
どこに相談すればいいの？
どんな支援があるの？

の皆様へ

こうした様々なお困りごとに対して、関係省庁等が連携してコールセンターや相談窓口を設け、事業者の皆様のご支援
を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

相談内容 相談先 電話番号等 関連サイト
一般的なご質問
「インボイス制度とは何か」など、ＱＡやパンフレット等
に掲載されている内容について、ご案内します

税務相談チャットボット（AIが24時間自動回答）

国税庁インボイスコールセンター
ご利用はこちらから（特設サイトからも利用可）

0120-205-553 (9:00-17:00 土日祝・年末年始除く)
《国税庁HP》
インボイス制度特設サイト

一般的なご質問
【農業・林業・水産業・食品産業に従事している方】

インボイス専用ダイヤル
農林水産省、水産庁、林野庁の担当課 など

別添１＜農業等専用ダイヤル一覧＞をご覧下
さい

《農林水産省HP》
消費税のインボイス制度について

個別のご相談、インボイス説明会への参加申込み
自身の登録の要否に関してどのように検討すればよいか
準備中の請求書がインボイスの記載要件を満たすか など

所轄の税務署 「関連サイト」で、住所等から所轄の税務署
の電話番号などを検索することができます

《国税庁HP》
税務署などの所在地などを知りたい方

e-Taxにより登録申請手続を行う場合の操作方法 e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
0570-01-5901 または 03-5638-5171
(9:00-17:00 土日祝・年末年始除く)
※ 確定申告期の受付時間は「関連サイト」をご覧下さい

《e-TaxHP》
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

制
度
の
ご
相
談

相談内容 相談先 電話番号等 関連サイト

IT導入補助金
各種ソフト、PC、レジ等の導入費用を補助します

サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセン
ター

0570-666-424
(9:30-17:30  土日祝・年末年始除く)

《IT導入補助金HP》
IT導入補助金2022

小規模事業者持続化補助金
新たにインボイス発行事業者として販路開拓に取り組む費
用（税理士等への相談費用を含みます）等を補助します

【商工会地域の方】
事業を営まれている地域の地方事務局

別添２＜都道府県地方事務局一覧＞をご覧下
さい

《商工会地区補助金事務局HP》
商工会地区小規模事業者持続化補助金

【商工会議所地域の方】
商工会議所地区持続化補助金事務局コールセンター

03-6632-1502
(9:00-12:00、13:00-17:00  土日祝・年末年始除く)

《商工会議所地区補助金事務局HP》
商工会議所地区小規模事業者持続化補助金

補
助
金
の
ご
相
談

相談内容 相談先 電話番号等 関連サイト

独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する一般的なご相
談 独占禁止法上、どのような行為が規制されるか
※ 独占禁止法は、事業者の取引全般に適用されます

公正取引委員会本局、地方事務所等 別添３＜独占禁止法上の優越的地位の濫用に
関する相談ダイヤル一覧＞をご覧下さい

《公正取引委員会HP》
インボイス制度関連コーナー

下請法に関する一般的なご相談
下請法上、どのような行為が規制されるか 公正取引委員会本局、地方事務所等 別添４＜下請法に関する相談ダイヤル一覧＞

をご覧下さい
《公正取引委員会HP》
インボイス制度関連コーナー

下請取引に関するご相談
中小企業の取引上のお悩みに相談員や弁護士が回答します 下請かけこみ寺相談窓口 0120-418-618 

(9:00-12:00、13:00-17:00  土日祝・年末年始除く)
《全国中小企業振興機関協会HP》
下請かけこみ寺

建設業の下請取引に関するご相談
建設業法上、どのような行為が規制されるか
建設業者とのトラブル・違法行為に関するご相談 など

地方整備局、都道府県 など 別添５＜建設業専用ダイヤル一覧＞をご覧下
さい

《国土交通省HP》
建設業法令遵守・指導監督

取
引
先
か
ら
の
代
金
減
額
・
取
引
中
止

要
請
な
ど
に
つ
い
て
の
ご
相
談

相談内容 相談先 電話番号等 関連サイト
経営に関する一般的なご相談
中小企業等の経営上のお悩みに専門家が回答します
※ インボイス制度以外の内容もご相談頂けます

