
電話番号

◎ 960-8670 福島市杉妻町2番16号 024-521-2647

企画商工部 市町村支援課 024-521-2655

地域づくり・商工労政課 024-521-2657

県税部 管理課 024-521-2680

納税課 024-521-2682

課税第一課
（事業税チーム）

024-521-2692

課税第一課
（不動産取得税チーム）

024-521-2694

課税第二課
（軽油引取税チーム）

024-521-2699

課税第二課
（自動車税チーム）

024-521-2702

県民環境部 県民生活課 024-521-2709

環境課 024-521-2721

○ 吉倉出張所 960-8165 福島市吉倉字吉田40番地 024-545-0357

◎ 963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 024-935-1217

企画商工部 市町村支援課 024-935-1214

地域づくり・商工労政課 024-935-1292

県税部 管理課 024-935-1235

納税課 024-935-1241

課税第一課
（事業税チーム）

024-935-1251

課税第一課
（不動産取得税チーム）

024-935-1254

課税第二課 024-935-1261

県民環境部 県民生活課 024-935-1295

環境課 024-935-1502

出納室 出納課 024-935-1472

県北地方振興局 復興支援・地域連携室

県中地方振興局 復興支援・地域連携室

　東日本大震災の影響により、仮移転している出先機関等には、「※」を表示しています。
　なお、令和元年７月１日現在の状況であり、今後変更する場合がありますので、御了承ください。

■　総　務　部

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

(自動車税・自動車取得税申告受付等)

令和元年度 福島県出先機関等一覧 
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◎ 961-0971 白河市昭和町269番地 0248-23-1524

企画商工部 市町村支援課 0248-23-1503

地域づくり・商工労政課 0248-23-1546

県税部
管理納税課
（管理チーム）

0248-23-1512

管理納税課
（納税チーム）

0248-23-1514

課税課
（課税第一チーム）

0248-23-1517

課税課
（課税第二チーム）

0248-23-1519

県民環境部 県民生活課 0248-23-1518

環境課 0248-23-1420

出納室 出納課 0248-23-1652

◎ 965-8501 会津若松市追手町7番5号 0242-29-5214

企画商工部 市町村支援課 0242-29-5214

地域づくり・商工労政課 0242-29-5292

県税部 管理課 0242-29-5235

納税課 0242-29-5241

課税第一課
（事業税チーム）

0242-29-5251

課税第一課
（不動産取得税チーム）

0242-29-5254

課税第二課 0242-29-5261

県民環境部 県民生活課 0242-29-5295

環境課 0242-29-3908

出納室 出納課 0242-29-5472

◎ 967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋
甲4277番地１

0241-62-5203

企画商工部 市町村支援課 0241-62-5203

地域づくり・商工労政課 0241-62-5207

県税部
納税課税課
（納税チーム）

0241-62-5212

納税課税課
（課税チーム）

0241-62-5213

県民環境部 県民環境課 0241-62-2061

出納室 出納課 0241-62-5352

南会津地方振興局 復興支援・地域連携室

県南地方振興局 復興支援・地域連携室

会津地方振興局 復興支援・地域連携室
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◎ 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地

