
1



県 税 部 管 轄 図

（令和４年３月３１日現在） 

県北地方振興局県税部 
〒960-8670 
福島市杉妻町２－１６ 

相双地方振興局県税部 
〒975-0031 
南相馬市原町区錦町一丁目３０ 

県中地方振興局県税部 
〒963-8540 
郡山市麓山一丁目１－１ 

会津地方振興局県税部 
 〒965-8501 
   会津若松市追手町７－５ 

福島市 
会津若松市 二本松市 
喜多方市 伊達市 
耶麻郡 本宮市 
河沼郡 伊達郡 相馬市 
大沼郡 安達郡 南相馬市 

相馬郡 
郡山市   双葉郡 
須賀川市 
田村市 
石川郡 
岩瀬郡 
田村郡 

白河市 
南会津郡 西白河郡 いわき市 

東白川郡 

  南会津地方振興局県税部 
  〒967-0004 県南地方振興局県税部    いわき地方振興局県税部 
  南会津郡南会津町田島  〒961-0971     〒970-8026 
     字根小屋甲４２７７－１   白河市昭和町２６９        いわき市平字梅本１５ 
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