
【機密性２】

特殊車両通行許可不要区間に関する問合せ先

グレー着色自治体は、問合せ不可のため、各地方整備局または都道府県等へ確認願います。
No. 都道府県・政令市 自治体 部署 連絡先 備考
1 北海道開発局 － 建設部　建設行政課　路政スタッフ 011-709-2311
2 北海道庁 － 建設部　維持管理課　管理グループ 011-231-4111 内線29-265
3 北海道 石狩市 建設水道部都市整備課管理担当 0133-72-6122
4 北海道 北広島市 建設部　土木事務所 管理担当 011-372-3311
5 北海道 小樽市 建設部　用地管理課　用地管理グループ 0134-32-4111 内線３４２
6 北海道 室蘭市 都市建設部土木課 0143-25-2574
7 北海道 苫小牧市 都市建設部道路維持課許認可係 0144-32-6491
8 北海道 幌延町 建設管理課管理グループ 01632-5-1116
9 北海道 稚内市 建設産業部　土木課　管理グループ 0162-23-6462
10 北海道 北見市 都市建設部道路管理課管理係 0157-24-9311
11 北海道 幕別町 建設部土木課 0155-54-6622
12 北海道 釧路市 都市整備部道路河川課　管理担当　 0154-31-4558 do-kanri@city.kushiro.lg.jp
13 札幌市 － 札幌市建設局総務部道路管理課指導係 011-211-2452

1 東北地方整備局 －
①道路部　交通対策課　特殊車両係
②道路部　道路計画第一課　道路分析評価係

022-225-2171

2 青森県庁 －
3 青森県 青森市
4 青森県 八戸市
5 青森県 三沢市
6 青森県 むつ市
7 岩手県庁 －
8 岩手県 大船渡市
9 岩手県 北上市
10 岩手県 八幡平市
11 岩手県 奥州市
12 岩手県 矢巾町
13 宮城県庁 －
14 宮城県 多賀城市
15 秋田県庁 －
16 秋田県 秋田市
17 秋田県 能代市
18 秋田県 横手市
19 秋田県 大館市
20 秋田県 湯沢市
21 秋田県 北秋田市
22 山形県庁 －
23 山形県 山形市
24 山形県 米沢市
25 山形県 酒田市
26 山形県 新庄市
27 山形県 寒河江市
28 山形県 上山市
29 山形県 尾花沢市
30 福島県庁 －
31 福島県 福島市
32 福島県 郡山市
33 福島県 いわき市
34 福島県 白河市
35 福島県 須賀川市
36 福島県 南相馬市
37 福島県 本宮市
38 福島県 西郷村
39 仙台市 －