0244-26-1116

企画商工部 市町村支援課 0244-26-1115

地域づくり・商工労政課 0244-26-1117

県税部
管理納税課
（管理チーム）

0244-26-1123

管理納税課
（納税チーム）

0244-26-1124

課税課
（事業税チーム）

0244-26-1126

課税課
（不動産取得税チーム）

0244-26-1125

課税課
（間税チーム）

0244-26-1127

県民環境部 県民生活課 0244-26-1144

環境課 0244-26-1237

出納室 出納課 0244-26-1302

◎ 970-8026 いわき市平字梅本15番地 0246-24-6253

企画商工部 市町村支援課 0246-24-6005

地域づくり・商工労政課 0246-24-6006

県税部 管理課 0246-24-6024

納税課 0246-24-6030

課税第一課
（事業税チーム）

0246-24-6032

課税第一課
（不動産取得税チーム）

0246-24-6033

課税第二課
（軽油引取税チーム）

0246-24-6037

課税第二課
（自動車税チーム）

0246-24-6025

県民部 県民生活課 0246-24-6203

福祉課 0246-24-6204

出納室 出納課 0246-24-6043

○ 内郷出張所 973-8403 いわき市内郷綴町舟場１番138号 0246-27-5877

◎ 102-0093
東京都千代田区平河町二丁目6番
3号（都道府県会館12階）

企画交流課 03-5212-9050

企業誘致課 03-5212-9051

◎ 530-0001
大阪市北区梅田一丁目3番1-900
号（大阪駅前第1ビル9階）

06-6343-1721

◎ 060-0001
札幌市中央区北一条西2丁目2番1
号（北海道経済センター5階）

011-241-8717

◎ 460-0008
名古屋市中区栄四丁目1６番３６号
（久屋中日ビル５階）

052-251-0368

いわき地方振興局 復興支援・地域連携室

東京事務所

大阪事務所

北海道事務所

名古屋事務所

相双地方振興局 復興支援・地域連携室

(自動車税・自動車取得税申告受付等)
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電話番号

◎ 963-6304
石川郡玉川村大字北須釜字懸金
沢97番地8

0247-57-3000

◎ 960-2156 福島市荒井字仲沢7番地 総務課 024-593-1251

教務課 024-593-1252

電話番号

◎ 979-1111 双葉郡富岡町小浜553番地2 0240-23-6974

電話番号

◎ 963-7700 田村郡三春町深作10番2号 総務課 0247-61-6111

企画課 0247-61-6128

(環境動態・環境創造) 0247-61-6138

(放射線計測) 0247-61-6139

(除染) 0247-61-6140

(廃棄物) 0247-61-6141

放射能調査課 0247-61-6148

環境調査課 0247-61-6145

○ 環境放射線センター 975-0036
南相馬市原町区萱浜字巣掛場45
番地の169

総務課 0244-32-0800

分析・監視課 0244-32-0801

○ 福島支所 960-8163 福島市方木田字水戸内16番6号 024-544-2030

電話番号

◎ 960-8012 福島市御山町8番30号 総務企画部 総務企画課 024-534-4104

健康福祉部
保健福祉課
（高齢者支援チーム）

024-534-4156

保健福祉課
（児童家庭支援チーム）

024-534-4155

保健福祉課
（障がい者支援チーム）

024-534-4300

生活保護課 024-534-4301

健康増進課 024-534-4161

県北保健福祉事務所

（県北保健所）

消防学校

■　保　健　福　祉　部

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

研究部

調査・分析部

総務企画部

消防防災航空センター

環境創造センター

■　企　画　調　整　部

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

ふたば復興事務所

■　生　活　環　境　部

■　危　機　管　理　部

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名
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生活衛生部
医療薬事課
（医事薬事チーム）

