
倉庫業登録申請

受付担当範囲別

相談窓口一覧表

令和５年３月



交通政策部 〒060-0042
環境・物流課 北海道札幌市中央区大通西10丁目　札幌第2合同庁舎
物流係 TEL：011-290-2726

mail：hkt-kanbutsu-sa1tsu@gxb.mlit.go.jp
申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江
別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、北広
島市、石狩市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、
空知総合振興局管内のうち空知郡、夕張郡及び樺戸郡

札幌運輸支局
総務企画担当

〒065-0028
北海道札幌市東区北28条東1丁目
TEL: 011-731-7166

函館市、北斗市、渡島総合振興局管内、檜山総合振興局
管内

函館運輸支局
総務企画担当

〒041-0824
北海道函館市西桔梗町555番24
TEL: 0138-49-8862
mail：hkt-kanbutsu-ha2ko@gxb.mlit.go.jp

旭川市、稚内市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、深
川市、空知総合振興局管内のうち雨竜郡、宗谷総合振興
局管内、留萌総合振興局管内、上川総合振興局管内（勇
払郡占冠村を除く）

旭川運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒070-0902
北海道旭川市春光町10番地1
TEL: 0166-51-5271
mail：hkt-kanbutsu-a3sa@gxb.mlit.go.jp

室蘭市、登別市、伊達市、胆振総合振興局管内（勇払郡を
除く）

室蘭運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒050-0081
北海道室蘭市日の出町3丁目4番9号
TEL: 0143-44-3011
mail：hkt-kanbutsu-mu4ro@gxb.mlit.go.jp

苫小牧市、千歳市、恵庭市、上川総合振興局管内のうち
勇払郡占冠村、日高振興局管内、胆振総合振興局管内の
うち勇払郡

室蘭運輸支局
苫小牧海事事務所

〒053-0004
北海道苫小牧市港町1丁目6番15号　苫小牧港湾合同庁舎
TEL: 0144-32-5901
mail：hkt-kanbutsu-to5ma@gxb.mlit.go.jp

釧路市、根室市、釧路総合振興局管内、根室振興局管内
釧路運輸支局
総務企画担当

〒084-0906
北海道釧路市鳥取大通6丁目2番13号
TEL: 0154-51-2522
mail：hkt-kanbutsu-ku6shi@gxb.mlit.go.jp

帯広市、十勝総合振興局管内
帯広運輸支局
企画輸送・監査担当

〒080-2459
北海道帯広市西19条北1丁目8番4号
TEL: 0155-33-3286
mail：hkt-kanbutsu-o7bi@gxb.mlit.go.jp

北見市、網走市、紋別市、オホーツク総合振興局管内
北見運輸支局
企画輸送・監査担当

〒090-0836
北海道北見市東三輪3丁目23番地2
TEL: 0157-24-7631
mail：hkt-kanbutsu-ki8ta@gxb.mlit.go.jp

北海道運輸局



交通政策部 〒983-8537
環境・物流課 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1　仙台第4合同庁舎
物流係 TEL：022-791-7508

mail：tht-kou-kanbutsu@ki.mlit.go.jp
申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

青森県のうち青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ
市、つがる市、十和田市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽
郡、南津軽郡、北津軽郡、上北郡（野辺地町、横浜町）、下
北郡（東通村を除く）

青森運輸支局（本庁舎）
総務企画部門

〒030-0843
青森県青森市大字浜田字豊田139-13
TEL: 017-739-1501

青森県のうち八戸市、三沢市、三戸郡、上北郡（野辺地
町、横浜町を除く）、下北郡（東通村に限る）、岩手県のうち
久慈市、二戸市、九戸郡、二戸郡

青森運輸支局
八戸海事事務所

〒031-0831
青森県八戸市築港街2-16 八戸港湾合同庁舎
TEL: 0178-33-0718

岩手運輸支局（本庁舎）
企画調整部門

〒020-0891
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5
TEL: 019-638-2154

岩手運輸支局（宮古庁舎）
〒027-0038
岩手県宮古市小山田1-1-1　 宮古港湾合同庁舎4階
TEL: 0193-62-3500

宮城県のうち仙台市、塩竃市、白石市、名取市、角田市、
多賀城市、岩沼市、大崎市、伊具郡、刈田郡、加美郡、黒
川郡、柴田郡、宮城郡、亘理郡

交通政策部
環境・物流課

〒983-8537
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎
TEL: 022-791-7508

宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田
郡、牡鹿郡

石巻海事事務所
〒986-0845
宮城県石巻市中島町15-2　石巻港湾合同庁舎3階
TEL: 0225-95-1228

岩手県のうち大船渡市、陸前高田市、一関市、気仙郡、東
磐井郡、西磐井郡
宮城県のうち気仙沼市、本吉郡

気仙沼海事事務所
〒988-0034
宮城県気仙沼市朝日町1-2　気仙沼合同庁舎4階
TEL: 0226-22-6906

福島県
福島運輸支局（本庁舎）
企画調整部門

〒960-8165
福島県福島市吉倉字吉田54
TEL: 024-546-0345

秋田県
秋田運輸支局
総務・企画部門

〒010-0816
秋田県秋田市泉字登木74-3
TEL: 018-863-5811

山形運輸支局（本庁舎）
総務企画部門

〒990-2161
山形県山形市大字漆山字行段1422-1
TEL: 023-686-4711

山形運輸支局（酒田庁舎）
〒998-0036
山形県酒田市船場町2-5-43
TEL: 0234-22-0084

岩手県のうち盛岡市、釜石市、宮古市、花巻市、奥州市、
北上市、遠野市、八幡平市、上閉伊郡、和賀郡、胆沢郡、
下閉伊郡、岩手郡、紫波郡

東北運輸局

山形県



交通政策部 〒231-8433
環境・物流課 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎
物流施設係 TEL：045-211-7210

mail:ktt-kanbutsu@ki.mlit.go.jp

申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

交通政策部
環境・物流課
物流施設係

〒231-8433
神奈川県横浜市中区北仲通5-57　横浜第二合同庁舎
TEL: 045-211-7210

神奈川運輸支局
総務企画担当

〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町3540
TEL: 045-939-6800

茨城県（鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除
く）

茨城運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒310-0844
茨城県水戸市住吉町353
TEL: 029-247-5348

茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方
市

千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡
（東庄町に限る。）

茨城運輸支局
鹿島海事事務所

〒314-0103
茨城県神栖市東深芝9　鹿島港湾合同庁舎
TEL: 0299-92-2604

栃木県
栃木運輸支局
企画輸送監査担当

〒321-0169
栃木県宇都宮市八千代1-14-8
TEL: 028-658-7011

群馬県
群馬運輸支局
企画輸送監査担当

〒371-0007
群馬県前橋市上泉町399-1
TEL: 027-263-4440

埼玉県
埼玉運輸支局
総務企画担当

〒331-0077
埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL: 048-624-1835

千葉県（銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡（東庄
町を除く。）

千葉運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港198
TEL: 043-242-7336

東京都
東京運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒140-0011
東京都品川区東大井1-12-17
TEL: 03-3458-9231

神奈川県のうち川崎市 川崎海事事務所
〒210-0865
神奈川県川崎市川崎区千鳥町12-3 川崎港湾合同庁舎
TEL: 044-266-3878

山梨県
山梨運輸支局
企画輸送監査担当

〒406-0034
山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9
TEL: 055-261-0880

神奈川県（川崎市を除く）

関東運輸局



交通政策部 〒950-8537
環境・物流課 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
物流係 TEL：025-285-9152

mail：hrt-kankyoubuturyuu@mlit.go.jp
申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

北陸信越運輸局管内
交通政策部
環境・物流課

〒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
TEL：025-285-9151

新潟県
新潟運輸支局
総務企画部門

〒950-0961
新潟県新潟市中央区東出来島14-26
TEL：025-285-3123

長野県
長野運輸支局
総務企画部門

〒381-8503
長野県長野市西和田1-35-4
TEL：026-243-4384

富山県
富山運輸支局（本庁舎）
総務企画部門

〒930-0992
富山県富山市新庄町馬場82
TEL：076-423-0894

石川県
石川運輸支局（本庁舎）
総務企画部門

〒920-8213
石川県金沢市直江東１丁目１番
TEL：076－208－6000

交通政策部 〒460-8528
環境・物流課 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
物流施設係 TEL：052-952-8007

mail：cbt-chubusoukoshinsei@gxb.mlit.go.jp
申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

交通政策部
環境・物流課物流施設係

〒460-8528
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
TEL: 052-952-8007

愛知運輸支局
総務企画担当

〒454-0851
愛知県名古屋市中川区北江町1-1-2
TEL: 052-351-5311

交通政策部
環境・物流課物流施設係

〒460-8528
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
TEL: 052-952-8007

岐阜運輸支局
総務企画担当

〒501-6133
岐阜県岐阜市日置江2648-1
TEL: 058-279-3716

静岡県（下田市、熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、
田方郡及び賀茂郡を除く）

静岡運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒422-8004
静岡県静岡市駿河区国吉田2-4-25
TEL: 054-261-2939

