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自治体申請システム　更新履歴 2023/3/24
更新日 都道府県名 市区町村名・公社名 変更内容 備考

2023/3/27
2023/1/10
2022/11/28
2022/9/20
2022/7/25
2022/7/1
2022/6/1
2022/4/1
2022/3/22
2022/1/1

2021/12/13

2021/12/1
2021/9/13
2021/9/1
2021/6/1
2021/4/1 大分県 土木建築部　道路保全課 オンライン申請可能に変更
2021/3/1 北海道 各出先機関 オンライン申請可能に変更
2021/2/1
2021/1/4 茨城県 道路維持課 オンライン申請可能に変更

2020/11/30

2020/11/2 青森県 各出先機関 オンライン申請不可能に変更
2020/10/12 宮崎県 各出先機関 オンライン申請不可能に変更
2020/9/28 青森県 西北地域県民局 オンライン申請不可能に変更
2020/9/7
2020/9/1
2020/8/2 広島県 広島県東部建設事務所 オンライン申請可能に変更
2020/7/17 鳥取県 各出先機関 オンライン申請不可能に変更
2020/6/26
2020/6/19

福井県 地方機関単位での申請に変更
長崎県 地方機関単位での申請に変更

更新の都道府県なし
更新の都道府県なし

更新の都道府県なし
更新の都道府県なし
更新の都道府県なし

更新の都道府県なし
更新の都道府県なし
更新の都道府県なし
更新の都道府県なし

更新の都道府県なし
更新の都道府県なし
更新の都道府県なし

2020/6/15
更新の都道府県なし
更新の都道府県なし

更新の都道府県なし
更新の都道府県なし

更新の都道府県なし
更新の都道府県なし
更新の都道府県なし

更新の都道府県なし

更新の都道府県なし
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都道府県名 申請書提出先（部署名） オンライン申請 備考

北海道 空知総合振興局札幌建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
後志総合振興局小樽建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
渡島総合振興局函館建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
上川総合振興局旭川建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
留萌振興局留萌建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
宗谷総合振興局稚内建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
オホーツク総合振興局網走建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
十勝総合振興局帯広建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能
釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 オンライン申請可能

青森県 東青地域県民局地域整備部管理課 
中南地域県民局地域整備部管理課 
三八地域県民局地域整備部管理課 
西北地域県民局地域整備部管理課 
上北地域県民局地域整備部管理課 
下北地域県民局地域整備部管理課 

岩手県 盛岡広域振興局土木部管理課 オンライン申請可能
盛岡広域振興局土木部岩手土木センター管理用地課 オンライン申請可能
県南広域振興局土木部管理課 オンライン申請可能
県南広域振興局土木部花巻土木センター管理課 オンライン申請可能
県南広域振興局土木部北上土木センター管理課 オンライン申請可能
県南広域振興局土木部遠野土木センター管理用地課 オンライン申請可能
県南広域振興局土木部一関土木センター管理課 オンライン申請可能
県南広域振興局土木部千厩土木センター管理課 オンライン申請可能
沿岸広域振興局土木部管理課 オンライン申請可能
沿岸広域振興局土木部宮古土木センター管理課 オンライン申請可能
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター管理課 オンライン申請可能
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター管理課 オンライン申請可能
県北広域振興局土木部管理課 オンライン申請可能
県北広域振興局土木部二戸土木センター管理課 オンライン申請可能

宮城県 宮城県土木部道路課 オンライン申請可能
宮城県道路公社建設部 道路管理課

秋田県 鹿角地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能
北秋田地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能
山本地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能
秋田地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能
由利地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能
仙北地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能
平鹿地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能
雄勝地域振興局建設部用地課 オンライン申請可能

山形県 村山総合支庁(本庁舎)建設部建設総務課 オンライン申請可能
村山総合支庁(西庁舎)建設部西村山建設総務課 オンライン申請可能
村山総合支庁(北庁舎)建設部北村山建設総務課 オンライン申請可能
最上総合支庁建設部建設総務課 オンライン申請可能
置賜総合支庁(本庁舎)建設部建設総務課 オンライン申請可能
置賜総合支庁(西庁舎)建設部西置賜建設総務課 オンライン申請可能
庄内総合支庁建設部建設総務課 オンライン申請可能

