
登録行政庁

観光庁

※旅行業第1種関係

観光庁観光産業課 100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3合同庁舎第3号館 03-5253-8111（内線27326）

運輸局・運輸支局

※旅行業第1種関係

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

札幌運輸支局 065-0028 北海道札幌市東区北28条東1丁目 011-731-7166

函館運輸支局 041-0824 北海道函館市西桔梗町555-24 0138-49-8862

旭川運輸支局 070-0902 北海道旭川市春光町10-1 0166-51-5271

室蘭運輸支局 050-0081 北海道室蘭市日の出町3-4-9 0143-44-3011

釧路運輸支局 084-0906 北海道釧路市鳥取大通6-2-13 0154-51-2522

帯広運輸支局 080-2459 北海道帯広市西19条北1-8-4 0155-33-3286

北見運輸支局 090-0836 北海道北見市東三輪3-23-2 0157-24-7631

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

青森運輸支局 030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13 017-739-1501

岩手運輸支局 020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5 019-638-2154

宮城運輸支局 983-8540 宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15 022-235-2517

秋田運輸支局 010-0816 秋田県秋田市泉字登木74-3 018-863-5811

山形運輸支局 990-2161 山形県山形市大字漆山字行段1422-1 023-686-4711

福島運輸支局 960-8165 福島県福島市吉倉字吉田54 024-546-0345

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

茨城運輸支局 310-0844 茨城県水戸市住吉町353 029-247-5348

栃木運輸支局 321-0169 栃木県宇都宮市八千代1-14-8 028-658-7011

群馬運輸支局 371-0007 群馬県前橋市上泉町399-1 027-263-4440

埼玉運輸支局 331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2 048-624-1835

千葉運輸支局 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198 043-242-7336

東京運輸支局 140-0011 東京都品川区東大井1-12-17 03-3458-9232

神奈川運輸支局 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540 045-939-6800

山梨運輸支局 406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9 055-261-0880

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 
美咲合同庁舎2号館

025-285-9181

新潟運輸支局 950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島14-26 025-285-3123

富山運輸支局 930-0992 富山県富山市新庄町馬場82 076-423-0895

石川運輸支局 921-8011 石川県金沢市入江3-153 076-291-7854

長野運輸支局 381-8503 長野県長野市西和田1-35-4 026-243-4384

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

福井運輸支局 918-8023 福井県福井市西谷1-1402 0776-34-1601

岐阜運輸支局 501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1 058-279-3716

静岡運輸支局 422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田2-4-25 054-261-2939
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運輸局名 〒 所在地 電話番号

愛知運輸支局 454-8558 愛知県名古屋市中川区北江町1-1-2 052-351-5311

三重運輸支局 514-0303 三重県津市雲出長常町字六ノ割 1190-9 059-234-8411

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

滋賀運輸支局 524-0104 滋賀県守山市木浜町2298-5 077-585-7253

京都運輸支局 612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37 075-681-1427

大阪運輸支局 572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1 072-821-9176

奈良運輸支局 639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981-2 0743-59-2151

和歌山運輸支局 640-8404 和歌山県和歌山市湊1106-4 073-422-2130

神戸運輸監理部 
（総務企画部企画課）

650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1-1 
神戸第2地方合同庁舎6Ｆ

078-321-3144

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

鳥取運輸支局 680-0006 鳥取県鳥取市丸山町224 0857-22-4154

島根県島根運輸支局 690-0024 島根県松江市馬潟町43-3 0852-38-8111

岡山運輸支局 703-8245 岡山県岡山市中区藤原24-1 086-273-2296

広島運輸支局 733-0036 広島県広島市西区観音新町4-13-13-2 082-223-9166

山口運輸支局 753-0812 山口県山口市宝町1-8 083-922-5335

四国運輸局 
（観光部観光企画課）

760-0068 香川県高松市松島町1-17-33高松第2地方合同庁舎 087-835-6357

徳島運輸支局 770-0941 徳島県徳島市万代町3-5-2徳島第2地方合同庁舎 088-622-7622

香川運輸支局 761-8023 香川県高松市鬼無町字佐藤20-1 087-882-1357

愛媛運輸支局 791-1113 愛媛県松山市森松町1070 089-956-9957

高知運輸支局 780-8010 高知県高知市桟橋通5-4-55高知港湾合同庁舎 088-832-1175

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

福岡運輸支局 813-8577 福岡県福岡市東区千早3-10-40 092-673-1190

佐賀運輸支局 849-0928 佐賀県佐賀市若楠2-7-8 0952-30-7271

長崎運輸支局 850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29長崎港湾合同庁舎 095-822-0010

熊本運輸支局 862-0901 熊本県熊本市東町4-14-35 096-369-3188

大分運輸支局 870-0906 大分県大分市大州浜1-1-45 097-558-2235

宮崎運輸支局 880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-3 0985-51-3824

鹿児島運輸支局 892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町18-2鹿児島港湾合同庁舎 099-222-5660

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

都道府県庁

※旅行業第2種、第3種、代理業関係/2012.04.27更新

都道府県名 主管課名 〒 所在地 電話番号

北海道 経済部観光局連携推進グループ 060-8588
北海道札幌市
中央区北3条西
6丁目

011-204-5303

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観光振興担当 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

