
　　　　　　　　※ 申請書等のメール受付 電子メールによる申請書等の提出を希望する場合は、管理路線及び管理区間を担当する受付出張所等に電話等でお問い合わせ頂いた後、

受付出張所等から指定されたメールアドレスあてに申請書等の必要書類をお送りください。

県名 担当事務所 事務所の所在地･連絡先 担当出張所等 出張所等の所在地 出張所等の連絡先 問い合わせ用アドレス 管理路線 市区町村

4号
三戸町,南部町,五戸町,十和田市,七戸町,東

北町,野辺地町

45号 十和田市

45号上北道 六戸町,東北町,十和田市,七戸町

4号 平内町,青森市

7号 青森市

7号青森環状道路 青森市

7号 平川市,大鰐町,弘前市,藤崎町,青森市

101号津軽自動車道 青森市,五所川原市,つがる市

101号津軽自動車道（鰺ヶ沢道

路）
つがる市,鰺ヶ沢町

45号 階上町,八戸市,おいらせ町,六戸町

104号 八戸市,南部町

45号八戸南環状道路 八戸市

45号八戸南道路 八戸市,階上町

盛岡国道維持出張所
〒020-0837

盛岡市津志田町一丁目5-15

占用担当

TEL　019-636-0018

FAX　019-635-7573

4号
花巻市,紫波町,矢巾町,盛岡市,滝沢市

盛岡西国道維持出張所
〒020-0765

滝沢市大釜小屋敷8-7

占用担当

TEL　019-687-5888

FAX　019-687-5911

46号 盛岡市,滝沢市,雫石町

水沢国道維持出張所
〒023-0003

奥州市水沢佐倉河字車堂79

占用担当

TEL　0197-24-2187

FAX  0197-24-1289

4号
一関市,平泉町,奥州市,金ケ崎町,北上市,花

巻市

二戸国道維持出張所
〒028-6103

二戸市石切所字荒瀬72-1

占用担当

TEL　0195-23-3366

FAX  0195-23-5150

4号 岩手町,一戸町,二戸市

45号 宮古市、岩泉町、田野畑村

45号　三陸沿岸道路
（宮古北IC～普代IC間）

宮古市、岩泉町、田野畑村、普代村

45号 普代村、,野田村、久慈市、洋野町

45号　三陸沿岸道路
（普代IC～階上IC間）

普代村、,野田村、久慈市、洋野町、階上
町

45号 山田町、宮古市

45号　三陸沿岸道路
（山田南IC～宮古北IC間）

山田町、宮古市

岩

手

県

占用担当

TEL　0193-71-1760

FAX　0193-71-1761

thr-

sanrikusenyou005@mlit.g

o.jp

岩手河川国道事務所

〒020-0066

盛岡市上田4丁目2-2

道路管理第一課

TEL　019-624-3289

FAX　019-624-3284

三陸国道事務所

〒027-0029

宮古市藤の川4番1号

管理課　管理係

TEL　0193-71-1717

FAX　0193-64-4511

宮古維持出張所

占用担当

TEL 017-734-4530

FAX 017-722-2554

弘前国道維持出張所
〒036-8093

弘前市城東中央5丁目6-10

占用担当

TEL　0172-28-1315

FAX　0172-26-2904

〒027－0095

宮古市佐原三丁目21-4

占用担当

TEL　0193-62-5077

FAX　0193-63-8099

thr-

sanrikusenyou001@mlit.g

o.jp

久慈維持出張所
〒028-0051

久慈市川崎町16-35

占用担当

TEL　0194-53-2790

FAX　0194-52-8459

thr-

sanrikusenyou002@mlit.g

o.jp

八戸国道出張所
〒039-1164

八戸市下長一丁目5-4

占用担当

TEL　0178-28-1613

FAX　0178-29-3035

宮古西維持出張所
〒027-0058

宮古市千徳第14地割29-5

東北地方整備局管内　道路占用窓口一覧

青

森

県

青森河川国道事務所

〒030-0822

青森市中央三丁目20-38

道路管理第一課　占用係

TEL 017-734-4573

FAX 017-722-2393

十和田国道維持出張所
〒034-0001

十和田市大字三本木字北平147-475

占用担当

TEL　0176-23-7138

FAX　0176-24-0129

青森国道維持管理室
〒030-0822

青森市中央三丁目20-38

thr-

721hachinohe@mlit.go.jp

thr-721aokoku@mlit.go.jp

thr-721towada@mlit.go.jp

thr-721hirosaki@mlit.go.jp

http://www.thr.mlit.go.jp/road/sesaku/senyo/secchia/data/otoiawase_itiran/2_sinseisyo_me-ruuketuke.htm
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花巻維持出張所