福島県 県北建設事務所総務部行政課 オンライン申請可能
県中建設事務所総務部行政課 オンライン申請可能
県南建設事務所総務部行政課 オンライン申請可能
会津若松建設事務所総務部行政課 オンライン申請可能
喜多方建設事務所総務部行政課 オンライン申請可能
南会津建設事務所総務部総務課 オンライン申請可能
相双建設事務所総務部行政課 オンライン申請可能
いわき建設事務所総務部行政課 オンライン申請可能
福島県道路公社管理課 オンライン申請可能

茨城県 茨城県道路維持課 オンライン申請可能
茨城県道路公社 

栃木県 宇都宮土木事務所管理課 
鹿沼土木事務所保全部 
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都道府県名 申請書提出先（部署名） オンライン申請 備考

日光土木事務所保全管理課 
真岡土木事務所管理課 
栃木土木事務所管理課 
矢板土木事務所保全部 
大田原土木事務所管理課 
烏山土木事務所保全部 
安足土木事務所保全一部 
安足土木事務所保全二部 
栃木県道路公社 オンライン申請可能

群馬県 群馬県土整備部道路管理課 
埼玉県 埼玉県 埼玉県道路環境課

埼玉県道路公社 オンライン申請可能
千葉県 千葉県 千葉県道路環境課　道路管理室

千葉県道路公社 
東京都 東京都 東京都建設局道路管理部路政課
神奈川県 横須賀土木事務所許認可指導課 

平塚土木事務所許認可指導課 
藤沢土木事務所許認可指導課 
厚木土木事務所許認可指導課 
厚木土木事務所東部センター 許認可指導課
県西土木事務所許認可指導課 
県西土木事務所小田原土木センター 許認可指導課
神奈川県道路公社技術部技術課 

新潟県 村上地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
新発田地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
新潟地域振興局新津地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
新潟地域振興局津川地区振興事務所 総務課行政係 オンライン申請可能
三条地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
長岡地域振興局地域整備部 庶務課行政第一係 オンライン申請可能
魚沼地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
南魚沼地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
十日町地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
柏崎地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
上越地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
糸魚川地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能
佐渡地域振興局地域整備部 庶務課行政係 オンライン申請可能

富山県 入善土木事務所業務課 オンライン申請可能
新川土木センター企画管理課業務班 オンライン申請可能
立山土木事務所業務課 オンライン申請可能
富山土木センター企画管理課業務班 オンライン申請可能
高岡土木センター企画管理課業務班 オンライン申請可能
砺波土木センター企画管理課業務班 オンライン申請可能
小矢部土木事務所業務課 オンライン申請可能
氷見土木事務所業務課 オンライン申請可能
富山県道路公社総務課 

石川県 石川県土木部道路整備課 オンライン申請可能
福井県 福井土木事務所管理課 オンライン申請可能

三国土木事務所管理用地課 オンライン申請可能
奥越土木事務所管理用地課 オンライン申請可能
丹南土木事務所管理用地課 オンライン申請可能
丹南土木事務所　鯖江丹生土木部管理用地課 オンライン申請可能
嶺南振興局　敦賀土木事務所管理用地課 オンライン申請可能
嶺南振興局　小浜土木事務所管理用地課 オンライン申請可能
福井県道路公社事務局 オンライン申請可能

山梨県 山梨県 山梨県県土整備部道路管理課
山梨県道路公社道路部道路管理課 

長野県 長野県 長野県建設部　道路管理課　管理係
長野県道路公社道路管理課 

岐阜県 岐阜土木事務所施設管理課道路管理第一係 
大垣土木事務所施設管理課道路管理係 
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都道府県名 申請書提出先（部署名） オンライン申請 備考

揖斐土木事務所施設管理課施設管理係 
美濃土木事務所施設管理課施設管理係 
郡上土木事務所施設管理課施設管理係 
可茂土木事務所施設管理課施設管理係 
多治見土木事務所施設管理課施設管理係 
恵那土木事務所施設管理課施設管理係 
下呂土木事務所施設管理課施設管理係 
高山土木事務所施設管理課施設管理係 
古川土木事務所施設管理課施設管理係 

静岡県 下田土木事務所維持管理課 
熱海土木事務所用地管理課 
沼津土木事務所管理課 
富士土木事務所維持管理課 
島田土木事務所維持管理課 
袋井土木事務所維持管理課 
浜松土木事務所維持管理課 
静岡県道路公社維持管理課 