024-534-4103

医療薬事課
（感染症予防チーム）

024-534-4113

衛生推進課
（環境衛生チーム）

024-534-4304

衛生推進課
（食品衛生チーム）

024-534-4305

◎ 962-0834 須賀川市旭町153番1 総務企画部 総務企画課 0248-75-7800

健康福祉部
保健福祉課
（高齢者支援チーム）

0248-75-7808

保健福祉課
（児童家庭支援チーム）

0248-75-7809

保健福祉課
（障がい者支援チーム）

0248-75-7811

生活保護課 0248-75-7813

健康増進課 0248-75-7814

生活衛生部
医療薬事課
（医事薬事チーム）

0248-75-7817

医療薬事課
（感染症予防チーム）

0248-75-7818

衛生推進課
（環境衛生チーム）

0248-75-7820

衛生推進課
（食品衛生チーム）

0248-75-7821

◎ 961-0074 白河市郭内127番地 総務企画部 総務企画課 0248-22-5441

健康福祉部
保健福祉課
（高齢者支援チーム）

0248-22-5478

保健福祉課
（児童家庭支援チーム）

0248-22-5647

保健福祉課
（障がい者支援チーム）

0248-22-5649

生活保護課 0248-22-5483

健康増進課 0248-22-5443

生活衛生部
医療薬事課
（医事薬事チーム）

0248-22-5479

医療薬事課
（感染症予防チーム）

0248-22-6405

衛生推進課
（環境衛生チーム）

0248-22-5486

衛生推進課
（食品衛生チーム）

0248-22-5487

◎ 965-0873 会津若松市追手町7番40号 総務企画部 総務企画課 0242-29-5503

健康福祉部
保健福祉課
（高齢者支援チーム）

0242-29-5272

保健福祉課
（児童家庭支援チーム）

0242-29-5278

保健福祉課
（障がい者支援チーム）

0242-29-5275

生活保護課 0242-29-5280

健康増進課 0242-29-5508

生活衛生部
医療薬事課
（医事薬事チーム）

0242-29-5512

医療薬事課
（感染症予防チーム）

0242-29-5512

衛生推進課
（環境衛生チーム）

0242-29-5521

衛生推進課
（食品衛生チーム）

0242-29-5516

会津保健福祉事務所

（会津保健所）

県中保健福祉事務所

（県中保健所）

県南保健福祉事務所

（県南保健所）
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◎ 967-0004
南会津郡南会津町田島字天道沢
甲2542番地の2

総務企画部 総務企画課 0241-63-0302

健康福祉部 保健福祉課 0241-63-0305

生活保護課 0241-63-0307

生活衛生部 医療薬事課 0241-63-0306

衛生推進課 0241-63-0308

◎ 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地

総務企画部 総務企画課 0244-26-1326

健康福祉部
保健福祉課
（高齢者支援チーム）

0244-26-1133

保健福祉課
（児童家庭支援チーム）

0244-26-1134

保健福祉課
（障がい者支援チーム）

0244-26-1132

生活保護課 0244-26-1136

健康増進課 0244-26-1138

生活衛生部
医療薬事課
（医事薬事チーム）

0244-26-1330

医療薬事課
（感染症予防チーム）

0244-26-1329

衛生推進課
（環境衛生チーム）

0244-26-1363

衛生推進課
（食品衛生チーム）

0244-26-1358

○ いわき出張所 970-8026 いわき市平字梅本15番地 0246-24-6118

◎ 960-8002 福島市森合町10番9号 024-534-5101

◎ 963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 024-935-0611

○ 白河相談室 961-0074 白河市郭内127番地 0248-22-5648

◎ 965-0003
会津若松市一箕町大字八幡字門
田1番3号

0242-23-1400

○ 南会津相談室 967-0004
南会津郡南会津町田島字天道沢
甲2542番地の2

0241-63-0309

◎ 970-8033 いわき市自由ヶ丘38番地の15 0246-28-3346

○ 南相馬相談室 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地

0244-26-1135

◎ 960-0101 福島市瀬上町字北沢田38番6 024-554-2765

◎ 963-7732
田村郡三春町大字上舞木字向田
17番

024-953-6400

○ 会津支所 965-0873 会津若松市追手町7番40号 0242-29-5517

○ 相双支所 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地

0244-26-1351

◎ 960-8670 福島市杉妻町2-16 総務課 024-521-2823

024-521-2824

024-521-2822知的障がい者福祉課

浜児童相談所 相談判定課、一時保護課

食肉衛生検査所 精密検査課、業務課

障がい者総合福祉セン
ター

身体障がい者福祉課

動物愛護センター

中央児童相談所 相談課、判定課、一時保護課

県中児童相談所 相談判定課、一時保護課

会津児童相談所 相談判定課、一時保護課

南会津保健福祉事務所

（南会津保健所）

相双保健福祉事務所

（相双保健所）
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◎ 965-0807 会津若松市城東町1番100号 0242-27-0033