静岡県のうち下田市、熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国
市、田方郡及び賀茂郡

静岡運輸支局
下田海事事務所

〒415-0023
静岡県下田市3-18-22　下田運輸総合庁舎
TEL: 0558-22-0843

三重県（鳥羽市、伊勢市、尾鷲市、熊野市、志摩市、度
会郡、多気郡、北牟婁郡及び南牟婁郡を除く）

三重運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒514-0303
三重県津市出雲長常町字六ノ割1190-9
TEL: 059-234-8411

三重県のうち鳥羽市、伊勢市、尾鷲市、熊野市、志摩
市、度会郡、多気郡、北牟婁郡及び南牟婁郡

三重運輸支局
鳥羽海事事務所海事担当

〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28　鳥羽運輸総合庁舎
TEL: 0599-25-4790

福井県
福井運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒918-8023
福井県福井市西谷1-1402
TEL: 0776-34-160１

中部運輸局

岐阜県

愛知県

北陸信越運輸局



交通政策部 〒540-8558
環境・物流課 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
物流施設第一・第二係 TEL：06-6949-6410

mail：kkt-kanbutsu-soko@mlit.go.jp
申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

近畿運輸局管内
交通政策部
環境・物流課

〒540-8558
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第４号館
TEL: 06-6949-6410

京都府(舞鶴庁舎の担当範囲を除く）
京都運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町37
TEL: 075-681-1427

京都府のうち福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後
市及び与謝郡

京都運輸支局（舞鶴庁舎）
運航・船舶担当

〒624-0946
京都府舞鶴市字下福井901
TEL: 0773-75-0616

滋賀県
滋賀運輸支局
企画輸送・監査担当

〒524-0104
滋賀県守山市木浜町2298-5
TEL: 077-585-7253

大阪府
大阪運輸支局
総務企画担当

〒572-0846
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL: 072-821-9176

奈良県
奈良運輸支局
企画輸送・監査担当

〒639-1037
奈良県大和郡山市額田部北町981-2
TEL: 0743-59-2151

和歌山県（勝浦海事事務所の担当範囲を除く）
和歌山運輸支局
総務企画担当

〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-4
TEL: 073-422-2130

和歌山県のうち、新宮市、西牟婁郡（白浜町及び上富田町
を除く）及び東牟婁郡

和歌山運輸支局
勝浦海事事務所　次長

〒649-5335
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地8-5-5
TEL: 0735-52-0260

〒650-0042
神戸市中央区波止場町1-1　神戸第二地方合同庁舎
TEL：078-321-3145
mail：kbm-butsuryu@gxb.mlit.go.jp

申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

兵庫県（姫路海事事務所の担当範囲を除く）
総務企画部企画課
物流施設係

〒650-0042
神戸市中央区波止場町1-1　神戸第二地方合同庁舎
TEL: 078-321-3145

兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、龍野市、揖保郡及
び赤穂郡

姫路海事事務所
監理・運航担当

〒672-8063
兵庫県姫路市飾磨区須加294-1　姫路港湾合同庁舎
TEL: 0792-34-2511

総務企画部
企画課物流施設係神戸運輸監理部

近畿運輸局



交通政策部 〒730-8544
環境・物流課 広島県広島市中区上八丁堀6-30

TEL：082-228-3496
mail：cgt-ecologi@gxb.mlit.go.jp

申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

広島県（尾道、呉海事事務所の担当範囲を除く）
交通政策部
環境・物流課

〒730-8544
広島県広島市中区上八丁堀6-30
TEL: 082-228-3496

竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原
市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡

尾道海事事務所
監理・運航担当

〒722-0002
広島県尾道市古浜町27-13　尾道地方合同庁舎
TEL:0848-23-5235

呉市
呉海事事務所
監理担当

〒737-0029
広島県呉市宝町9-25  呉港湾合同庁舎
TEL:0823-22-2520

鳥取県
鳥取運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒680-0006
鳥取県市丸山町224
TEL:0857-22-4154

島根県
島根運輸支局
総務企画担当

〒690-0024
島根県松江市馬潟町43-3
TEL:0852-38-8111

岡山県（水島海事事務所の担当範囲を除く）
岡山運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒701-1133
岡山県岡山市北区富吉5301-5
TEL:086-286-8121

岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、
都窪郡、浅口郡及び小田郡

岡山運輸支局
水島海事事務所業務担当

〒712-8056
岡山県倉敷市水島福崎町2-15　水島港湾合同庁舎
TEL:086-444-7750

山口県（下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除
く。）

山口運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒753-0812
山口県山口市宝町1-8
TEL:083-922-5335