愛知県 尾張建設事務所維持管理課管理第一グループ 
一宮建設事務所維持管理課管理グループ 
海部建設事務所維持管理課管理グループ 
知多建設事務所維持管理課管理グループ 
西三河建設事務所維持管理課管理グループ 
西三河建設事務所西尾支所管理課管理・用地グループ 
知立建設事務所維持管理課管理グループ 
豊田加茂建設事務所維持管理課管理グループ 
豊田加茂建設事務所足助支所管理課管理・用地グループ 
新城設楽建設事務所維持管理課管理グループ 
新城設楽建設事務所設楽支所管理課管理・用地グループ 
東三河建設事務所維持管理課管理第一グループ 
愛知県道路公社道路管制室 

三重県 桑名建設事務所管理課 
四日市建設事務所管理課 
鈴鹿建設事務所管理課 
津建設事務所管理課 
松阪建設事務所管理課 
伊勢建設事務所管理課 
志摩建設事務所管理課 
伊賀建設事務所管理課 
尾鷲建設事務所管理課 
熊野建設事務所管理課 

滋賀県 滋賀県道路課路政係 オンライン申請可能
滋賀県道路公社道路部経営企画課

京都府 乙訓土木事務所施設保全室 
山城北土木事務所施設保全室 
山城南土木事務所施設保全室 
南丹土木事務所施設保全室 
中丹東土木事務所施設保全室 
中丹西土木事務所施設保全室 
丹後土木事務所施設保全室 
京都府道路公社業務課 

大阪府 大阪府庁交通道路室道路環境課
兵庫県 兵庫県県土整備部土木局道路保全課

宝塚土木事務所管理第一課 
光都土木事務所管理課 
龍野土木事務所管理課 
豊岡土木事務所管理課 
新温泉土木事務所管理課 
養父土木事務所管理課 
丹波土木事務所管理課 
洲本土木事務所管理第一課 
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兵庫県道路公社総務部業務管理課 
奈良県 奈良県道路管理課
和歌山県 伊都振興局管理保全課

那賀振興局管理保全課
海草振興局管理保全課
有田振興局管理保全課
日高振興局管理保全課
西牟婁振興局管理保全課
東牟婁振興局串本建設部管理保全課
東牟婁振興局新宮建設部

鳥取県 鳥取県土整備事務所維持管理課 
八頭県土整備事務所維持管理課 
中部総合事務所県土整備局　 維持管理課
西部総合事務所米子県土整備局　 維持管理課
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備事務所 維持管理課

島根県 松江県土整備事務所維持管理部管理課管理第二係 オンライン申請可能
松江県土整備事務所広瀬土木事業所管理課 オンライン申請可能
雲南県土整備事務所維持管理部管理課管理第二係 オンライン申請可能
雲南県土整備事務所仁多土木事業所維持管理課 オンライン申請可能
出雲県土整備事務所維持管理部管理第二課 オンライン申請可能
県央県土整備事務所大田事業所管理課 オンライン申請可能
県央県土整備事務所維持管理部管理課 オンライン申請可能
浜田県土整備事務所維持管理部管理課 オンライン申請可能
益田県土整備事務所維持管理部管理第一課 オンライン申請可能
益田県土整備事務所津和野土木事業所管理課 オンライン申請可能
隠岐支庁県土整備局維持管理部管理課 オンライン申請可能
隠岐支庁県土整備局島前事業部業務課 オンライン申請可能

岡山県 備前県民局建設部管理課 
備前県民局建設部東備地域管理課 維持補修班
備中県民局建設部管理課 
備中県民局建設部井笠地域管理課 管理班
備中県民局建設部高梁地域管理課 
備中県民局建設部新見地域管理課 管理班
美作県民局建設部真庭地域管理課 管理班
美作県民局建設部管理課 
美作県民局建設部勝英地域管理課 管理班

広島県 西部建設事務所管理課 オンライン申請可能
西部建設事務所廿日市支所管理用地課 オンライン申請可能
西部建設事務所呉支所管理課 オンライン申請可能
西部建設事務所安芸太田支所管理用地課 オンライン申請可能
西部建設事務所東広島支所管理課 オンライン申請可能
東部建設事務所三原支所管理課 オンライン申請可能
東部建設事務所管理課 オンライン申請可能
北部建設事務所管理課 オンライン申請可能
北部建設事務所庄原支所管理用地課 オンライン申請可能
広島県道路公社維持管理課
広島高速道路公社道路部維持管理課 