◎ 962-0001 須賀川市森宿字中新田128番地 0248-73-2514

◎ 963-0201 郡山市大槻町字西ノ宮西6番地の２ 024-951-1503

◎ 960-0251
福島市大笹生字爼板山182番地の
1

024-557-6014

◎ 963-8041 郡山市富田町字上ノ台4番地の1 024-951-0250

024-951-0352

◎ 960-8134 福島市上浜町6番3号 024-522-1117

◎ 960-8012 福島市御山町8番30号 024-535-3556

◎ 960-8141 福島市渡利字中角61番地 事務部 024-522-7827

教務部 024-521-1683

◎ 960-8560 福島市方木田字水戸内16番6号 総務企画課 024-546-7104

024-546-7105

024-546-8047

024-546-8664

024-546-8694

960-8012 福島市御山町８番30号 試験検査課 024-534-5769

○ 県中支所 962-0834 須賀川市旭町153番１ 0248-73-4013

○ 会津支所 965-0873 会津若松市追手町７番40号 0242-29-5523

電話番号

◎ 960-8670 福島市杉妻町2番16号 指導課 024-521-7655

検定・検査課 024-521-7657

◎ 963-8816 郡山市上野山5番地 024-944-1663

◎ 969-3527
喜多方市塩川町御殿場4丁目16番
地

0241-27-3221

◎ 975-0036
南相馬市原町区萱浜字巣掛場45
番地の112

0244-26-1555

○ 駐在（いわき市） 972-8312
いわき市常磐下船尾町杭出作23
番地の32

（委託訓練） 080-5730-0501

◎ 963-0215 郡山市待池台1丁目12番地 企画連携部 企画管理科 024-959-1736

産学連携科 024-959-1741

技術開発部 工業材料科 024-959-1737

生産・加工科 024-959-1738

プロジェクト研究科 024-959-1739

ハイテクプラザ

計量検定所

テクノアカデミー郡山
総務学生課、教務課、精密機械工学科、
組込技術工学科

テクノアカデミー会津
総務学生課、教務課、観光プロデｭース学
科

テクノアカデミー浜 総務学生課、教務課、計測制御工学科

微生物課（細菌）

理化学課（食品薬品）

理化学課（生活科学）

■　商　工　労　働　部

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

女性のための相談支援セ
ンター

精神保健福祉センター

総合衛生学院

衛生研究所

微生物課（ウイルス）

大笹生学園 総務課、指導課

総合療育センター
事務部、診療相談部、看護部、薬剤部、
生活指導部

発達障がい者支援センター

若松乳児院

福島学園 総務課、指導支援課

郡山光風学園
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○
福島技術支援セン
ター

960-2154 福島市佐倉下字附ノ川1番地の3 繊維・材料科 024-593-1122

○
会津若松技術支援セ
ンター

965-0006
会津若松市一箕町大字鶴賀字下
柳原88番1

醸造・食品科 0242-39-2977

産業工芸科 0242-39-2978

○
南相馬技術支援セン
ター

975-0036
南相馬市原町区萓浜字新赤沼83
番

0244-25-3060

○
いわき技術支援セン
ター

972-8312
いわき市常磐下船尾町杭出作23
番地の32

機械・材料科 0246-44-1475

○
県産品加工支援セン
ター

965-0006
会津若松市一箕町大字鶴賀字下
柳原88番１

0242-39-2974

0242-39-2974

963-0531
郡山市日和田町高倉字下中道116
番地

024-958-1719

969-0292 西白河郡矢吹町一本木446番地１ 0248-42-4114

電話番号

◎ 960-8670 福島市杉妻町2番16号 総務部 総務課 024-521-2589

企画部 地域農林企画課 024-521-2596

指導調整課 024-521-2597

農業振興普及
部

農業振興課 024-521-2604

地域農業推進課 024-521-2608

経営支援課 024-521-2609

農村整備部 農地計画課 024-521-2617

農村整備課 024-521-2618

森林林業部 林業課 024-521-2632

森林土木課 024-521-2639

○ 伊達農業普及所 960-0634
伊達市保原町大泉字大地内124番
地

024-575-3181

○ 安達農業普及所 964-0915 二本松市金色424番地の１ 0243-22-1127

◎ 963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 総務部 総務課 024-935-1508

企画部 地域農林企画課 024-935-1510

指導調整課 024-935-1303

農業振興普及
部

農業振興課 024-935-1308

地域農業推進課 024-935-1310

経営支援課 024-935-1321

農村整備部 農地計画課 024-935-1333

農村整備課 024-935-1342

森林林業部 林業課 024-935-1362

森林土木課 024-935-1372

県中農林事務所

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

県北農林事務所

地域農業推進課、経営支援課

地域農業推進課、経営支援課

企画支援チーム

食品加工支援チーム

農産物流通加工支援チーム

農産物流通加工支援チーム分室

■　農　林　水　産　部

機械加工ロボット科
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○ 田村農業普及所 963-7704
田村郡三春町大字熊耳字下荒井
176番地の５

