言・代理業、投
資運用業）、適格機関投資家等特例業務届出者の監督

＜各課ダイヤルイン番号＞



課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

管財総括第２課 9 06-6949-6356
庁舎等の使用調整に関する事務、行政財産に関する協議、
通知等の処理

審理課 9 06-6949-6543 国有財産の管理処分に関する審理

訟務課 9 06-6949-6553 訴訟・非訴訟事件の処理

統括国有財産管理官（6）
（宿舎管理班・宿舎修繕班）

9 06-6949-6545 合同宿舎の維持修繕、入退去等事務

統括国有財産管理官（7）
(工事１～３班)

9 06-6949-6387 国有財産の管理処分に係る工事の実施に関する事務

統括国有財産監査官 9 06-6949-6358 国有財産の監査

首席国有財産鑑定官 9 06-6949-6359 国有財産の評価

課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

管財部

管財総括第１課 9 06-6949-6384 管財部門の総合調整、国有財産地方審議会等に関する事務

国有財産調整官
(普財担当）

9 06-6949-6389
普通財産全般に関する企画立案、普通財産の管理処分に関
する法令・通達適用審査

統括国有財産管理官（1）
（業務統括班・業務１、２班・法定外１班）

9 06-6949-6386 普通財産の管理処分事務

管財総括第３課 9 06-6949-6385
宿舎関係事務の総合調整、宿舎工事契約に関する事務、
競争参加資格審査（建設工事及び測量・建設コンサルタント）
に関する事務

国有財産調整官
(債権管理担当）

9 06-6949-6357 普通財産の管理処分に関する債権管理、徴収・収納事務

統括国有財産管理官（4）
（物納班・引受班・入札１、２班）

9 06-6949-6131
一般競争入札による国有財産の売却に関する事務、物納財
産等の引受事務、庁舎・宿舎跡地等の引継事務

統括国有財産管理官（5）
（施設整備１、２班）

9 06-6949-6179
国家公務員合同宿舎の建設､施設改修
ＰＦＩ方式による宿舎建設事務

統括国有財産管理官（2）
（業務３～５班・法定外２班）

9 06-6949-6388 同上

統括国有財産管理官（3）
（業務６～８班・法定外３班）

9 06-6949-6616 同上

証券取引等監視官

証券取引等監視官 6 06-6949-6348
金融商品取引業者等の検査、有価証券取引にかかる市場監
視、証券取引等監視委員会の指揮によるインサイダー取引
等犯則事件の調査



課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

総務課 ― 075-752-1417
所内総合調整、情報公開・個人情報保護・閲覧窓口、広報業
務、行政相談、多重債務相談

075-752-1419

地域銀行、信用金庫、信用組合、貸金業者、生命保険募集
人、損害保険代理店等、前払式支払手段発行者､暗号資産
交換業者、金融商品取引業者（第1種金融商品取引業、第2
種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）、金融
商品仲介業者、登録金融機関等の監督

075-752-1419
（受付時間：
    9：00～17：00）

中小企業等金融円滑化相談窓口
（中小企業円滑化法の期限到来後における金融機関の対
応、取引金融機関との間での借り入れや返済等についての
ご質問・ご相談の受付）

課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

078-391-6941
所内総合調整、情報公開・個人情報保護・閲覧窓口、広報業
務、行政相談、多重債務相談

078-391-2289 合同庁舎維持･管理

078-391-6943

地域銀行、信用金庫、信用組合、貸金業者、生命保険募集
人、損害保険代理店等、前払式支払手段発行者､暗号資産
交換業者、金融商品取引業者（第1種金融商品取引業、第2
種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）、金融
商品仲介業者、登録金融機関等の監督

078-391-6943
（受付時間：
    9：00～17：00）

中小企業等金融円滑化相談窓口
（中小企業円滑化法の期限到来後における金融機関の対
応、取引金融機関との間での借り入れや返済等についての
ご質問・ご相談の受付）

管財課 ― 078-391-6944
所内管財部門の総合調整、徴収、行政財産にかかる協議、
通知等の処理、国家公務員合同宿舎に関する事務

財務課 ― 075-752-1418
地方公共団体に対する財政融資資金の融資及び管理業務、
法人企業統計調査、法人企業景気予測調査、たばこ・塩関
係、交付国債、地方経済情勢の調査・分析