山口県 岩国土木建築事務所維持管理課 
柳井土木建築事務所維持管理課 
周南土木建築事務所維持管理課 
防府土木建築事務所維持管理課 
防府土木建築事務所山口支所維持管理課 
宇部土木建築事務所維持管理課 
宇部土木建築事務所美祢支所維持管理課 
下関土木建築事務所維持管理課 
長門土木建築事務所維持管理課 
萩土木建築事務所維持管理課 

徳島県 徳島県道路整備課　機能再生・管理担当
香川県 長尾土木事務所総務課 

小豆総合事務所用地管理課 
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高松土木事務所管理課 
中讃土木事務所管理課 
西讃土木事務所総務課 

愛媛県 東予地方局建設部管理課管理課 
中予地方局建設部管理課管理課 
南予地方局建設部管理課管理課 

高知県 高知県土木部道路課 オンライン申請可能
福岡県 福岡県土整備事務所管理課管理一係 

福岡県土整備事務所前原支所庶務課 
久留米県土整備事務所用地課管理係 
南筑後県土整備事務所用地課管理係 
南筑後県土整備事務所柳川支所庶務課 
直方県土整備事務所用地課管理係 
京築県土整備事務所用地課管理係 
京築県土整備事務所行橋支所庶務課 
朝倉県土整備事務所用地課管理係 
八女県土整備事務所用地課管理係 
北九州県土整備事務所用地課管理係 
北九州県土整備事務所宗像支所庶務課 
田川県土整備事務所用地課管理係 
飯塚県土整備事務所用地課管理係 
那珂県土整備事務所用地課管理係 
福岡北九州高速道路公社 

佐賀県 佐賀土木事務所管理課河川・建設担当 
唐津土木事務所管理課管理担当 
伊万里土木事務所管理課管理担当 
東部土木事務所管理課管理担当 
杵藤土木事務所管理課管理担当 
佐賀県道路公社維持管理課 

長崎県 長崎振興局管理課管理班 
県央振興局管理課管理班 
県北振興局建設部建設管理課建設総務班 
島原振興局建設部管理課管理班 
五島振興局建設部管理・用地課管理班 
五島振興局上五島支所建設部管理・用地課管理・用地班 
壱岐振興局建設部管理・用地課管理・用地班 
対馬振興局建設部管理課管理班 
大瀬戸土木維持管理事務所
田平土木維持管理事務所
長崎県道路公社技術部 

熊本県 宇城地域振興局土木部維持管理調整課 
玉名地域振興局土木部維持管理調整課 
鹿本地域振興局土木部維持管理調整課 
県北広域本部土木部維持管理課 
阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課 
上益城地域振興局土木部維持管理調整課 
県南広域本部土木部維持管理課 
芦北地域振興局土木部維持管理調整課 
球磨地域振興局土木部維持管理調整課 
天草広域本部土木部維持管理課 

大分県

土木建築部　道路保全課 オンライン申請可能

申請先選択画面
において、「大分
県庁（集約）」を選
択することで申請
が可能となります

宮崎県 宮崎土木事務所用地課管理担当 
日南土木事務所総務課管理担当 
串間土木事務所総務課管理担当 
都城土木事務所用地課管理担当 
小林土木事務所総務課管理担当 
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高岡土木事務所総務課管理担当 
西都土木事務所総務課管理担当 
高鍋土木事務所総務課管理担当 
日向土木事務所用地課管理担当 
延岡土木事務所用地課管理担当 
西臼杵支庁土木課管理担当 
宮崎県道路公社道路業務課 

鹿児島県 鹿児島地域振興局建設部建設総務課管理第二係 
南薩地域振興局建設部建設総務課管理係 
北薩地域振興局建設部建設総務課管理係 
北薩地域振興局建設部甑島支所 
姶良・伊佐地域振興局建設部建設総務課管理係 
大隅地域振興局建設部建設総務課管理第一係 
熊毛支庁建設部建設課用地管理係 
熊毛支庁屋久島事務所総務課用地管理係 
大島支庁建設部建設課管理係 
大島支庁瀬戸内事務所総務課用地管理係 
大島支庁喜界事務所総務係 
大島支庁徳之島事務所総務課用地管理係 
大島支庁沖永良部事務所総務福祉課用地管理係 
鹿児島県道路公社管理課 

沖縄県 北部土木事務所維持管理班 オンライン申請可能
中部土木事務所維持管理班 オンライン申請可能
南部土木事務所維持管理班 オンライン申請可能
宮古土木事務所維持管理班 オンライン申請可能
八重山土木事務所維持管理班 オンライン申請可能