各都道府県のよろず支援拠点 「関連サイト」掲載の電話番号をご覧下さい 《よろず支援拠点全国本部HP》
支援拠点一覧

経営に関する一般的なご相談
【商工会・商工会議所の会員の方】
インボイス制度開始に伴う事業環境変化のお悩み相談や、
各種支援施策のご紹介

お近くの商工会または商工会議所 「関連サイト」掲載の電話番号をご覧下さい
《全国商工会連合会HP》
全国各地の商工会WEBサーチ
《日本商工会議所HP》
商工会議所(都道府県連)名簿

経
営
に
関
す
る
ご
相
談

資料2－3

https://www.chat.nta.go.jp/invoice/app?utm_source=sonotapamph_qr
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm
https://www.it-hojo.jp/
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
https://r3.jizokukahojokin.info/
https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html
https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
https://yorozu.smrj.go.jp/base/
https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
https://www5.cin.or.jp/ccilist
fumiko_hotta410
四角形



＜農業等専用ダイヤル一覧＞ 別添１

　　受付時間　9:30-17:00　（土日祝日・年末年始を除く。）

業種 事務所名 管轄都道府県 郵便番号 住所 電話番号

農業、食品産業、
林業等、水産業

インボイス専用ダイヤル 03-6744-7140

農業 農林水産省本省　経営局総務課調整室 - 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1
03-3502-8111
（内線：5110）

食品産業
農林水産省　大臣官房新事業・食品産業
部　新事業・食品産業政策課

- 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1
03-3502-8111
（内線：4137）

北海道農政事務所　企画調整室 北海道 〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 011-330-8801

東北農政局　企画調整室
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目3番1号 022-263-0564

関東農政局　企画調整室
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨
県、長野県、静岡県

〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1　さいたま新都心合同庁舎
２号館

048-740-0465

北陸農政局　企画調整室 新潟県、富山県、石川県、福井県 〒920-8566 金沢市広坂2丁目2番60号 076-232-4206

東海農政局　企画調整室 岐阜県、愛知県、三重県 〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 052-223-4610

近畿農政局　企画調整室
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 075-414-9037

中国四国農政局　企画調整室
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

〒700-8532 岡山市北区下石井1丁目4番1号  086-224-9400

九州農政局　企画調整室
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

〒860-8527 熊本市西区春日2丁目10番1号 096-300-6003

沖縄総合事務局　経営課 沖縄県 〒900-0006
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第２地方合同庁舎２
号館

098-866-1628

林業、木材、
木製品製造業

林野庁　企画課 - 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1
03-3502-8111
（内線：6064）

水産業 水産庁　水産経営課 - 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1
03-3502-8111
（内線：6594）

農林漁業者・食品事業者等からの一般的なご相談をお受けする専用ダイヤルです。

農業・食品産業



＜都道府県地方事務局一覧＞ 別添２

※　受付時間：９：００～１２：００、１３：００～１７：００（土日祝日・年末年始除く）

都道府県 地方事務局名 郵便番号 住所 電話番号

北海道 北海道商工会連合会 〒060-8607  札幌市中央区北１条西7-1　プレスト１･７ビル４階  011-251-0102

青　 森 青森県商工会連合会 〒030-0801  青森市新町2-8-26　青森県火災共済会館５階  017-734-3394

岩   手 岩手県商工会連合会 〒020-0045  盛岡市盛岡駅西通1-3-8　岩手県商工会連合会館  019-622-4165

宮   城 宮城県商工会連合会 〒980-0011  仙台市青葉区上杉1-14-2　宮城県商工振興センター２階  022-225-8751

秋   田 秋田県商工会連合会 〒010-0923  秋田市旭北錦町1-47　秋田県商工会館４階  018-863-8493

山   形 山形県商工会連合会 〒990-8580  山形市城南町1-1-1　霞城セントラル14階  050-3540-7211

福   島 福島県商工会連合会 〒960-8053  福島市三河南町1-20　コラッセふくしま９階  024-525-3411

茨   城 茨城県商工会連合会 〒310-0801  水戸市桜川2-2-35　茨城県産業会館13階  029-224-2635

栃   木 栃木県商工会連合会 〒320-0806  宇都宮市中央3-1-4　栃木県産業会館６階  028-637-3731

群   馬 群馬県商工会連合会 〒371-0047  前橋市関根町3-8-1　群馬県商工連会館  027-231-9779

埼   玉 埼玉県商工会連合会 〒330-8669  さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル7階  048-641-3613