【機密性２】

No. 都道府県・政令市 自治体 部署 連絡先 備考
1 関東地方整備局 － 道路部交通対策課特殊車両第一係 048-600-1346
2 茨城県庁 － 土木部道路維持課特車担当 029-301-4467
3 茨城県 石岡市 都市建設部道路建設課維持管理担当 0299-23-1111
4 茨城県 高萩市 産業建設部建設課施設管理グループ 0293-23-7032
5 茨城県 常総市 都市建設部道路課管理係 0297-30-6200
6 茨城県 神栖市 都市整備部道路整備課管理グループ 0299-90-1150
7 茨城県 北茨城市 都市建設部建設課管理係 0293-43-1111（内線244）
8 栃木県庁 － 県土整備部道路保全課道路管理担当 028-623-2429
9 栃木県 宇都宮市 建設部道路管理課管理グループ 028-623-2527
10 栃木県 壬生町 建設部建設課管理係 0282-81-1850
11 群馬県庁 － 県土整備部道路管理課道路管理係 027-226-3595
12 群馬県 高崎市 建設部管理課庶務担当 027-321-1264
13 群馬県 太田市 都市政策部道路整備課路政係 0276-47-1835
14 群馬県 伊勢崎市 建設部道路維持課道路管理係 0270-27-2761
15 群馬県 千代田町 都市整備課土木管理係 0276-86-7003
16 群馬県 大泉町 都市建設部道路公園課道路整備係 0276-63-3111
17 群馬県 邑楽町 都市建設課管理係 0276-47-5029
18 埼玉県庁 － 県土整備部道路環境課総務・管理担当 048-830-5101
19 埼玉県 熊谷市 建設部管理課管理係 048-524-1111（内線374）
20 埼玉県 草加市 建設部維持補修課占用係 048-922-3461
21 埼玉県 越谷市 建設部道路総務課管理担当 048-963-9201
22 埼玉県 入間市 都市整備部道路管理課管理担当 04-2964-1111
23 埼玉県 三芳町 道路交通課道路管理担当 049-258-0019
24 千葉県庁 － 県土整備部道路環境課道路管理室 043-223-3136
25 千葉県 白井市 都市建設部道路課維持管理係 047-401-5147
26 千葉県 木更津市 都市整備部管理用地課管理係 0438-23-8177
27 千葉県 市川市 道路交通部道路管理課管理担当 047-712-6344
28 千葉県 柏市 土木部道路総務課管理担当 04-7167-1111（代）
29 千葉県 野田市 建設局土木部管理課管理係 04-7125-1111
30 東京都庁 － 建設局道路管理部路政課管理担当 03-5320-5281
31 東京都 江東区 土木部管理課管理係 03-3647-8454
32 神奈川県 横須賀市 土木部道路維持課占用係 046-822-8274
33 山梨県庁 － 県土整備部道路管理課道路管理担当 055-223-1695
34 山梨県 韮崎市 建設課建設土木担当 0551-22-1111（内249)
35 長野県庁 － 建設部道路管理課管理係 026-235-7301
36 長野県 東御市 都市整備部建設課管理係 0268-64-5892
37 千葉市 － 建設局土木部土木管理課管理班 043-245-5387
38 横浜市 － 道路局道路部管理課管理係 045-671-2793
39 川崎市 － 建設緑政局道路管理部路政課路政係 044-200-2812
40 相模原市 － 都市建設局道路部路政課路政班 042-769-8359
1 北陸地方整備局 － 道路部道路計画課調査係 025-280-8916
2 新潟県庁 － 土木部道路管理課路政係 025-280-5399
3 新潟県 上越市
4 富山県庁 － 土木部道路課業務係 076-444-3318 申請窓口は各土木センター・事務所
5 石川県庁 － 土木部道路整備課路政グループ 076-225-1726
6 石川県 金沢市
7 新潟市 － 土木部土木総務課総務班 025－226－3013
1 中部地方整備局 － 中部地方整備局交通対策課特車係 052-953-8178
2 岐阜県庁 － 県土整備部道路維持課路政係 058-272-1111
3 岐阜県 岐阜県
4 岐阜県 岐阜市
5 岐阜県 可児市
6 三重県庁 － 県土整備部道路管理課道路管理班 059-224-2675

   〃 － 桑名建設事務所管理課 0594-24-3662
   〃 － 四日市建設事務所管理課 059-352-0667
   〃 － 鈴鹿建設事務所管理課 059-382-8683
   〃 － 津建設事務所管理課 059-223-5203
   〃 － 尾鷲建設事務所管理課 0597-23-3527

7 三重県 津市
8 三重県 四日市市
9 三重県 松阪市
10 三重県 鈴鹿市
11 静岡県庁 － 道路保全課道路管理班 054-221-3488
12 静岡県 富士市
13 愛知県庁 － 建設局道路維持課路政・管理グループ 052-954-6546
14 愛知県 常滑市
15 愛知県 半田市
16 静岡市 － 建設局 土木部 土木管理課 占用係 054-221-1442
17 名古屋市 － 緑政土木局路政部道路管理課監理係 052-972-2852
18 愛知県公社 － 道路管制室 0569－26－5150
19 名高速 － 交通管理部交通管理課取締担当 052-919-3255



【機密性２】

No. 都道府県・政令市 自治体 部署 連絡先 備考
1 近畿地方整備局 － 道路部　交通対策課　特殊車両係 06-6942-1141
2 京都府庁 － 建設交通部　道路管理課 管理担当 075-414-5265
3 大阪府庁 － 都市整備部　交通道路室　道路環境課　管理グループ 06-6944-6731
4 兵庫県庁 － 県土整備部　土木局　道路保全課　管理班 078-362-4102
5 兵庫県 姫路市
6 兵庫県 高砂市
7 奈良県庁 － 県土マネジメント部　道路管理課　道路管理係 0742-27-7499
8 和歌山県庁 － 県土整備部　道路局　道路保全課　管理班 073-441-3120
9 和歌山県 御坊市
10 堺市 － 建設局　土木部　路政課　路政係 072-228-7417
11 神戸市 － 建設局　道路部　管理課　道路台帳係 078-322-5384
12 京都市 － 建設局　土木管理部　道路明示課　台帳第一担当 075-222-3567
1 中国地方整備局 － 道路部交通対策課特殊車両係 082-221-9231
2 鳥取県庁 － 県土整備部道路企画課路政担当 0857-26-7619
3 鳥取県 鳥取市
4 島根県庁 － 土木部道路維持課道路管理グループ 0852-22-6046
5 島根県 松江市
6 岡山県庁 － 道路整備課路政班 086-226-7472
7 岡山県 倉敷市
8 岡山県 玉野市
9 広島県庁 － 土木建築局道路河川管理課道路管理グループ 082-513-3903
10 広島県 福山市
11 山口県庁 － 土木建築部道路整備課路政班 083-933-3680
12 山口県 下関市
13 山口県 周南市
14 岡山市 － 都市整備局道路部道路港湾管理課管理係 086-803-1415
15 広島市 － 道路交通局道路管理課 082-504-2348
1 四国地方整備局 － 道路管理課　特殊車両担当 087-851-8325
2 徳島県庁 － 県土整備部　道路整備課 088-621-2548 担当　吉村
3 徳島県 阿南市 土木課　管理係 0884-22-9596 担当　宮本
4 香川県庁 － 土木部 道路課 総務管理グループ管理担当 087-832-3531
5 香川県 高松市 都市整備局 道路管理課 管理係 087-839-2515
5 香川県 さぬき市 建設経済部 都市整備課 087－894－1117
6 愛媛県 － 土木部 道路維持課　道路管理係 089-912-2720
6 愛媛県 四国中央市 建設部　建設課　管理係 0896‐28‐6034
6 愛媛県 今治市 都市建設部　用地管理課　管理係 0898-36-1561
7 高知県庁 － 道路部　道路課　管理担当 088-823-9827

