
「ゾーン３０プラス」に関する問い合わせ先 221031時点

都道府県 市町村 地方整備局等 国道事務所等 電話番号

札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三
笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広
島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、奈井江町、上砂川町、
由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町

北海道開発局 札幌開発建設部 011-611-0239

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿
部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部
町、奥尻町、今金町、せたな町

北海道開発局 函館開発建設部 0138-42-7614

小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留
寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神
恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村

北海道開発局 小樽開発建設部 0134-23-5229

旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、
比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野
町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威
子府村、中川町、幌加内町

北海道開発局 旭川開発建設部 0166-32-4285

室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚
真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、浦
河町、様似町、えりも町、新ひだか町

北海道開発局 室蘭開発建設部 0143-25-7046

釧路市、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴
居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

北海道開発局 釧路開発建設部 0154-24-7268

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽
室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃
町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

北海道開発局 帯広開発建設部 0155-24-4106

北見市、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清
水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興
部町、西興部村、雄武町、大空町

北海道開発局 網走開発建設部 0152-44-6510

留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天
塩町

北海道開発局 留萌開発建設部 0164-42-4526

稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、
利尻町、利尻富士町、幌延町

北海道開発局 稚内開発建設部 0162-33-1146

青森県 県内全域 東北地方整備局 青森河川国道事務所 017-734-4575

盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥
州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀
町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町

東北地方整備局 岩手河川国道事務所 019-624-3291

山田町、宮古市、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、久慈市、洋 東北地方整備局 三陸国道事務所 0193-71-1718

大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町 東北地方整備局 南三陸沿岸国道事務所 0193-29-1626
宮城県 県内全域 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 022-248-0061

秋田市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、大仙市（旧協和町）、にかほ
市、仙北市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村

東北地方整備局 秋田河川国道事務所 018-864-2292

横手市、湯沢市、大仙市（旧大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、
南外村、仙北町、太田町）、美郷町、羽後町、東成瀬村

東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 0183-73-5350

能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、藤里
町、三種町、八峰町

東北地方整備局 能代河川国道事務所 0185-70-1276

山形市、米沢市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天
童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川
町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川
町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯
豊町

東北地方整備局 山形河川国道事務所 023-688-8946

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 0234-27-3498

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大
玉村

東北地方整備局 福島河川国道事務所 024-539-6130

会津若松市、郡山市、白河市、須賀川市、喜多方市、田村市、鏡石
町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西
会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島
町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹
町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川
町、古殿町、三春町、小野町

東北地方整備局 郡山国道事務所 024-946-8167

いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、
大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

東北地方整備局 磐城国道事務所 0246-23-0964

茨城県 県内全域 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 029-240-4061
栃木県 県内全域 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 028-638-2181
群馬県 県内全域 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 027-345-6000
埼玉県 県内全域 関東地方整備局 大宮国道事務所 048－669－1200
千葉県 県内全域 関東地方整備局 千葉国道事務所 043-287-0311

東京23区 関東地方整備局 東京国道事務所 03-3512-9090

東京都多摩地域 関東地方整備局 相武国道事務所 042-643-2001

県内全域（相模原市を除く） 関東地方整備局 横浜国道事務所 045－311－2981

相模原市 関東地方整備局 相武国道事務所 042-643-2001

新潟市、新発田市、三条市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、佐
渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、関川村

北陸地方整備局 新潟国道事務所 025-244-2159

長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼
市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村

北陸地方整備局 長岡国道事務所 0258-36-4551

糸魚川市、妙高市、上越市 北陸地方整備局 高田河川国道事務所 025-523-3136

村上市、粟島浦村 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 0254－62－3211
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都道府県 市町村 地方整備局等 国道事務所等 電話番号

富山県 県内全域 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 076-443-4701
石川県 県内全域 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 076-264-8800
福井県 県内全域 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 0776-35-2661
山梨県 県内全域 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 055-252-5491

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、中野
市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安
曇野市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂
町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富
士見町、原村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、
松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木
島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村

関東地方整備局 長野国道事務所 026-264-7001

塩尻市、木祖村、木曽町、王滝村、上松町、辰野町、箕輪町、南箕
輪村、伊那市、宮田村、駒ヶ根市、大桑村、飯島町、中川村、南木曽
町、高森町、松川町、豊丘村、阿智村、平谷村、根羽村、飯田市、喬
木村、大鹿村、下條村、泰阜村、阿南町、売木村、天龍村

中部地方整備局 飯田国道事務所 0265-53-7206

岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、
山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市、海津市、岐南町、笠松町、養老
町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大
野町、池田町、北方町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津
町、白川町、東白川村

中部地方整備局 岐阜国道事務所 058-271-9818

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市、御嵩町 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 0572-25-8027

高山市、飛騨市、下呂市、白川村 中部地方整備局 高山国道事務所 0577-36-3824

静岡市、富士宮市、富士市、焼津市、藤枝市 中部地方整備局 静岡国道事務所 054-250-8907

浜松市、島田市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊
川市、牧之原市、吉田町、川根本町、森町

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 053-466-0151

沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、伊
豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆
町、函南町、清水町、長泉町、小山町