0247-62-3113

○ 須賀川農業普及所 962-0823 須賀川市花岡34番地 0248-75-2180

経営支援課 0248-75-2181

◎ 961-0971 白河市昭和町269番地 総務部 総務課 0248-23-1573

企画部 地域農林企画課 0248-23-1576

指導調整課 0248-23-1553

農業振興普及
部

農業振興課 0248-23-1556

地域農業推進課 0248-23-1568

経営支援課 0248-23-1565

農村整備部 農地計画課 0248-23-1586

農村整備課 0248-23-1587

963-6123
東白川郡棚倉町大字関口字上志
宝50番地１

森林林業部 林業課 0247-33-2123

森林土木課 0247-33-2124

◎ 965-8501 会津若松市追手町7番5号 総務部 総務課 0242-29-5363

企画部 地域農林企画課 0242-29-5369

指導調整課 0242-29-5321

農業振興普及
部

農業振興課 0242-29-5302

地域農業推進課 0242-29-5305

経営支援課 0242-29-5308

農村整備部 農地計画課 0242-29-5332

農村整備課 0242-29-5343

966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神６
番地の３

森林林業部 林業課 0241-24-5733

森林土木課 0241-24-5737

○ 喜多方農業普及所 966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神６
番地の３

0241-24-5744

経営支援課 0241-24-5742

○ 会津坂下農業普及所 969-6506
河沼郡会津坂下町大字見明字南
原881番地

0242-83-2113

経営支援課 0242-83-2112

○ 駐在（金山普及所） 968-0011
大沼郡金山町大字川口字上町656
番地の１

0241-54-2801

○
駐在（新宮川ダム管理
所）

969-6200
大沼郡会津美里町松坂字清水端
丁620番地の3

0242-53-2009

地域農業推進課

地域農業推進課、経営支援課

地域農業推進課

県南農林事務所

会津農林事務所

地域農業推進課
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◎ 967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋
甲4277番地の1

総務部 総務課 0241-62-5864

企画部 地域農林企画課 0241-62-5252

農業振興普及
部

農業振興課 0241-62-5253

地域農業推進課 0241-62-5262

経営支援課 0241-62-5264

農村整備部 管理課 0241-62-5273

農村整備課 0241-62-5276

森林林業部 林業課 0241-62-5372

森林土木課 0241-62-5380

○ 駐在（南郷普及所） 967-0611
南会津郡南会津町山口字村上842
番地

0241-72-2243

◎ 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地

総務部 総務課 0244-26-1176

企画部 地域農林企画課 0244-26-1153

指導調整課 0244-26-1154

農業振興普及
部

農業振興課 0244-26-1148

地域農業推進課 0244-26-1149

経営支援課 0244-26-1152

農村整備部 農地計画課 0244-26-1158

農村整備第一課 0244-26-1162

農村整備第二課 0244-26-1165

農村整備第三課 0244-26-1242

森林林業部 林業課 0244-26-4304

森林土木課 0244-26-1178

用地課 0244-26-1174

○ 双葉農業普及所 979-1111 双葉郡富岡町小浜481番地 0240-23-6473

0240-23-6474

○ 大柿ダム管理事務所 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地（※）

0244-26-1163

○ 富岡林業指導所 979-1111 双葉郡富岡町小浜553番地2 0240-23-6084

南会津農林事務所

相双農林事務所

地域農業推進課

経営支援課
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◎ 970-8026 いわき市平字梅本15番地 総務部 総務課 0246-24-6187