千   葉 千葉県商工会連合会 〒260-0013  千葉市中央区中央4-16-1　建設会館ビル５階  043-305-5222

東   京 東京都商工会連合会 〒196-0033  昭島市東町3-6-1  042-843-5317

神奈川 神奈川県商工会連合会 〒231-0015  横浜市中区尾上町5-80　神奈川中小企業センター10階  045-633-5080

新   潟 新潟県商工会連合会 〒950-0965  新潟市中央区新光町7-2　新潟県商工会館２階  025-283-1311

長   野 長野県商工会連合会 〒380-0936  長野市中御所岡田131-10　長野県中小企業会館３階  026-217-1577

山   梨 山梨県商工会連合会 〒400-0035  甲府市飯田2-2-1山梨県中小企業会館３階  055-235-2115

静   岡 静岡県商工会連合会 〒420-0853  静岡市葵区追手町44-1　静岡県産業経済会館６階  054-255-9811

愛   知 愛知県商工会連合会 〒450-0002  名古屋市中村区名駅4-4-38　愛知県産業労働センター16階  052-562-0041

岐   阜 岐阜県商工会連合会 〒500-8384  岐阜市薮田南1-11-9　第２岐阜県ビル５階502号室  058-201-0182

三   重 三重県商工会連合会 〒514-0004 津市栄町1丁目891　三重県合同ビル６F  059-253-3725

富   山 富山県商工会連合会 〒930-0855  富山市赤江町1-7　富山県中小企業研修センター  076-441-2716

石   川 石川県商工会連合会 〒920-8203  金沢市鞍月2-20　石川県地場産業振興センター新館３階  076-268-7300

福   井 福井県商工会連合会 〒910-0004  福井市宝永4-9-14　福井県商工会連合会館２階  0776-23-3659

滋   賀 滋賀県商工会連合会 〒520-0806  大津市打出浜2-1　コラボしが21　５階  077-511-1470

京   都 京都府商工会連合会 〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都経済センター３階311号室  075-205-5418