〒025-0003

花巻市東宮野目第10地割55

（花巻防災ステーション内2階）

占用担当

TEL　0198-26-3211

FAX  0198-26-5055

thr-

736hanamaki@mlit.go.jp

283号　釜石自動車道（釜石JCT
～東和IC）

釜石市、住田町、遠野市、奥州市、花巻市

45号 陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町

45号 三陸沿岸道路（陸前高田長
部IC～山田南IC間）

陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町、
山田町

三陸道維持出張所
〒986-0861

石巻市蛇田字新金沼244

占用担当

TEL　0225-96-7651

FAX  0225-96-7680

thr-

736msanrikudou@mlit.go.

jp

45号 三陸沿岸道路（鳴瀬奥松島
IC～陸前高田長部IC）

東松島市、石巻市、登米市、南三陸町、気
仙沼市、陸前高田市

4号 仙台市、富谷市、大和町、大衡村

45号 仙台市、多賀城市、塩釜市、利府町、松島町

45号 仙台市

48号 仙台市

気仙沼国道維持出張所
〒988-0121

気仙沼市松崎萱33-10

占用担当

TEL　0226-23-5801

FAX  0226-23-5808

45号 南三陸町、気仙沼市

45号 東松島市、石巻市、登米市

108号 石巻市

4号
白石市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田

町、岩沼市、名取市

6号 山元町、亘理町、岩沼市

4号 大崎市、栗原市

4号（築館バイパス） 栗原市

108号 涌谷町、美里町、大崎市

108号（古川東バイパス） 大崎市

鳴子国道維持出張所
〒989-6711

大崎市鳴子温泉字石ノ梅111-1

占用担当

TEL　0229-84-7574

FAX  0229-84-6879

47号 大崎市

7号 にかほ市,由利本荘市

7号　日本海東北自動車道

【象潟IC～岩城IC】
にかほ市,由利本荘市

角館国道維持出張所
〒014-0347

仙北市角館町小勝田前田96-3

占用担当

TEL　0187-54-3181

FAX　0187-54-3186

thr-

kakudate6542@mlit.go.jp
46号 仙北市,大仙市

7号
由利本荘市、秋田市、潟上市,井川町,五城目

町,八郎潟町

13号 大仙市,秋田市

大曲国道維持出張所
〒014-0067

大仙市飯田字大道端128

占用担当

TEL　0187-63-2157

FAX　0187-63-2091

thr-752daikoku@mlit.go.jp 13号 横手市,美郷町,大仙市

湯沢国道維持出張所
〒012-0855

湯沢市愛宕町5-1-3

占用担当

TEL　0183-72-1661

FAX  0183-73-4495

thr-752yukoku@mlit.go.jp 13号 湯沢市,横手市

岩

手

県

【

三

陸

沿

岸

道

路

は

宮

城

県

を

含

む

】

占用担当

TEL　0184-22-8558

FAX　0184-23-6264

岩沼国道維持出張所
〒989-2426

岩沼市末広一丁目6-24

占用担当

TEL　0223-22-3039

FAX  0223-24-2086

湯沢河川国道事務所

〒012-0862

湯沢市関口字上寺沢64番地の2号

道路管理課

TEL　0183-73-5350

FAX  0183-72-2025

秋

田

県

秋田河川国道事務所

〒010-0951

秋田県秋田市山王1丁目10-29

道路管理課　占用係

TEL　018-864-2291

FAX　018-864-4405

〒015-0013

由利本荘市石脇字田尻野１８

南三陸沿岸国道事務所

〒026-0301

釜石市鵜住居町第13地割1-4

TEL　0193-28-4731

FAX  0193-29-1641
大船渡維持出張所

〒022-0006

大船渡市立根町字中野27

占用担当

TEL　0192-26-5356

FAX　0192-27-5911

thr-

736oohunato@mlit.go.jp

thr-sendai01@mlit.go.jp

thr-

honjyou6332@mlit.go.jp

秋田国道維持出張所
〒010-0816

秋田市泉字登木73-3

占用担当

TEL　018-862-2276

FAX　018-864-9040

thr-

akikoku6432@mlit.go.jp

本荘国道維持出張所

宮

城

県

仙台河川国道事務所

〒982-8566

仙台市太白区あすと長町4丁目1番60号

道路管理課　占用係

TEL　022-304-1814

FAX　022-304-1908

仙台東国道維持出張所
〒982-0003

仙台市太白区郡山字源兵衛東63番

占用担当

TEL　022-246-4151

FAX  022-248-7119

古川国道維持出張所
〒989-6145

大崎市古川北稲葉二丁目6-33

占用担当

TEL　0229-22-1421

FAX  0229-22-6905

仙台西国道維持出張所
〒982-0261

仙台市青葉区折立1丁目1番1号

占用担当

TEL　 022-226-1493

FAX   022-226-1424

石巻国道維持出張所
〒986-0861

石巻市蛇田字新谷地前116

占用担当

TEL　0225-95-5237

FAX  0225-22-5956
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7号 三種町、能代市