018-860-2265

山形県
村山総合支庁 産業経済企画課観光振興室 990-2492

山形県山形市
鉄砲町2-19-68

0233-29-1312

最上総合支庁 産業経済企画課商工観光振興室 996-0002
山形県新庄市
金沢字大道上
2034

0233-28-1535

置賜総合支庁 産業経済企画課観光振興室 992-0012
山形県米沢市
金池7-1-50

0238-26-6046

庄内総合支庁 産業経済企画課観光振興室 998-1392 0235-66-5493



都道府県名 主管課名 〒 所在地 電話番号

山形県東田川
郡三川町大字
横山字袖東
19-1

福島県 商工労働部観光交流局観光交流課 980-8670
福島県福島市
杉妻町2-16

024-521-7286

茨城県
商工労働部観光物産課 
（企画グループ）

310-8555
茨城県水戸市
笠原町978-6

029-301-3617

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・企画担当 330-9301
埼玉県さいたま
市浦和区高砂
3-15-1

048-830-3953

東部地域振興センター 344-0038
埼玉県春日部
市大沼1-76

048-737-1110

県央地域振興センター 362-0002
埼玉県上尾市
大字南239-1

048-777-1110

川越比企地域振興センター 
産業労働担当

350-1124
埼玉県川越市
新宿町1-1

049-242-1812

西部地域振興センター 産業労働担当 359-0042
埼玉県所沢市
並木1-8-1

04-2993-1110

利根地域振興センター 産業労働担当 361-0052
埼玉県行田市
本丸2-20

048-555-1110

北部地域振興センター 360-0031
埼玉県熊谷市
末広3-9-1

048-524-1110

秩父地域振興センター 368-0042
埼玉県秩父市
東町29-20

0494-24-1110

千葉県 商工労働部観光企画課 260-8667
千葉県千葉市
中央区市場町
1-1

043-223-2416

東京都 産業労働局観光部振興課旅行業係 163-8001
東京都新宿区
西新宿2-8-1

03-5320-4769

神奈川県 商工労働局産業部観光課観光企画グループ 231-8588
神奈川県横浜
市中区日本大
通1

045-210-5765

新潟県
産業労働観光部観光局交流企画課 
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・地域振興局観光課コンベンション誘致班 930-8501
富山県富山市
新総曲輪1-7

076-444-4589

石川県 観光交流局観光推進課 920-8580
石川県金沢市
鞍月1-1

076-225-1539

福井県 観光営業部観光振興課 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・ブランド推進課 
総務経理担当

400-8501
山梨県甲府市
丸の内1-8-17

055-223-3776

長野県 観光部観光企画課 380-8570
長野県長野市
大字南長野字
幅下692-2

026-235-7250

岐阜県
岐阜地域産業労働室 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

恵那県事務所 509-7203 岐阜県恵那市
長島町正家後

0573-26-1111



都道府県名 主管課名 〒 所在地 電話番号

田1067-71 恵
那総合庁舎

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・空港振興局観光政策課旅行業担当 420-8601
静岡県静岡市
葵区追手町9-6

054-221-3638

愛知県 産業労働部観光コンベンション課企画・指導グループ 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・交流室 観光政策グループ 514-8570
三重県津市広
明町13

059-224-2077

滋賀県 観光交流局しがの魅力企画室管理チーム 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課 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 都市魅力・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・国際局 観光振興課 650-8567
兵庫県神戸市
中央区下山手
通5-10-1

078-362-3317

奈良県 地域振興部観光局ならの魅力創造課観光情報発信係 630-8501
奈良県奈良市
登大路町30

0742-27-8482

和歌山県 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

鳥取県 文化観光局観光政策課ようこそ運動推進担当 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 産業労働部観光課企画班 700-8570
岡山県岡山市
北区内山下
2-4-6

086-226-7384

広島県 商工労働局観光課 観光企画グループ 730-8511
広島県広島市
中区基町10-52

082-513-3388

山口県 地域振興部観光交流局観光振興課 753-8501
山口県山口市
滝町1-1

083-933-3160

徳島県 商工労働部観光政策課企画戦略担当 770-8570
徳島県徳島市
万代町1-1

088-621-2339

香川県
商工労働部観光交流局観光振興課 
（観光グループ）

760-8570
香川県高松市
番町4-1-10

087-832-3362

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 商工部国際経済観光課 812-8577
福岡県福岡市
博多区東公園
7-7

092-643-3429

佐賀県 農林水産商工本部観光課 840-8570
佐賀県佐賀市
城内1-1-59

0952-25-7098

長崎県 企画振興部文化観光物産局観光振興課 850-0035

長崎県長崎市
元船町14-10 
橋本商会ビル8
階

095-895-2641

熊本県 観光経済交流局観光交流国際課 862-8570
熊本県熊本市
水前寺6-18-1

096-333-2332

大分県 企画振興部観光・地域振興局計画調整班 870-8501
大分県大分市
大手町3-1-1

097-506-2116

宮崎県 商工観光労働部観光交流推進局観光推進課総務計画担当 880-8501
宮崎県宮崎市
橘通東2-10-1

0985-26-7104

鹿児島県 商工労働水産部観光交流局観光課 890-8577
鹿児島県鹿児
島市鴨池新町
10-1

099-286-2994

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