奈　 良 奈良県商工会連合会 〒630-8213  奈良市登大路町38-1　奈良県中小企業会館３階  0742-22-4412

大   阪 大阪府商工会連合会 〒540-0029  大阪市中央区本町橋2-5　マイドームおおさか６階  06-6947-4340 

兵   庫 兵庫県商工会連合会 〒650-0013  神戸市中央区花隈町6-19　兵庫県商工会館 078-341-4512

和歌山 和歌山県商工会連合会 〒640-8152  和歌山市十番丁19番地　wajima十番丁４階  073-432-4661

鳥   取 鳥取県商工会連合会 〒680-0942  鳥取市湖山町東4-100　鳥取県商工会連合会館  0857-31-5556

島   根 島根県商工会連合会 〒690-0886  松江市母衣町55-4　島根県商工会館４階  0852-27-0321

岡   山 岡山県商工会連合会 〒700-0817  岡山市北区弓之町4-19-401　岡山県中小企業会館４階  086-238-5666

広   島 広島県商工会連合会 〒730-0051  広島市中区大手町3-3-27　大手町マンション２階  082-247-0221

山   口 山口県商工会連合会 〒753-0074  山口市中央4-5-16　山口県商工会館３階  083-925-8888

徳   島 徳島県商工会連合会 〒770-0865  徳島市南末広町5-8-8　徳島経済産業会館２階  088-623-2014

香   川 香川県商工会連合会 〒760-0066  高松市福岡町2-2-2-301　香川県産業会館３階  087-851-3182

愛   媛 愛媛県商工会連合会 〒790-0065  松山市宮西1-5-19　愛媛県商工会連合会館  089-924-1103

高   知 高知県商工会連合会 〒781-5101  高知市布師田3992-2　高知県中小企業会館３階  088-846-2111

福   岡 福岡県商工会連合会 〒812-0046  福岡市博多区吉塚本町9-15　中小企業振興センター11階  092-624-8655

佐   賀 佐賀県商工会連合会 〒840-0826  佐賀市白山2-1-12　佐賀商工ビル６階  0952-26-6101

長   崎 長崎県商工会連合会 〒850-0031  長崎市桜町4-1　長崎商工会館８階  095-829-2531

熊   本 熊本県商工会連合会 〒860-0801  熊本市中央区安政町3番13号　熊本県商工会館７階  096-359-5593

大   分 大分県商工会連合会 〒870-0026  大分市金池町3-1-64　大分県中小企業会館５階  097-534-9507

宮   崎 宮崎県商工会連合会 〒880-0013  宮崎市松橋2-4-31宮崎県中小企業会館２階  0985-24-2057

鹿児島 鹿児島県商工会連合会 〒892-0821  鹿児島市名山町9-1　鹿児島県産業会館６階  099-226-3773

沖　縄 沖縄県商工会連合会 〒901-0152  那覇市小禄1831-1　沖縄産業支援センター604号  098-851-3226



別添３

＜独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する相談ダイヤル一覧＞

　　受付時間　10:00-17:00　（土日祝日・年末年始を除く）

事務所名 管轄都道府県 郵便番号 住所 電話番号

公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部　企業取引課

全国 〒100-8987 千代田区霞が関1-1-1　中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 03-3581-3375(直)

北海道事務所　取引課 北海道 〒060-0042 札幌市中央区大通西12　札幌第３合同庁舎 011-231-6300(代)

東北事務所　取引課
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23　仙台第２合同庁舎 022-225-7096(直)

中部事務所　取引課
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1　名古屋合同庁舎第２号館 052-961-9423(直)

近畿中国四国事務所　取引課
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県

〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76　大阪合同庁舎第４号館 06-6941-2175(直)

近畿中国四国事務所　中国支所　取引課
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県

〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎第４号館 082-228-1502(直)

近畿中国四国事務所　四国支所　取引課 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 〒760-0019 高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎南館 087-811-1750(代)

九州事務所　取引課
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7　福岡第２合同庁舎別館 092-431-6031(直)

沖縄総合事務局　総務部　公正取引室 沖縄県 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館 098-866-0049(直)

※ 独占禁止法違反被疑事実についての事件調査をご希望の場合は、

下記の申告窓口をご利用ください。

＜インターネットによる申告＞

https://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html



別添４

＜下請法に関する相談ダイヤル一覧＞

　　受付時間　10:00-17:00　（土日祝日・年末年始を除く）

事務所名 管轄都道府県 郵便番号 住所 電話番号

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 0120-060-110

公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部　企業取引課

全国 〒100-8987 千代田区霞が関1-1-1　中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 03-3581-3375(直)

北海道事務所　下請課 北海道 〒060-0042 札幌市中央区大通西12　札幌第３合同庁舎 011-231-6300(代)

東北事務所　下請課
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23　仙台第２合同庁舎  022-225-8420(直)

中部事務所　下請課
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1　名古屋合同庁舎第２号館 052-961-9424(直)

近畿中国四国事務所　下請課
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県

〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76　大阪合同庁舎第４号館 06-6941-2176(直)

近畿中国四国事務所　中国支所　下請課
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県

〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎第４号館 082-228-1520(直)

近畿中国四国事務所　四国支所　下請課 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 〒760-0019 高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎南館 087-811-1758(直)

九州事務所　下請課
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7　福岡第２合同庁舎別館 092-431-6032(直)

沖縄総合事務局　総務部　公正取引室 沖縄県 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館 098-866-0049(直)

