
　区分 官　公　庁　名 郵便番号 　　　　所　　　在　　　地 　電 話 番 号 　　ＦＡＸ番号 メールアドレス

産業技術環境局 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号

知的基盤課計量行政室

独立行政法人 標準供給保証室 （代）072-751-8690 （代）072-751-8693

産業技術総合研究所 計量標準技術科 072-751-8691 072-751-8693

関西ｾﾝﾀｰ 校正試験技術室 072-751-8677 072-751-8696

総務課 072-872-7801 072-872-6515 keiryokenteisho@sbox.pref.osaka.lg.jp

指導課 072-873-4482 keiryokenteisho-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

検定第一課 072-872-7802 keiryokenteisho-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

検定第二課 072-872-7803 keiryokenteisho-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

検査課 072-872-7877 keiryokenteisho-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

京都市上京区室町通

中立売上る薬屋町４３１番

滋賀県 滋賀県計量検定所 525-0022 滋賀県草津市川原149番1号 077-563-3145 077-563-3393 nakamura-takahiro@pref.shiga.lg.jp

兵庫県産業労働部　産業振興局 神戸市中央区下山手通

工業振興課 ５丁目１０番１号

奈良県工業技術センター

計量検定室

和歌山県商工観光労働部

商工労働政策局 商工観光労働総務課

大阪市経済局　産業振興部

計量検査所

堺市立市民人権局 堺市北瓦町２丁目４番１６号

消費生活センター  （堺富士ビル６階）

守口市 市民生活部　消費生活センター 570-0056 守口市寺内町１丁目１６番５号 06-6998-6910 06-6998-3603 keiryo-moriguchi@mkc.zaq.ne.jp

門真市 市民部 地域活動課 消費生活センター 571-8585 門真市中町１番１号 06-6902-5944 06-6916-2011 ka-sodan@giga.odn.ne.jp

寝屋川市 市民生活部　消費生活センター 572-0041 寝屋川市桜木町5番30号 072-828-0428 072-838-9910 syouhi@city.neyagawa.osaka.jp

東大阪市 市民生活部　消費生活センター 578-0941 東大阪市岩田町5丁目7番36号 072-965-6002 072-962-9385 shouhiseikatsu@city.higashiosaka.lg.jp

市民協働部　くらしセンター

消費生活課　企画グループ

産業労働にぎわい部

産業にぎわい創造室

枚方市岡東町12番３-202号

ひらかたサンプラザ3号館2階

産業環境部

商工労政課 商工振興係

経済環境部　産業政策課

消費生活係

計　量　関　係　機　関　・　団　体

大阪府計量検定所 574-0055 大阪府大東市新田１１番３７号

630-8031 奈良市柏木町１２９－１

590-0076

茨木市駅前３丁目８番１３号

100-8901 03-3501-1688 03-3501-7851 metrology-policy@meti.go.jp

602-0918 075-441-8335

大阪府池田市緑丘1丁目8番31号563-8577

大阪府

産総研

経済産業省

京都府

奈良県

堺市

枚方市

075-441-8336 keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp

兵庫県 650-8567 078-3４１-7711 078-362-３８０１ kougyoshinko@pref.hyogo.lg.jp

京都府計量検定所

0742-30-4705 0742-36-8517 keiryo-kogyo-tc@office.pref.nara.lg.jp

和歌山県 640-8585 和歌山市小松原通１丁目１番地 073-441-2713 073-432-4409 e0601002@pref.wakayama.lg.jp

大阪市 552-0005 大阪市港区田中３丁目１番１２６号 06-6577-5888 06-6577-5808 ga0003@city.osaka.lg.jp

072-221-6538 072-221-2796 syoseise@city.sakai.lg.jp

豊中市 560-0022 豊中市中桜塚2丁目2番1号 (代）06-6858-5060

shouhi-cen@city.hirakata.osaka.jp

06-6858-5095 kurashi@city.toyonaka.osaka.jp

吹田市 564-0041 吹田市泉町１丁目３番４０号 06-6384-1356 06-6384-1292 s_keiryou@city.suita.osaka.jp

072-620-1620 072-627-0289

市民安全部　消費生活センター 573-0032 072-844-2433 072-844-2433

syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

八尾市 581-0006 八尾市清水町1丁目1番6号 072-924-8531 072-924-0180 sangyou@city.yao.osaka.jp

茨木市 567-8505

大
阪
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係
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072-872-6515国
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産業振興部　産業政策課

