
○第１種旅行業者に関するお問い合わせ先

観光庁

運輸局名 〒 所在地 電話番号

観光庁旅行振興参事官室 100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2合同庁舎第2号館15階 03-5253-8329

各地方運輸局等

運輸局名 〒 所在地 電話番号

北海道運輸局
（観光部観光企画課）

060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-290-2700

東北運輸局
（観光部観光企画課）

983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第4合同庁舎 022-791-7509

関東運輸局
（観光部観光企画課）

231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 045-211-1255

北陸信越運輸局
（観光部観光企画課）

950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館 025-285-9181

中部運輸局
（観光部観光企画課）

460-8528 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 052-952-8045

近畿運輸局
（観光部観光企画課）

540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎4号館12階 06-6949-6466

中国運輸局
（観光部観光企画課）

730-8544 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館 082-228-8701

四国運輸局
（観光部観光企画課）

760-0019
香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館4
階

087-802-6735

九州運輸局
（観光部観光企画課）

812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館 092-472-2330

沖縄総合事務局
（運輸部企画室）

900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 098-866-1812



○第１種旅行業者以外の旅行業者等及び旅行サービス手配業者に関するお問い合わせ先

都道府県庁

都道府県名 主管課名 〒 所在地 電話番号

北海道 経済部観光局観光政策グループ 060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 011-206-6596

青森県 観光国際戦略局観光企画課 030-8570 青森県青森市長島1-1-1 017-734-9385

岩手県 商工労働観光部観光課国内観光担当 020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 019-629-5574

宮城県 経済商工観光部観光課観光企画班 980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-2823

秋田県 観光文化スポーツ部観光振興課 010-8570 秋田県秋田市山王3-1-1 018-860-2261

山形県 観光文化スポーツ部観光立県推進課 990-8570 山形県山形市松波2-8-1 023-630-2373

福島県 商工労働部観光交流局観光交流課 960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7286

茨城県 営業戦略部観光物産課（総務グループ） 310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 029-301-3612

栃木県 産業労働観光部観光交流課観光地づくり担当 320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 028-623-3210

群馬県 産業経済部観光局観光物産課 371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 027-226-3381

埼玉県 産業労働部観光課総務・物産・民泊担当 330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-3950

千葉県 商工労働部観光企画課観光事業・団体支援班 260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 043-223-2414

東京都 産業労働局観光部振興課旅行業担当 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 03-5320-4769

神奈川県 国際文化観光局観光部観光企画課観光戦略グループ 231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 045-210-5765

新潟県 観光局観光企画課企画調整グループ 950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4-1 025-280-5253

富山県 観光・交通振興局観光振興室コンベンション・賑わい創出課 930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7 076-444-4116

石川県 観光戦略推進部観光企画課企画推進グループ 920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 076-225-1127

福井県 交流文化部観光誘客課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0380

山梨県 観光部観光企画課総務経理担当 400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 055-223-3776

長野県 観光部山岳高原観光課 380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7250

観光国際局観光企画課 500-8384 岐阜市薮田南2-1-1　岐阜県庁舎2階 058-272-1925

西濃県事務所 503-0838 岐阜県大垣市江崎町422-3　西濃総合庁舎 0584-73-1111

揖斐県事務所 501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1-1　揖斐総合庁舎 0585-23-1111

可茂県事務所 505-8508 岐阜県美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 0574-25-3111

中濃県事務所 501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2　中濃総合庁舎 0575-33-4011

東濃県事務所 507-8708 岐阜県多治見市上野町5-68-1　東濃西部総合庁舎 0572-23-1111

岐阜県



都道府県名 主管課名 〒 所在地 電話番号

恵那県事務所 509-7203 岐阜県恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 0573-26-1111

飛騨県事務所 506-8688 岐阜県高山市上岡本町7-468　飛騨総合庁舎 0577-33-1111

静岡県 文化・観光部観光交流局観光政策課 420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 054-221-2858

愛知県 観光コンベンション局観光振興課観光産業グループ 460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6854

三重県 観光局観光政策課 514-8570 三重県津市広明町13 059-224-2077

滋賀県 商工観光労働部観光振興局観光政策室 520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1 077-528-3741

京都府 商工労働観光部観光企画室 602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075-414-4837

大阪府 府民文化部都市魅力創造局企画・観光課 559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16　大阪府咲洲庁舎37階 06-6210-9313

兵庫県 産業労働部観光振興課 650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-9159

奈良県 地域振興部観光局インバウンド・宿泊戦略室宿泊力向上係 630-8501 奈良県奈良市登大路町30 0742-27-8435

商工観光労働部観光局観光振興課企画調整班 640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 073-441-2777

海草振興局地域振興部　企画産業課 640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 073-441-3375

那賀振興局地域振興部　企画産業課 649-6223 和歌山県岩出市高塚209 0736-61-0014

伊都振興局地域振興部　企画産業課 648-8541 和歌山県橋本市市脇4-5-8 0736-33-4909

有田振興局地域振興部　企画産業課 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355-1 0737-64-1286

日高振興局地域振興部　企画産業課 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部651 0738-24-2911

西牟婁振興局地域振興部　企画産業課 646-8580 和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1 0739-26-7947

東牟婁振興局地域振興部　企画産業課 647-8551 和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-8 0735-21-9649

鳥取県 鳥取県観光交流局 観光戦略課 680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220 0857-26-7421

島根県 商工労働部観光振興課観光企画グループ 690-8501 島根県松江市殿町1 0852-22-5292

岡山県 岡山県産業労働部観光課 700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6 086-226-7384

広島県 広島県商工労働局観光課 観光戦略推進グループ 730-8511 広島県広島市中区基町10-52 082-513-3388

山口県 山口県 観光スポーツ文化部 観光政策課 753-8501 山口県山口市滝町1-1 083-933-3175

徳島県 商工労働観光部観光政策課企画マーケティング担当 770-8570 徳島県徳島市万代町1-1 088-621-2339

香川県 香川県交流推進部交流推進課総務企画グループ 760-8570 香川県高松市番町4-1-10 087-832-3389

愛媛県 経済労働部観光物産課 790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2 089-912-2491

高知県 観光振興部観光政策課 780-8570 高知県高知市丸ノ内1-2-20（本庁舎5階北側） 088-823-9606

福岡県 商工部観光局観光振興課 812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 092-643-3457

佐賀県 地域交流部文化・スポーツ交流局観光課 840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59 0952-25-7386

和歌山県



都道府県名 主管課名 〒 所在地 電話番号

長崎県 文化観光国際部観光振興課 850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 095-895-2645

熊本県 観光経済交流局観光物産課 862-8570 熊本県熊本市水前寺6-18-1 096-333-2332

大分県 商工観光労働部観光局観光政策課 870-8501 大分県大分市大手町3-1-1 097-506-2112

宮崎県 商工観光労働部観光経済交流局観光推進課 880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 0985-26-7104

鹿児島県 PR・観光戦略部観光課 890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-3005

沖縄県 文化観光スポーツ部観光政策課 900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 098-866-2763


