
所在都道府県 都道府県担当部局 郵便番号 都道府県担当部局所在地 電話番号
北海道開発局 事業振興部建設産業課 鑑定評価指導係
〒060-8511
　札幌市北区北８条西２丁目　札幌第一合同庁舎
℡ 011-709-2311（代）Fax 011-738-0235

青森県 県土整備部 監理課 030-8570 青森市長島１丁目１番１号 017-734-9143 東北地方整備局 建政部建設産業課 鑑定評価指導係
岩手県 環境生活部 環境保全課 020-8570 盛岡市内丸１０番１号 019-629-5269 〒980-8602
宮城県 震災復興・企画部 地域復興支援課 980-8570 仙台市青葉区本町３丁目８番１号 022-211-2441 　仙台市青葉区本町３－３－１　仙台合同庁舎B棟
秋田県 建設部 建設政策課 010-8570 秋田市山王４丁目１番１号 018-860-2421 ℡ 022-225-2171（代）Fax 022-227-4459
山形県 県土整備部 県土利用政策課 990-8570 山形市松波２丁目８番１号 023-630-2660
福島県 企画調整部 土地・水調整課 960-8670 福島市杉妻町２番１６号 024-521-7123
茨城県 土木部 用地課 310-8555 水戸市笠原町９７８番６ 029-301-4343 関東地方整備局 建政部建設産業第二課 鑑定評価指導係
栃木県 総合政策部 地域振興課 320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 028-623-2267 〒330-9724
群馬県 企画部 地域政策課 土地・水対策室 371-8570 前橋市大手町１丁目１番１号 027-226-2366 　さいたま市中央区新都心２－１
埼玉県 企画財政部 土地水政策課 330-9301 さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 048-830-2188 さいたま新都心合同庁舎２号館
千葉県 県土整備部 用地課 土地取引調査室 260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 043-223-3289 ℡ 048-601-3151（代）Fax 048-600-1921
東京都 都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課 163-8001 新宿区西新宿２丁目８番１号 03-5320-5033

神奈川県
県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所（宅
建指導担当）

221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町２-24-２  かながわ県民
センター ４階

045-313-0722

山梨県 総合政策部　地域創生・人口対策課 400-8501 甲府市丸の内１丁目６番１号 055-237-1111
長野県 企画振興部 地域振興課 380-8570 長野市大字南長野字幅下６９２番地２ 026-235-7025
新潟県 土木部 用地・土地利用課 950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 025-285-5511 北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課人材支援係
富山県 土木部 建築住宅課 930-8501 富山市新総曲輪１番７号 076-431-4111 〒950-8801 新潟市中央区美咲町１－１－１
石川県 企画振興部 企画課 920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地 076-225-1314 ℡ 025-280-8880（代）Fax 025-280-8746

岐阜県 都市建築部 都市政策課 500-8570 岐阜市薮田南２丁目１番１号 058-272-1111 中部地方整備局 建政部建設産業課 鑑定評価指導係

静岡県 交通基盤部 都市局 土地対策課 420-8601 静岡市葵区追手町９番６号 054-221-3371 〒460-8514
愛知県 都市整備局 都市基盤部 都市総務課 460-8501 名古屋市中区三の丸３丁目１番２号 052-954-6082 　名古屋市中区三の丸２－５－１　合同庁舎２号館
三重県 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課 514-8570 津市広明町１３番地 059-224-2010 ℡ 052-953-8119（代）Fax 052-953-8606
福井県 土木部 土木管理課 910-8580 福井市大手３丁目１７番１号 0776-21-1111 近畿地方整備局 建政部建設産業第二課 鑑定評価指導係
滋賀県 県民生活部　県民活動生活課 520-8577 大津市京町４丁目１番１号 077-528-3372 〒540-8586
京都府 建設交通部 建築指導課 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 075-451-8111 　大阪市中央区大手前１－５－４４　合同庁舎１号館
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 559-8555 大阪市住之江区南港北１丁目１４番１６号(大 06-6941-0351 ℡ 06-6942-1141（代）Fax 06-6942-3913
兵庫県 県土整備部 まちづくり局 都市政策課 650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 078-341-7711
奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築課 630-8501 奈良市登大路町３０番地（県庁分庁舎） 0742-27-7563

和歌山県 県土整備部 都市住宅局 公共建築課 640-8585 和歌山市小松原通１丁目１番 073-432-4111
鳥取県 県土整備部 技術企画課 680-8570 鳥取市東町１丁目２２０番地 0857-26-7111 中国地方整備局 建政部計画・建設産業課 
島根県 土木部 用地対策課 690-8501 松江市殿町１番地 0852-22-5111 資力確保・鑑定評価指導係
岡山県 土木部 都市局 建築指導課 700-8570 岡山市北区内山下２丁目４番６号 086-226-7504 〒730-0013
広島県 環境県民局 環境県民総務課 730-8511 広島市中区基町１０番５２号 082-513-2715 　広島市中区八丁堀２－１５
山口県 総合企画部 政策企画課 753-8501 山口市滝町１番１号 083-933-2532 ℡ 082-221-9231(代）Fax 082-511-6189
徳島県 県土整備部 用地対策課 770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 088-621-2528 四国地方整備局 建政部計画・建設産業課 
香川県 環境森林部 環境政策課 760-8570 高松市番町４丁目１番１０号 087-831-1111 資力確保・鑑定評価指導係
愛媛県 土木部 道路都市局 都市計画課 790-8570 松山市一番町４丁目４番２号 089-912-2736 〒760-8554 高松市サンポート３－３３
高知県 土木部 用地対策課 780-8570 高知市丸ノ内２丁目４番１号（北庁舎2階） 088-823-9817 ℡ 087-851－8061（代）Fax 087-811-8414
福岡県 企画・地域振興部 総合政策課 812-8577 福岡市博多区東公園７番７号 092-651-1111 九州地方整備局 建政部建設産業課 鑑定評価指導係
佐賀県 県土整備部土地対策課 840-8570 佐賀市城内１丁目１番５９号 0952-24-2111 〒812-0013
長崎県 企画振興部 土地対策室 850-8570 長崎市尾上町３番１号 095-824-1111 　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　第二合同庁舎
熊本県 企画振興部 地域・文化振興局 地域政策課 862-8570 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 096-333-2181 ℡ 092-471-6331（代）Fax 092-476-3511
大分県 土木建築部 都市・まちづくり推進課 870-8501 大分市大手町３丁目１番１号 097-536-1111
宮崎県 県土整備部 用地対策課 880-8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 0985-26-7111

鹿児島県 企画部 地域政策課 890-8577 鹿児島市鴨池新町１０番１号 099-286-2111
沖縄総合事務局 開発建設部建設産業・地方整備課
　鑑定評価指導係
　那覇市おもろ町２－１－１
那覇第二地方合同庁舎２号館
〒900-0006
℡ 098-866-0031（代）Fax 098-861-9926
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060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 011-204-5135

企画部 土地対策課 900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号 098-866-2040沖縄県

地方整備局等担当部局担当係

北海道 総合政策部 政策局 土地水対策課