商工振興担当

都市産業部　農林商工観光室 高槻市紺屋町1番1号

消費生活センター 総合市民交流センター1階

京都市 産業観光局 商工部 計量検査所 616-8181 京都市右京区太秦京ノ道町１３－２ 075-861-1731 075-861-1748 keiryokensa@city.kyoto.jp

大津市 産業観光部　産業政策課 520-8575 大津市御陵町３－１ 077-528-2754 077-523-4053 otsu1601@city.otsu.lg.jp

奈良市 観光経済部 商工労政課 630-8580 奈良市二条大路南１丁目１番１号 074-234-4741 074-236-4058 shoukourousei@city.nara.lg.jp

市民参画推進局　市民生活部

消費生活課 計量検査係

交流振興局　市民参画部

市民総合相談室　計量担当

環境市民局　市民部

女性・消費生活課　計量担当

市民局 経済部 西宮市北口町１丁目１番501号

消費生活センター 計量チーム ＡＣＴＡ（アクタ）西宮西館５階

都市活力部　産業振興室

商工労働課

コミュニティ推進部 明石市東仲ノ町6番1号

男女共同参画課 消費生活係 アスピア明石北館７階

地域振興部 加古川市加古川町

産業振興局 商工労政課 北在家2000番地

産業文化部 宝塚市売布2丁目5番1号

産業振興室 消費生活センター ピピアめふ１・５階

市民環境局 市民生活部

市民総務課 消費生活班

総務部 03-3268-4920 03-3268-4924 soumu@nikkeishin.or.jp

推進部 03-3268-4925 03-3268-2553 mail@nikkeishin.or.jp

事業部 03-3269-3259 03-3268-2553 jigyo@nikkeishin.or.jp

試験・校正センター 03-3269-3232 03-3269-4755 center@nikkeishin.or.jp

一般社団法人　大阪府計量協会 574-0055 大東市新田本町11番37号 072-874-9115 072-9157

特定非営利法人　大阪市計量士会 大阪市福島区吉野4丁目29番20号

大阪ＮＰＯプラザ120号

神戸市中央区中山手通7丁目２８番３３号

兵庫県立産業会館内

神戸市中央区東町１１６－２

オールドブライド402号

京都府 社団法人　京都府計量協会 602-0918 京都市上京区薬屋町４３１ 075-415-3166 075-415-3171 kyotofu@kyoto-keiryo.jp

奈良県 奈良県計量連合会 630-8141 奈良市南京終町4番地 074-226-7888 074-226-7888 nara-keiryo@r2.dion.ne.jp

滋賀県 社団法人　滋賀県計量協会 525-0022 滋賀県草津市川原149番1号 077-567-3978 077-567-3981

和歌山県 和歌山県計量協会 640-8585 和歌山市小松原通１丁目１番地 073-432-4111 073-441-3470

一般社団法人　日本計量振興協会 162-0837 東京都新宿区納戸町２５－１日計振

尼崎市

加古川市

072-683-5615 syouhic@city.takatsuki.osaka.jp

岸和田市 596-8510 岸和田市岸城町７－１ 072-423-9485 072-423-6925

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 078-322-5186 078-322-6036

sangyo@city.kishiwada.osaka.jp

高槻市 569-0803 072-683-0999

kazuaki_yamamoto@office.city.kobe.lg.jp

姫路市 670-8501 姫路市安田4丁目1番地 079-221-2516 079-221-2108 shiminsodan@city.himeji.hyogo.jp

神戸市 650-8570

661-0033 尼崎市南武庫之荘３丁目３６番１号 06-6438-4445 06-6438-2427

072-784-8047 072-784-8048伊丹市 664-8503 伊丹市千僧1丁目1番地

yoshida-takeyoshi@city.amagasaki.hyogo.jp

西宮市 663-8035 079-869-3158 079-869-3162 nmc00068@nishi.or.jp

明石市 673-0886 078-918-5611 078-918-5617 danjyo@city.akashi.lg.jp

syoukou@city.kakogawa.hyogo.jp

073-435-1045 073-435-1257 shiminsoumu@city.wakayama.lg.jp

665-0852

syokorodo@city.itami.lg.jp

06-6467-7755 06-6467-7756

675-8501 079-427-9756 079-424-1373

m-takarazuka0070@city.takarazuka.lg.jp

他
府
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和歌山市 640-8511 和歌山市７番丁２３番地

宝塚市 079-781-4185 079-783-1011

553-0006

078-327-1803

650-0004社団法人　兵庫県計量協会 078-361-8070 078-361-8072

兵庫県

計
量
協
会
関
係

社団法人　神戸市計量士会 650-0031 078-327-1802

大阪府