7号　秋田自動車道

【能代南IC～二ツ井白神IC】
能代市

7号 北秋田市、大館市

7号　秋田自動車道

【蟹沢IC～小坂北IC】
北秋田市、大館市、小坂町

13号 舟形町、新庄市、金山町、真室川町

47号 舟形町、新庄市、戸沢村

13号　東北中央自動車道（舟形

トンネル北側～新庄北ＩＣ）
舟形町、新庄市

13号
東根市、村山市、大石田町、尾花沢市

、舟形町

47号 最上町

13号　東北中央自動車道（東根

ＩＣ～東根北ＩＣ、大石田村山

ＩＣ～舟形トンネル北側）

東根市、村山市、大石田町、尾花沢市

、大石田町、舟形町

112号 中山町、寒河江市

112号（月山道路） 西川町

13号 上山市、山形市、天童市

48号 東根市、天童市

112号 山形市

13号 米沢市、高畠町、南陽市

113号 小国町、飯豊町、長井市、川西町、高畠町

113号（赤湯バイパス） 南陽市

7号 酒田市、遊佐町

47号 庄内町、酒田市

7号　日本海東北自動車道（酒田

みなとＩＣ～遊佐比子ＩＣ）
酒田市、遊佐町

7号 鶴岡市、三川町

112号 鶴岡市

7号　日本海東北自動車道（あつ

み温泉ＩＣ～鶴岡西ＩＣ）
鶴岡市

月山国道維持出張所
〒997-0331

鶴岡市板井川字宮ノ下325-1

占用担当

TEL　0235-57-5011

FAX　0235-57-5027

112号 西川町、鶴岡市

山形河川国道事務所

〒990-9580

山形市成沢西四丁目3-55

道路管理第一課　占用係

TEL　023-688-8943

FAX　023-688-8439

酒田河川国道事務所

〒998-0011

酒田市上安町1-2-1

道路管理課

TEL　0234-27-3498

FAX　0234-27-3364

酒田国道維持出張所
〒998-0004

酒田市豊里字南沼田ノ上11-3

〒016-0121

能代市鰄渕字家の下19【元】

能代市鰄渕字一本柳97-1【当面移転先】

山

形

県

秋

田

県

thr-sakata01@mlit.go.jp

鶴岡国道維持出張所
〒997-0043

鶴岡市東新斎町11-15

占用担当

TEL　0235-22-4738

FAX　0235-25-4820

thr-

761dorojoren@mlit.go.jp

尾花沢国道維持出張所
〒999-4221

尾花沢市大字尾花沢字田町143-1

占用担当

TEL　0237-23-2521

FAX　0237-23-2523

寒河江国道維持出張所
〒991-0003

寒河江市大字西根字下川原58-1

占用担当

TEL　0237-84-3191

FAX　0237-84-3687

山形国道維持出張所
〒990-2331

山形市飯田西五丁目6-4

占用担当

TEL　023-641-2090

FAX　023-641-4435

新庄国道維持出張所
〒996-0041

新庄市大字鳥越字舟田608-2

占用担当

TEL　0233-22-1581

FAX　0233-22-8396

米沢国道維持出張所
〒992-0011

米沢市中田町260-2

占用担当

TEL　0238-37-5300

FAX　0238-37-5303

占用担当

TEL　0234-34-2331

FAX　0234-33-5568

能代河川国道事務所

〒016-0121

能代市鰄渕字一本柳97-1

道路管理課　道路管理係

TEL　0185-70-1275

FAX　0185-70-1143

能代国道維持出張所

占用担当

TEL　0185-58-2919

FAX　0185-58-3149

thr-