企画部 地域農林企画課 0246-24-6152

農業振興普及
部

農業振興課 0246-24-6160

地域農業推進課 0246-24-6162

経営支援課 0246-24-6161

農村整備部 管理課 0246-24-6182

農村整備課 0246-24-6184

森林林業部 林業課 0246-24-6192

森林土木課 0246-24-6195

◎ 970-8026 いわき市平字梅本15番地 総務課 0246-24-6174

漁業振興課 0246-24-6175

○ 駐在（いわき市） 971-8101
いわき市小名浜字横町35番地（水
産海洋研究センター内）（※）

0246-54-3151

○ 駐在（相馬市） 976-0022
相馬市尾浜字追川18番地の2（水
産資源研究所松川浦分庁舎内）

0244-38-6091

◎ 963-6311
石川郡玉川村大字岩法寺字新屋
敷114番12

0247-57-6131

◎ 960-8132 福島市東浜町5番18号 024-531-1301

◎ 965-0077
会津若松市高野町大字上高野字
村前90番地

0242-25-0599

◎ 975-0033
南相馬市原町区高見町一丁目276
番地の1

0244-24-3451

◎ 963-0531
郡山市日和田町高倉字下中道116
番地

事務部 総務課 024-958-1705

農場管理課 024-958-1731

安全農業推進
部

指導・有機認証課 024-958-1708

発生予察課 024-958-1709

分析課 024-958-1732

有機農業推進
室

024-958-1711

企画経営部 企画技術科 024-958-1700

経営・農作業科 024-958-1714

生産環境部 作物保護科 024-958-1716

環境・作物栄養科 024-958-1718

流通加工科 024-958-1719

作物園芸部 品種開発科 024-958-1721

稲作科 024-958-1722

畑作科 024-958-1723

野菜科 024-958-1724

花き科 024-958-1725

農業総合センター

会津家畜保健衛生所 衛生指導課、防疫課

相双家畜保健衛生所 衛生指導課、防疫課

県北家畜保健衛生所 衛生指導課、防疫課

いわき農林事務所

水産事務所

中央家畜保健衛生所
衛生指導課、防疫課、病性鑑定課、安全
対策・監視課
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○ 果樹研究所 960-0231 福島市飯坂町平野字檀の東１番地 栽培科 024-542-4951