理財課 ―

京都財務事務所

統括国有財産管理官
（地域４～６班）

― 075-752-1422 同上

神戸財務事務所

総務課 ―

管財課 ― 075-752-1420
所内管財部門の総合調整、徴収、行政財産にかかる協議、
通知等の処理、国家公務員合同宿舎に関する事務

統括国有財産管理官
（地域１～３班）

― 075-752-1421 普通財産の管理処分事務

統括国有財産管理官
（業務１～２班）

― 078-391-6945 普通財産の管理処分事務

統括国有財産管理官
（業務３～４班）

― 078-391-6946 同上

財務課 ― 078-391-6942
地方公共団体に対する財政融資資金の融資及び管理業務、
法人企業統計調査、法人企業景気予測調査、たばこ・塩関
係、交付国債、地方経済情勢の調査・分析

理財課 ―

統括国有財産管理官
（業務５～６班）

― 078-391-6947 同上



課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

0742-27-3163

地域銀行、信用金庫、信用組合、貸金業者、生命保険募集
人、損害保険代理店等、前払式支払手段発行者､暗号資産
交換業者、金融商品取引業者（第1種金融商品取引業、第2
種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）、金融
商品仲介業者、登録金融機関等の監督

0742-27-3163
（受付時間：
    9：00～17：00）

中小企業等金融円滑化相談窓口
（中小企業円滑化法の期限到来後における金融機関の対
応、取引金融機関との間での借り入れや返済等についての
ご質問・ご相談の受付）

課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

総務課 ― 073-422-6141
所内総合調整、情報公開・個人情報保護・閲覧窓口、広報業
務、行政相談、多重債務相談

073-422-6143

地域銀行、信用金庫、信用組合、貸金業者、生命保険募集
人、損害保険代理店等、前払式支払手段発行者､暗号資産
交換業者、金融商品取引業者（第1種金融商品取引業、第2
種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）、金融
商品仲介業者、登録金融機関等の監督

073-422-6143
（受付時間：
    9：00～17：00）

中小企業等金融円滑化相談窓口
（中小企業円滑化法の期限到来後における金融機関の対
応、取引金融機関との間での借り入れや返済等についての
ご質問・ご相談の受付）

財務課 ― 0742-27-3162
地方公共団体に対する財政融資資金の融資及び管理業務、
法人企業統計調査、法人企業景気予測調査、たばこ・塩関
係、交付国債、地方経済情勢の調査・分析

理財課 ―

奈良財務事務所

総務課 ― 0742-27-3161
所内総合調整、情報公開・個人情報保護・閲覧窓口、広報業
務、行政相談、合同庁舎維持・管理業務、多重債務相談

理財課 ―

管財課 ― 073-422-6144
所内管財部門の総合調整、徴収、行政財産にかかる協議、
通知等の処理、普通財産の管理処分事務、国家公務員合同
宿舎に関する事務

管財課 ― 0742-27-3164
所内管財部門の総合調整、徴収、行政財産にかかる協議、
通知等の処理、普通財産の管理処分事務、国家公務員合同
宿舎に関する事務

和歌山財務事務所

財務課 ― 073-422-6142
地方公共団体に対する財政融資資金の融資及び管理業務、
法人企業統計調査、法人企業景気予測調査、たばこ・塩関
係、交付国債、地方経済情勢の調査・分析



課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

077-522-4362

地域銀行、信用金庫、信用組合、貸金業者、生命保険募集
人、損害保険代理店等、前払式支払手段発行者､暗号資産
交換業者、金融商品取引業者（第1種金融商品取引業、第2
種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）、金融
商品仲介業者、登録金融機関等の監督

077-522-4362
（受付時間：
    9：00～17：00）

中小企業等金融円滑化相談窓口
（中小企業円滑化法の期限到来後における金融機関の対
応、取引金融機関との間での借り入れや返済等についての
ご質問・ご相談の受付）

課名 所在階 ダイヤルイン番号 主な担当業務

0773-62-3558
0773-62-3559

大津財務事務所

総務課 ― 077-522-3765
所内総合調整、情報公開・個人情報保護・閲覧窓口、広報業
務、行政相談、多重債務相談

財務課 ― 077-522-6455
地方公共団体に対する財政融資資金の融資及び管理業務、
法人企業統計調査、法人企業景気予測調査、たばこ・塩関
係、交付国債、地方経済情勢の調査・分析

舞鶴出張所

管財課 ― 0773-62-3557
所内総合調整、情報公開・個人情報保護・閲覧窓口、広報業
務、行政相談、徴収、行政財産にかかる協議、通知等の処理

統括国有財産管理官
（業務１～３班）

―
普通財産の管理処分事務、国家公務員合同宿舎に関する事
務

理財課 ―

管財課 ― 077-522-3768
所内管財部門の総合調整、徴収、行政財産にかかる協議、
通知等の処理、普通財産の管理処分事務、国家公務員合同
宿舎に関する事務


