
利用地方公共団体一覧（都道府県）

青森県 東青地域県民局地域整備部 017-728-0200

青森県 中南地域県民局地域整備部 0172-32-0282

青森県 三八地域県民局地域整備部 0178-27-5111

青森県 西北地域県民局地域整備部 0173-35-2105

青森県 上北地域県民局地域整備部 0176-22-8111

青森県 下北地域県民局地域整備部 0175-22-8581

岩手県 盛岡広域振興局土木部管理課 019-629-6630

岩手県 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター管理用地課 0195-62-2888

岩手県 県南広域振興局土木部管理課 0197-22-2881

岩手県 県南広域振興局土木部花巻土木センター管理課 0198-22-4941

岩手県 県南広域振興局土木部遠野土木センター管理用地課 0198-62-9938

岩手県 県南広域振興局土木部北上土木センター管理課 0197-65-2738

岩手県 県南広域振興局土木部一関土木センター管理課 0191-26-1418

岩手県 県南広域振興局土木部千厩土木センター管理課 0191-52-4971

岩手県 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター管理課 0192-27-9919

岩手県 沿岸広域振興局土木部管理課 0193-25-2708

岩手県 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター管理課 0193-64-2221

岩手県 沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター管理課 0194-22-3116

岩手県 県北広域振興局土木部管理課 0194-53-4990

岩手県 県北広域振興局土木部二戸土木センター管理課 0195-23-9209

宮城県 宮城県土木部道路課路政班 022-211-3152

秋田県 鹿角地域振興局建設部用地課 0186-23-2302

秋田県 北秋田地域振興局建設部用地課 0186-62-3114

秋田県 山本地域振興局建設部用地課 0185-52-6104

秋田県 秋田地域振興局建設部用地課 018-860-3452

秋田県 由利地域振興局建設部用地課 0184-22-5437

秋田県 仙北地域振興局建設部用地課 0187-63-3116

秋田県 平鹿地域振興局建設部用地課 0182-32-6208

秋田県 雄勝地域振興局建設部用地課 0183-73-6165

山形県 村山総合支庁建設総務課 023-621-8194

山形県 村山総合支庁西村山地域振興局建設総務課 0237-86-8372

山形県 村山総合支庁北村山地域振興局建設総務課 0237-47-8653

山形県 最上総合支庁建設総務課 0233-29-1377

山形県 置賜総合支庁建設総務課 0238-26-6069

山形県 置賜総合支庁西置賜地域振興局建設総務課 0238-88-8223

山形県 庄内総合支庁建設総務課 0235-66-5578

福島県 県北建設事務所（行政課） 024-521-2498

福島県 県中建設事務所（行政課） 024-935-1329

福島県 県南建設事務所（行政課） 0248-23-1607

福島県 会津若松建設事務所（行政課） 0242-29-5427

福島県 喜多方建設事務所（行政課） 0241-24-5713

福島県 南会津建設事務所（総務課） 0241-62-5306

福島県 相双建設事務所（行政課） 0244-26-1244

福島県 いわき建設事務所（行政課） 0246-24-6109

都道府県名 申請書提出先（部署名） 連絡先
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新潟県 村上地域振興局地域整備部庶務課行政係 0254-52-7956