病害虫科 024-542-4199

○ 畜産研究所 960-2156 福島市荒井字地蔵原甲18番地 動物工学科 024-593-1221

酪農科 024-593-1222

肉畜科 024-593-1223

養鶏科 024-593-1228

飼料環境科 024-593-4159

969-2752
耶麻郡猪苗代町大字蚕養字日影
山乙3696番地

沼尻分場 0242-64-3321

○ 会津地域研究所 969-6506
河沼郡会津坂下町大字見明字南
原881番地

0242-82-4411

○ 浜地域研究所 979-2542
相馬市成田字五郎右ェ門橋100番
地

0244-35-2633

○
浜地域農業再生研究
センタ－

975-0036
南相馬市原町区萱浜字巣掛場45
番169号

技術研究科 0244-26-9562

○ 農業短期大学校 969-0292 西白河郡矢吹町一本木446番地１ 農業経営部 教務管理 0248-42-4113

水田経営学科 0248-42-4126

野菜経営学科 0248-42-4138

果樹経営学科 0248-42-4127

花き経営学科 0248-42-4127

畜産経営学科 0248-42-4137

研修部 0248-42-4114

◎ 病害虫防除所 963-0531
郡山市日和田町高倉字下中道116
番地

024-958-1709

◎ 963-0112 郡山市安積町成田字西島坂1番地 事務部 024-945-2160

企画情報部 024-945-2231

森林環境部 024-945-2161

林産資源部 024-945-2162

◎ 971-8101
いわき市小名浜字横町35番地
（※）

事務部 0246-54-3151

海洋漁業部 0246-54-3151

漁場環境部 0246-54-3152

0246-54-3153

◎ 976-0005 相馬市光陽１丁目1番14 事務部 0244-32-0792

種苗研究部 0244-32-0793

資源増殖部 0244-32-0794

◎ 969-3283
耶麻郡猪苗代町大字長田字東中
丸3447番地の1

0242-65-2011

林業研究センター

水産海洋研究センター

内水面水産試験場 事務部、生産技術部、調査部

水産資源研究所

放射能研究部
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電話番号

◎ 960-8670 福島市杉妻町2番16号 総務部 総務課 024-521-2494

行政課 024-521-2498

用地課 024-521-2502

企画管理部 企画調査課 024-521-2513

管理課 024-521-2528

事業部 道路課 024-521-2553

河川砂防課 024-521-2566

建築住宅部 建築住宅課 024-521-2575

○
駐在（吾妻土湯道路
管理所）

969-2751
耶麻郡猪苗代町大字若宮字朴木
平甲2963番地の9

0242-64-3478

○ 保原土木事務所 960-0634
伊達市保原町大泉字大地内124番
地

024-575-2151

○ 二本松土木事務所 964-0915 二本松市金色424番地1 0243-22-1151

◎ 963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 総務部 総務課 024-935-1408

行政課 024-935-1413

用地課 024-935-1420

企画管理部 企画調査課 024-935-1341

管理課 024-935-1455

事業部 道路課 024-935-1430

河川砂防課 024-935-1437

ダム建設課 024-935-1325

建築住宅部 建築住宅課 024-935-1415

○ 三春土木事務所 963-7704
田村郡三春町大字熊耳字下荒井
176番地の5

0247-62-3151

○ 須賀川土木事務所 962-0839 須賀川市大町33番地 0248-75-3196

○ 石川土木事務所 963-7808
石川郡石川町大字双里字本宮43
番地3

0247-26-2138

○
あぶくま高原道路管理
事務所

963-8201
石川郡平田村大字蓬田新田字金
屋27番地１

0247-55-3545

◎ 961-0971 白河市昭和町269番地 総務部 総務課 0248-23-1604

行政課 0248-23-1607

用地課 0248-23-1611

企画管理部 企画調査課 0248-23-1615

管理課 0248-23-1630

事業部 道路課 0248-23-1537

河川砂防課 0248-23-1522

建築住宅部 建築住宅課 0248-23-1635

県中建設事務所

総務課、業務課

総務課、業務課

総務課、業務課

県南建設事務所

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

県北建設事務所

総務課、業務課

総務課、業務課

■　土　木　部
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○ 棚倉土木事務所 963-6123
東白川郡棚倉町大字関口字上志
宝50番地1

0247-33-3131

◎ 965-8501 会津若松市追手町7番5号 総務部 総務課 0242-29-5408

行政課 0242-29-5427

用地課 0242-29-5421

企画管理部 企画調査課 0242-29-5438

管理課 0242-29-5451

事業部 道路課 0242-29-5431

河川砂防課 0242-29-5436

建築住宅部 建築住宅課 0242-29-5461

○ 宮下土木事務所 969-7511
大沼郡三島町大字宮下字水尻
1108番地

0241-52-2312

◎ 966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神6
番地の3

総務部 総務課 0241-24-3111

行政課 0241-24-5713

用地課 0241-24-5715

企画管理部 企画調査課 0241-24-5707

管理課 0241-24-5720

事業部 道路課 0241-24-5722

河川砂防課 0241-24-5725

建築住宅部 建築住宅課 0241-24-5727

○ 猪苗代土木事務所 969-3121 耶麻郡猪苗代町字梨木西70番地 0242-62-3102

○
大峠・日中総合管理
事務所

966-0101
喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平
沢山丙1453番地の31

0241-36-2805

966-0101
喜多方市熱塩加納町熱塩字オソバ
丙1451番地の3

0241-36-2014

◎ 967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋
甲4277番地1

総務部 総務課 0241-62-5304

用地課 0241-62-5310

企画管理部 企画調査課 0241-62-5315

管理課 0241-62-5320

事業部 道路課 0241-62-5323

河川砂防課 0241-62-5328

建築住宅部 建築住宅課 0241-62-5336

○ 山口土木事務所 967-0611
南会津郡南会津町山口字村上842
番地

0241-72-2330

会津若松建設事務所

総務課、業務課

喜多方建設事務所

総務課、業務課

大峠道路管理所

日中ダム管理所

南会津建設事務所

総務課、業務課

総務課、業務課
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◎ 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地