1 九州地方整備局 －
道路部道路計画第二課計画係
道路部交通対策課特殊車両係

092-476-3530
092-476-3534

2 福岡県庁 － 県土整備部道路維持課管理係 092-643-3653
3 佐賀県庁 － 県土整備部道路課企画調整担当 0952-25-7155
4 佐賀県 唐津市 唐津市役所　都市整備部　道路河川管理課 0955-72-9133
5 佐賀県 鳥栖市 建設部維持管理課管理係 0942-85-3598
6 佐賀県 伊万里市 建設部土木管理課管理係 0955-23-2484
7 佐賀県 武雄市 建設課　管理係 0954-27-7160
8 佐賀県 多久市 建設課建設管理係 0952-75-4826
9 佐賀県 鹿島市 建設環境部都市建設課土木管理係 0954-63-3415
10 佐賀県 基山町 建設課　整備・管理係 0942-92-7963
11 長崎県庁 － 道路維持課　管理班 095-894-3142
12 長崎県 長崎市 土木部　土木総務課　管理係 095-829-1162
13 長崎県 佐世保市 土木部　土木政策・管理課　管理占用係 0956-24-1111
14 長崎県 諫早市 建設部　建設総務課 0957-22-1500
15 熊本県庁 － 土木部　道路都市局　道路保全課　管理班 096-333-2495
16 熊本県 宇城市 土木部用地管理課管理係 0964-32-1675
17 熊本県 益城町 都市建設課　管理係 096-286-3340
18 大分県庁 － 道路保全課　道路管理係 097-506-4582
19 大分県 大分市 土木管理課　市道管理担当班 097-537-5992
20 大分県 中津市 道路課　管理係 0979-22-1111
21 大分県 日田市 土木建築部　土木課　管理係 0973-22-8216
22 大分県 佐伯市 建設部用地・管理課管理係 0972-22-4672
23 宮崎県庁 － 県土整備部道路保全課路政担当 0985-26-7182
24 宮崎県 宮崎市 建設部道路維持課調査係 0985-21-1802
25 宮崎県 延岡市 都市建設部土木課管理係 0982-22-7021
26 宮崎県 日之影町 建設課管理係 0982-87-3909
27 鹿児島県庁 － 土木部道路維持課管理係 099-286-3566

   〃 － 鹿児島地域振興局建設部建設総務課管理第二係 099-805-7308
   〃 － 北薩地域振興局建設部建設総務課管理係 0996-25-5548
   〃 － 姶良・伊佐地域振興局建設部建設総務課管理係 0995-63-8351
   〃 － 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 鹿児島市 建設局道路部道路管理課管理係 099-216-1354

28 鹿児島県 鹿児島市 建設局道路部谷山建設課管理係 099-269-8442
29 鹿児島県 指宿市 建設部土木課土木公園管理係 0993-22-2111
30 鹿児島県 志布志市 建設課建設係 099-474-1111
31 福岡市 － 福岡市　道路下水道局　管理部　道路維持課　調整係 092-711-4488 市道等

   〃 － 福岡北九州高速道路公社　企画部　保全管理課　保全管理係 092-631-3285 福岡高速道路
32 北九州市 － 建設局総務部管理課管理係、台帳係 093-582-2271
33 熊本市 － 都市建設局　土木部　土木管理課　管理班 096-328-2468
1 沖縄総合事務局 － 道路管理課　管理係 098-866-1915
2 沖縄県庁 － 道路管理課　管理班 098-866-2665
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