中部地方整備局 沼津河川国道事務所 055-934-2006

愛知県 県内全域 中部地方整備局 名古屋国道事務所 052-853-7327

津市、四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、志摩
市、木曽岬町、明和町、玉城町

中部地方整備局 三重河川国道事務所 059-229-2222

名張市、いなべ市、伊賀市、東員町、菰野町、朝日町、川越町 中部地方整備局 北勢国道事務所 0595-82-1312

松阪市、尾鷲市、熊野市、多気町、大台町、度会町、大紀町、南伊
勢町、紀北町、御浜町、紀宝町

中部地方整備局 紀勢国道事務所 0598-52-5367

滋賀県 県内全域 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 077-523-1741

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 0773-22-5104

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京
田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田
原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町

近畿地方整備局 京都国道事務所 075-351-3300

大阪府 府内全域 近畿地方整備局 大阪国道事務所 06-6932-1421

朝来市、養父市、香美町、新温泉町、豊岡市 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 0796-22-3126

加古川市、高砂市、姫路市、太子町、たつの市、相生市、赤穂市、
上郡町、宍粟市、加西市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 079-282-8211

伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、明石市、淡路市、洲本
市、南あわじ市、三木市、小野市、加東市、西脇市、丹波市、宝塚
市、川西市、三田市、丹波篠山市、猪名川町、多可町

近畿地方整備局 兵庫国道事務所 078-334-1600

奈良県 県内全域 近畿地方整備局 奈良国道事務所 0742-33-1391

和歌山市、海南市、有田市、広川町、湯浅町、有田川町、日高町、
由良町、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市、紀美野町、九度
山町、高野町

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 073-424-2471

御坊市、印南町、みなべ町、田辺市、上富田町、白浜町、すさみ町、
串本町、太地町、那智勝浦町、新宮市、日高川町、古座川町、北山
村、美浜町

近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 0739-22-4815

鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 0857-22-8435

倉吉市、米子市、境港市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大
山町、南部町、伯耆町、日吉津村、日南町、日野町、江府町

中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 0858-26-6221

松江市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、海
士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

中国地方整備局 松江国道事務所 0852-26-2131

浜田市、益田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 0855-22-2480
岡山県 県内全域 中国地方整備局 岡山国道事務所 086-214-2220

福山市、府中市、三原市、尾道市、世羅町、神石高原町 中国地方整備局 福山河川国道事務所 084-923-2620

三次市、庄原市、安芸高田市、北広島町、安芸太田町 中国地方整備局 三次河川国道事務所 0824-63-4121

広島市、東広島市、呉市、竹原市、大竹市、廿日市市、江田島市、
府中町、海田町、熊野町、坂町、大崎上島町

中国地方整備局 広島国道事務所 082-281-4131

山口県 県内全域 中国地方整備局 山口河川国道事務所 0835-22-1785
徳島県 県内全域 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 088-654-2211
香川県 県内全域 四国地方整備局 香川河川国道事務所 087-821-1561

新居浜市、四国中央市、久万高原町、東温市、上島町、西条市、松
山市、砥部町、今治市、伊予市、松前町

四国地方整備局 松山河川国道事務所 089-972-0034

宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、鬼北町、
松野町、愛南町

四国地方整備局 大洲河川国道事務所 0893-24-5185

四万十町、黒潮町、四万十市、宿毛市、三原村、土佐清水市、大月
町、津野町、梼原町

四国地方整備局 中村河川国道事務所 0880-34-7301

室戸市、東洋町、北川村、奈半利町、馬路村、田野町、安田町、安
芸市、芸西村、香南市、香美市、大豊町、南国市、本山町、高知市、
土佐町、大川村、いの町、日高村、土佐市、越知町、仁淀川町、佐
川町、須崎市、中土佐町

四国地方整備局 土佐国道事務所 088-884-0359

長野県

京都府

静岡県

広島県

愛媛県

高知県

三重県

岐阜県

兵庫県

和歌山県

鳥取県

島根県



都道府県 市町村 地方整備局等 国道事務所等 電話番号

北九州市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宗
像市、福津市、宮若市、嘉麻市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、
小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任
町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

九州地方整備局 北九州国道事務所 093-951-4331

福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、
小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、うきは
市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免
町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町、東峰村、大刀洗町、
大木町、広川町

九州地方整備局 福岡国道事務所 092-681-4731

佐賀県 県内全域 九州地方整備局 佐賀国道事務所 0952-32-1151
長崎県 県内全域 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 095-839-9861
熊本県 県内全域 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 096-382-1111 

大分市、別府市、中津市、日田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、
由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

九州地方整備局 大分河川国道事務所 097-544-4167

佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 0972-22-1880

延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日
之影町、五ヶ瀬町

九州地方整備局 延岡河川国道事務所 0982-31-1155

宮崎市、都城市、日南市、小林市、串間市、西都市、えびの市、三
股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、
川南町、都農町

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 0985-24-8221

鹿児島市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、薩摩川
内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、奄美
市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島
町、湧水町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬
戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知
名町、与論町

九州地方整備局 鹿児島国道事務所 099-216-3111

鹿屋市、垂水市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅
町、肝付町

九州地方整備局 大隅河川国道事務所 0994-65-2541

読谷村、嘉手納町、沖縄市、北谷町、北中城村、中城村、宜野湾
市、浦添市、西原町、与那原町、南風原町、那覇市、豊見城市、糸
満市、八重瀬町、南城市

沖縄総合事務局 南部国道事務所 098-861-2336

国頭村、大宜味村、東村、名護市、今帰仁村、本部町、宜野座村、
金武町、恩納村、うるま市

沖縄総合事務局 北部国道事務所 0980-52-4350

福岡県

鹿児島県

大分県

宮崎県

沖縄県