以下の各相談窓口につながるフリーダイヤルです。

※ 下請法違反被疑事実についての事件調査をご希望の場合は、

下記の申告窓口をご利用ください。

＜インターネットによる申告＞

https://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html



＜建設業専用ダイヤル一覧＞ 別添５①

　①　各地方整備局等（国土交通大臣許可）

　　受付時間　10:00-12:00、13:30-17:00　（土日祝日・年末年始を除く）

事務所名 管轄都道府県 郵便番号 住所 電話番号 URL

建設業法違反通報窓口　駆け込みホット
ライン

全国 - - 0570-018-240 -

北海道開発局　事業振興部　建設産業課 北海道 〒060-8511 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎 011-709-2311
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/kensan/u
d49g7000000e3sq.html

東北地方整備局　建政部　建設産業課
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

〒980-8602 仙台市青葉区本町３－３－１　仙台合同庁舎Ｂ棟 022-225-2171
https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/
kenseibup/kns_01ken_gyu.html

関東地方整備局　建政部　建設産業第一
課

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨
県、長野県

〒330-9724
さいたま市中央区新都心２－１　さいたま新都心合同庁
舎２号館

 048-601-3151
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index000
00006.html

北陸地方整備局　建政部　計画・建設産
業課

新潟県、富山県、石川県 〒950-8801
新潟市中央区美咲町１－１－１　新潟美咲合同庁舎１号
館

025-370-6571
https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/k
ensetsu/houreijunshu.html

中部地方整備局　建政部　建設産業課 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 〒460-8514
名古屋市中区三の丸２－５－１　名古屋合同庁舎第２号
館

052-953-8572
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/contents
03.html

近畿地方整備局　建政部　建設産業第一
課

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県

〒540-8586 大阪市中央区大手前３－１－４１　大手前合同庁舎 06-6942-1141
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu
/kakekomi.html

中国地方整備局　建政部　計画・建設産
業課

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山
口県

〒730-0013 広島市中区八丁堀２－１５ 082-221-9231
https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/ind
ex_kensetu.htm

四国地方整備局　建政部　計画・建設産
業課

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 〒760-8554 高松市サンポート３番３３号 087-851-8061
https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/
01_kensetu/04-horei/index.html

九州地方整備局　建政部　建設産業課
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東２－１０－７　 福岡第２合同庁舎別
館

092-471-6331
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-
park/construction/

沖縄総合事務局　開発建設部　建設産
業・地方整備課

沖縄県 〒900-0006
那覇市おもろまち２－１－１　那覇第２地方合同庁舎２号
館

098-866-0031
https://www.ogb.go.jp/kaiken/5636/00563
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● 一般的なお問い合わせは、いずれの機関においてもご対応が可能です。

● 個別のお問い合わせは、取引相手である建設業者が受けている建設業許可に応じてご連絡先が異なりますので、ご注意ください。

① 国土交通大臣許可を受けている場合・・・各地方整備局等

② 都道府県知事許可を受けている場合・・・各都道府県

● 取引相手である建設業者が受けている建設業許可は、以下の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」により、ご確認いただけます。

https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do?outPutKbn=1

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/kensan/ud49g7000000e3sq.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/kensan/ud49g7000000e3sq.html
https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/kns_01ken_gyu.html
https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/kns_01ken_gyu.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000006.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000006.html
https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/houreijunshu.html
https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/houreijunshu.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/contents03.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/contents03.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/kakekomi.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/kakekomi.html
https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/index_kensetu.htm
https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/index_kensetu.htm
https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/04-horei/index.html
https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/04-horei/index.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/
https://www.ogb.go.jp/kaiken/5636/005638
https://www.ogb.go.jp/kaiken/5636/005638


＜建設業専用ダイヤル一覧＞ 別添５②

　②　都道府県（都道府県知事許可）

都道府県 事務所名 郵便番号 住所 電話番号 受付時間 URL

北海道 建設部　建設政策局　建設管理課 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
011-231-4111
（内線）29-725

平日 9:00～17:00
（12:00～13:00を除く）

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/
sinsa/kensetsuhotline.html

青森県 県土整備部　監理課 〒030-8570 青森市長島１－１－１ 017-734-9640 平日 8：30～17：15 https://pub.pref.aomori.lg.jp/kouji/

岩手県 県土整備部　建設技術振興課 〒020-8570 盛岡市内丸１０－１  019-629-5954 平日 8：30～17：15
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu
/soudan/index.html