中国運輸局



交通政策部 〒760-0019
環境・物流課 香川県高松市サンポート3－33 高松サンポート合同庁舎南館

TEL：087-802-6726
mail：skt-butsuryuu@ki.mlit.go.jp

申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

香川県
交通政策部
環境・物流課

〒760-0019
香川県高松市サンポート3－33 高松サンポート合同庁舎南館
TEL: 087-802-6726

徳島県
徳島運輸支局（本庁舎）
総務企画部門

〒770-0941
徳島県徳島市万代町3-5-2　徳島第2地方合同庁舎
TEL: 088-622-7622

愛媛県（今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、宇和島
市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡、南宇和郡及
び越智郡を除く）

愛媛運輸支局
総務企画部門

〒791-1113
愛媛県松山市森松町1070
TEL: 089-956-9957

愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及
び越智郡

今治海事事務所
監理・運航部門

〒794-0013
愛媛県今治市東門町4－3－16
TEL: 0898-33-9001

愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北
宇和郡及び南宇和郡

宇和島海事事務所
〒798-0003
愛媛県宇和島市住吉町3-1-3　宇和島港湾合同庁舎
TEL: 0895-22-0260

高知県
高知運輸支局（本庁舎）
総務企画部門

〒780-8010
高知県高知市桟橋通5-4-55　高知港湾合同庁舎
TEL: 088-832-1175

四国運輸局



交通政策部 〒812-0013
環境・物流課 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎新館

TEL：092-472-3154
mail：qst-kanbutsu@ki.mlit.go.jp

申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

福岡県のうち北九州市（門司区、小倉北区及び小倉南区
に限る）、田川市、飯塚市、嘉麻市、行橋市、豊前市、京都
郡、築上郡、田川郡及び嘉穂郡

福岡運輸支局（門司港庁
舎）
運航担当

〒801-8585
福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10　門司港湾合同庁舎
TEL: 093-322-2700（代）

福岡県（北九州市、田川市、飯塚市、嘉麻市、行橋市、豊
前市、直方市、中間市、宮若市、京都郡、築上郡、田川
郡、嘉穂郡、遠賀郡及び鞍手郡を除く）、長崎県のうち対
馬市及び壱岐市

福岡運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒813-8577
福岡県福岡市東区千早3-10-40
TEL: 092-673-1190（代）

福岡県のうち北九州市（門司区、小倉北区及び小倉南区
を除く）、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡、鞍手郡

福岡運輸支局
若松海事事務所
監理・運航担当

〒808-0034
福岡県北九州市若松区本町1-14-12　若松港湾合同庁舎
TEL: 093-751-8111（代）

佐賀県
佐賀運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒849-0928
佐賀県佐賀市若楠2-7-8
TEL: 0952-30-7271（代）

長崎県（佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、対馬市、壱
岐市、北松浦郡を除く）

長崎運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒850-0921
長崎県長崎市松ヶ枝町7-29　長崎港湾合同庁舎
TEL: 095-822-0010（代）

長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦
郡

長崎運輸支局
佐世保海事事務所
監理・運航担当

〒857-0852
長崎県佐世保市干尽町4-1　佐世保港湾合同庁舎
TEL: 0956-31-6165（代）

熊本県
熊本運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒862-0901
熊本県熊本市東町4-14-35
TEL: 096-369-3188（代）

大分県
大分運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒870-0906
大分県大分市大洲浜1-1-45
TEL: 097-558-2235（代）

宮崎県
宮崎運輸支局（本庁舎）
総務企画担当

〒880-0925
宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-3
TEL: 0985-51-3824（代）

鹿児島県
鹿児島運輸支局（本庁舎）
総務企画課

〒892-0812
鹿児島県鹿児島市浜町２番５－１号　鹿児島港湾合同庁舎２階
TEL: 099-222-5660（代）

山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市
下関海事事務所
監理・運航担当

〒750-0066
山口県下関市東大和町1-7-1　下関港湾合同庁舎
TEL: 083-266-7151（代）

九州運輸局



運輸部 〒900-8530
総務運航課 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
輸送・港運倉庫係 TEL：098-866-0031

mail：tokkyo-yusou.h5d@ogb.cao.go.jp
申請等受付担当範囲 相談窓口 所在地等

沖縄県（宮古・八重山海運事務所の担当範囲を除く）
運輸部
総務運航課輸送・港運倉庫
係

〒900-8530
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
TEL: 098-866-0031（内）85286

沖縄県のうち宮古市、多良間村 宮古運輸事務所
〒906-0013
沖縄県宮古島市平良字下里1037-1
TEL: 0980-72-4990

沖縄県のうち石垣市、竹富町、与那国町 八重山運輸事務所
〒907-0002
沖縄県石垣市字真栄里863-15
TEL: 0980-82-4772

内閣府沖縄総合事務局