75366senyo@mlit.go.jp

大館国道出張所
〒017-0864

大館市根下戸新町1-68

占用担当

TEL　0186-49-0321

FAX  0186-43-5819

thr-

75365senyo@mlit.go.jp
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県名 担当事務所 事務所の所在地･連絡先 担当出張所等 出張所等の所在地 出張所等の連絡先 問い合わせ用アドレス 管理路線 市区町村

4号
本宮市,大玉村,二本松市,福島市,伊達市,桑

折町,国見町

13号（舟場町交差点～中央郵便

局前交差点）
福島市

13号（中央郵便局前交差点～山

形県境）
福島市、米沢市

13号（福島西道路） 福島市

13号　東北中央自動車道（福島

大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ）
福島市,米沢市

115号　相馬福島道路（相馬Ｉ

Ｃ～桑折ＪＣＴ)
相馬市,丸森町,伊達市,桑折町

4号
郡山市,須賀川市,鏡石町,矢吹町,泉崎村,白

河市,西郷村

49号 郡山市,平田村

会津若松出張所
〒965-0052

会津若松市町北町大字始字北台105番地

占用担当

TEL　0242-23-1241

FAX　0242-23-1246

thr-775aizuwakamatsu@mlit.go.jp49号
猪苗代町,会津若松市,湯川村,会津坂下町,

柳津町,西会津町

6号 いわき市

49号 いわき市

原町維持出張所
〒975-0038

南相馬市原町区日の出町289

占用担当

TEL　0244-22-2530

FAX  0244-24-1640

thr-ik-haramachi01@mlit.go.jp6号
新地町,相馬市,南相馬市,浪江町,双葉町,大

熊町,富岡町,楢葉町,広野町

thr-ik-tairaiji01@mlit.go.jp

福島河川国道事務所

〒960-8584

福島市黒岩字榎平36

道路管理課

TEL　024-539-6130

FAX　024-546-8862

福島国道維持出張所
〒960-8153

福島市黒岩字浅井11

占用担当

TEL　024-546-0524

FAX  024-545-1032

thr-771dourokanri@mlit.go.jp

栗子国道維持出張所
〒992-1331

米沢市板谷字鎌沢529-20

郡山国道事務所

〒963-0117

郡山市安積荒井一丁目５番地

管理課　管理係

TEL　024-946-8165

FAX 024-946-5443

郡山維持出張所
〒963-8071

郡山市富久山町久保田字大原3番地

占用担当

TEL　024-932-4486

FAX　024-921-5073

thr-775koriyamaiji@mlit.go.jp

磐城国道事務所

〒970-8026

いわき市平字五色町8-1

管理課　管理係

TEL　0246-23-0964

FAX  0246-25-3873

平維持出張所
〒970-8033

いわき市自由ヶ丘62-26

占用担当

TEL　0246-28-0644

FAX  0246-29-6750

占用担当

TEL　0238-34-2221

FAX　0238-34-2223

東北中央道維持出張所
〒960-8251

福島市北沢又字川下釜8-10

占用担当

TEL　024-555-6554

FAX　024-555-1850

福

島

県
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