新潟県 新発田地域振興局地域整備部庶務課行政係 0254-26-9196

新潟県 新潟地域振興局新津地域整備部庶務課行政係 0250-24-9662

新潟県 新潟地域振興局津川地区振興事務所総務課行政係 0254-92-4749

新潟県 三条地域振興局地域整備部庶務課行政係 0256-36-2304

新潟県 長岡地域振興局地域整備部庶務課行政第１係 0258-38-2639

新潟県 魚沼地域振興局地域整備部庶務課行政係 025-792-8314

新潟県 十日町地域振興局地域整備部庶務課行政係 025-757-9482

新潟県 南魚沼地域振興局地域整備部庶務課行政係 025-772-3952

新潟県 柏崎地域振興局地域整備部庶務課行政係 0257-21-6311

新潟県 上越地域振興局地域整備部庶務課行政係 025-526-9505

新潟県 糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係 025-553-1965

新潟県 佐渡地域振興局地域整備部庶務課行政係 0259-74-3392

富山県 新川土木センター企画管理課業務班 0765-22-9115

富山県 新川土木センター入善土木事務所業務課 0765-72-1243

富山県 富山土木センター企画管理課業務班 076-444-4446

富山県 富山土木センター立山土木事務所業務課 076-463-1101

富山県 高岡土木センター企画管理課業務班 0766-26-8423

富山県 高岡土木センター氷見土木事務所業務課 0766-72-8205

富山県 高岡土木センター小矢部土木事務業務課 0766-67-0262

富山県 砺波土木センター企画管理課業務班 0763-22-3547

石川県 道路整備課 076-225-1726

福井県 土木部道路保全課 0776-20-0477

滋賀県 土木交通部道路課路政係 077-528-4138

京都府 南丹土木事務所 0771-62-0264

京都府 中丹東土木事務所 0773-42-8764

京都府 中丹西土木事務所 0773-22-5116

京都府 丹後土木事務所施設保全室 0772-22-3245

奈良県 県土マネジメント部道路管理課 0742-27-7499

島根県 松江県土整備事務所 0852-32-5719

島根県 松江県土整備事務所広瀬土木事業所 0854‐32‐4148

島根県 雲南県土整備事務所 0854-42-9587

島根県 雲南県土整備事務所仁多土木事業所 0854-54-1251

島根県 出雲県土整備事務所 0853-30-5615

島根県 県央県土整備事務所 0855-72-9618

島根県 県央県土整備事務所大田事業所 0854-84-9725

島根県 浜田県土整備事務所 0855-29-5654

島根県 益田県土整備事務所 0856-31-9633

島根県 益田県土整備事務所津和野土木事業所 0856-72-0511

島根県 隠岐支庁県土整備局 08512-2-9724

島根県 隠岐支庁県土整備局島前事業部 08514-7-9111

広島県 東部建設事務所三原支所（管理課） 0848-64-4263

広島県 北部建設事務所庄原支所管理用地課 0824-72-2015

広島県 西部建設事務所東広島支所管理課 082-422-6911

広島県 西部建設事務所管理第一課 082-250-8150

広島県 西部建設事務所管理第二課 082-250-8157

広島県 西部建設事務所安芸太田支所管理用地課 0826-22-0541

広島県 西部建設事務所（呉支所　管理課） 0823-22-5400

広島県 西部建設事務所廿日市支所管理用地課管理係 0829-32-1145

広島県 東部建設事務所管理課 084-921-1311

広島県 北部建設事務所管理課 0824-63-5181
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山口県 岩国土木建築事務所維持管理課 0827-29-1540

山口県 柳井土木建築事務所維持管理課 0820-22-0396

山口県 周南土木建築事務所維持管理課 0834-33-6471

山口県 防府土木建築事務所維持管理第一課 0835-22-3485

山口県 防府土木建築事務所山口支所維持管理第二課 083-922-1070

山口県 宇部土木建築事務所維持管理第一課 0836-21-7125

山口県 宇部土木建築事務所美祢支所維持管理第二課 0837-52-1105

山口県 下関土木建築事務所維持管理課 083-223-7101

山口県 長門土木建築事務所維持管理課 0837-22-2920

山口県 萩土木建築事務所維持管理課 0838-22-0043

高知県 土木部道路課 088-823-9827

長崎県 長崎振興局 095-844-2181

長崎県 県央振興局 0957-22-0010

長崎県 県北振興局 0956-23-4211

長崎県 大瀬戸土木維持管理事務所 0959-22-0067

長崎県 田平土木維持管理事務所 0950-57-0562

長崎県 島原振興局 0957-63-0111

長崎県 五島振興局 0959-72-2121

長崎県 上五島支所 建設部 管理・用地課 0959-42-1141

長崎県 壱岐振興局管理・用地課 0920-47-1111

長崎県 対馬振興局 0920-52-1311

大分県 土木建築道路保全課 097-506-4586

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 099-805-7308

鹿児島県 南薩地域振興局建設部建設総務課管理係 0993-52-1373

鹿児島県 北薩地域振興局建設部建設総務課管理係 0996-25-5548

鹿児島県 北薩地域振興局建設部甑島支所総務用地係 09969-2-0016

鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局建設部建設総務課管理係 0995-63-8350

鹿児島県 大隅地域振興局建設部建設総務課管理第一係 0994-52-2175

鹿児島県 熊毛支庁建設部建設課用地管理係 0997-22-1136

鹿児島県 熊毛支庁屋久島事務所総務企画課用地管理係 0997-46-2211

鹿児島県 大島支庁建設部建設課管理係 0997-57-7332

鹿児島県 大島支庁瀬戸内事務所総務課用地管理係 0997-72-2111

鹿児島県 大島支庁喜界事務所総務係 0997-65-2091

鹿児島県 大島支庁徳之島事務所総務課用地管理係 0997-82-1333

鹿児島県 大島支庁沖永良部事務所総務福祉課用地管理係 0997-92-1632

沖縄県 北部土木事務所維持管理班 0980-53-1787

沖縄県 中部土木事務所維持管理班　 098-894-6512

沖縄県 南部土木事務所維持管理班 098-867-2941

沖縄県 宮古土木事務所維持管理班 0980-72-1616

沖縄県 八重山土木事務所維持管理班 0980-82-2217