総務部 総務課 0244-26-1208

行政課 0244-26-1244

用地第一課 0244-26-1209

用地第二課 0244-26-1250

復旧・復興部 道路・橋梁課 0244-26-1192

河川・海岸課 0244-26-1217

企画管理部 企画調査課 0244-26-1229

管理課 0244-26-1220

事業部 道路課 0244-26-1213

河川砂防課 0244-26-1259

建築住宅部 建築住宅課 0244-26-1204

○ 富岡土木事務所 979-1111 双葉郡富岡町小浜553番地2 総務課 0240-23-5529

用地課 0240-23-5543

道路・橋梁課 0240-23-6537

河川・海岸課 0240-23-6973

業務課 0240-23-5558

ダム課 0240-23-5559

◎ 970-8026 いわき市平字梅本15番地 総務部 総務課 0246-24-6106

行政課 0246-24-6109

用地課 0246-24-6112

復旧・復興部 道路・橋梁課 0246-35-6045

小名浜道路課 0246-24-6036

企画管理部 企画調査課 0246-24-6116

管理課 0246-24-6121

事業部 道路課 0246-24-6123

河川砂防課 0246-24-6126

建築住宅部 建築住宅課 0246-24-6131

○ 勿来土木事務所 974-8212 いわき市東田町一丁目26番1号 0246-63-2131

○
鮫川水系ダム管理事
務所

974-8212 いわき市東田町一丁目26番1号 0246-63-2155

◎ 976-0021 相馬市原釜字大津183 総務課 0244-26-8768

企画管理課 0244-26-8812

建設課 0244-26-8885

相双建設事務所

いわき建設事務所

総務課、業務課

総務課、業務課

相馬港湾建設事務所

15/17



◎ 971-8101 いわき市小名浜字辰巳町68番地 総務課 0246-53-7118

管理課 0246-53-7129

港営課 0246-53-7134

企画調査課 0246-53-7136

建設課 0246-53-7137

◎ 963-6304
石川郡玉川村大字北須釜字鎺田
21番地

総務課 0247-57-1265

施設課 0247-57-1254

建設課 0247-57-1125

◎ 960-0102 福島市鎌田字一本松43番地 総務課 024-554-2011

建設課 024-554-2012

◎ 963-0534 郡山市日和田町字山ノ井5番地 総務課 024-958-3861

建設課 024-958-3861

電話番号

◎ 971-8185 いわき市泉町字小山310番地 総務課 0246-56-5821

施設管理課 0246-56-5822

電話番号

◎ 969-0284 西白河郡矢吹町滝八幡100番地 0248-42-3111

◎ 969-7511
大沼郡三島町大字宮下字水尻
1150番地

0241-52-2321

◎ 967-0006
南会津郡南会津町永田字風下14
番地1

0241-62-7111

◎ 960-8043
福島市中町8番2号
（自治会館4階）（※）

024-521-7227

◎ 979-1151
双葉郡富岡町大字本岡字王塚
817-1

0240-23-5090

○
ふたば医療センター附
属病院

979-1151
双葉郡富岡町大字本岡字王塚
817-1

0240-23-5090

○
ふたば医療センター附
属ふたば復興診療所

979-0604
双葉郡楢葉町大字北田字中満289
番-1

0240-23-6500

矢吹病院

■　企　業　局

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

企業局いわき事業所

小名浜港湾建設事務所

福島空港事務所

県北流域下水道建設事
務所

県中流域下水道建設事
務所

■　病　院　局

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

宮下病院

南会津病院

ふたば医療センター

大野病院
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電話番号

◎ 960-8670 福島市杉妻町2番１6号 024-521-2813

学校教育課 024-521-2818

◎ 963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 024-935-1483

学校教育課 024-935-1485

◎ 961-0971 白河市昭和町269番地 0248-23-1666

学校教育課 0248-23-1665

◎ 965-8501 会津若松市追手町7番5号 0242-29-5483

学校教育課 0242-29-5320

◎ 967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋
甲4277番地の1

0241-62-5363

学校教育課 0241-62-5255

◎ 975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番
地

0244-26-1313

学校教育課 0244-26-1314

◎ 970-8026 いわき市平字梅本15番地 0246-24-6214

学校教育課 0246-24-6215

◎ 960-0101 福島市瀬上町字五月田16番地 024-553-3141

◎ 963-8041 郡山市富田町字上ノ台4番地の1 024-952-6497

◎ 960-8003 福島市森合字西養山1番地 企画管理部 024-535-3220

024-535-3218

◎ 960-8003 福島市森合字西養山1番地 024-531-5511

◎ 965-0807 会津若松市城東町1番25号 0242-28-6000

◎ 969-6504
河沼郡会津坂下町大字八日沢字
西東山4495番地の1

0242-83-2480会津自然の家

教育センター 総務管理部、研究・研修部

特別支援教育センター 事務部、企画事業部

図書館

資料情報サービス部

南会津教育事務所 総務社会教育課

相双教育事務所 総務社会教育課

いわき教育事務所 総務社会教育課

美術館 総務課、学芸課

博物館 総務課、学芸課

会津教育事務所 総務社会教育課

■　教　育　委　員　会　（県立学校を除く。）

出先機関等名 所　　在　　地 部・課等名

県北教育事務所 総務社会教育課

県中教育事務所 総務社会教育課

県南教育事務所 総務社会教育課
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