宮城県 土木部　事業管理課 〒980-8570 仙台市青葉区本町３－８－１ 022-211-3116 平日 8：30～17：15 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/

秋田県 建設部　建設政策課 〒010-8570 秋田市山王４－１－１ 018-860-2425
平日 9：00～17：00

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3890
4

山形県 県土整備部　建設企画課 〒990-8570 山形市松波２－８－１ 023-630-2658
平日 8：30～17：15

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.yamagata.jp/180030/kensei/sh
oukai/soshikiannai/kendoseibi/180030.html

福島県 土木部　建設産業室 〒960-8670 福島市杉妻町２－１６ 024-521-7452 平日 8：30～17：15 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/

茨城県 土木部　監理課 〒310-8555 水戸市笠原町９７８－６ 029-301-4334
平日10:00～17:00

(12:00～13:00を除く)
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kanri/kenset
su/kennsetugyoutanntouho-mupe-jimenu.html

栃木県 県土整備部　監理課 〒320-8501 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2390 平日 8:30～17:15
https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/work/kensets
ugyou/kyoka/1281921353172.html

群馬県 県土整備部　建設企画課 〒371-8570 前橋市大手町１－１－１ 027-226-3520
平日 10:00～16:30

(11:30～13:00を除く)
(水曜日は15時30分まで)

https://www.pref.gunma.jp/page/11866.html

埼玉県 県土整備部　建設管理課 〒330‐9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 048-830-5171
平日 9:00～16:00

(11:00～13:00を除く)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetugy
o/27.html

千葉県
県土整備部　建設・不動産業課　建設業
班

〒260‐8667 千葉市中央区市場町１－１ 043-223-3108
平日 9:00～17:00

(12:00～13:00を除く)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/gyouseish
obun/kensetu/h22kaisei.html

東京都 都市整備局　市街地建築部　建設業課 〒163-8001
新宿区西新宿２－８－１　東京都庁第２本庁舎３階南
側

03-5388-3358
平日 9:00～17:00

(12:00～13:00を除く)
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchik
u/kensetsu/kensetsu04.htm

神奈川県 県土整備局　事業管理部　建設業課 〒221‐0835
横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２　かながわ県民セ
ンター４階

045-312-1121 平日 9:00～17:00
https://www.pref.kanagawa.jp/div/0707/index.ht
ml

新潟県 土木部　監理課　建設業室 〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 025-280-5386 平日 9:00～17:00
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/zeimu/135677
4170442.html

富山県 土木部　建設技術企画課 〒930-8501
富山市新総曲輪１－７　富山県防災危機管理センター
７階

076-444-3316 平日 8:30～17:15
https://www.pref.toyama.jp/1510/kensei/kensei
unei/kensei/soshiki/15/1510.html

石川県 土木部　監理課　建設業振興グループ 〒920-8580 金沢市鞍月１―１ 076-225-1712 平日 9:00～17:15 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/index.html

福井県 土木部　土木管理課 〒910-8580 福井市大手３―１７―１ 0776-20-0470
平日 8:30～17:15

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/index.html

山梨県
県土整備部　県土整備総務課　建設業対
策室

〒400-8501 甲府市丸の内１－６－１ 055-223-1594
平日 9:00～16:00

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.yamanashi.jp/kentai/soudan.ht
ml

長野県 建設部　建設政策課　建設業担当 〒380-8570 長野市南長野字幅下６９２－２ 026-235-7314
平日 9:00～17:00

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/ke
nsetsu/kyoka/torihikitekiseika.html

岐阜県 県土整備部　技術検査課 〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１　12階 058-272-8504 平日 8:30～17:15 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11656/

静岡県 交通基盤部　建設業課 〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号 054-221-3058 平日 8:30～17:00
https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-
110/index.html

愛知県
都市・交通局　都市基盤部　都市総務課
建設業・不動産業室

〒460-8501 名古屋市中区三の丸３－１－２（自治センター２階） 052-954-6502
平日 8:45～17:30

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-
fudosangyo/kyoka-rules.html

三重県 県土整備部　建設業課 〒514-8570 津市広明町１３番地 059-224-2660 平日 8:30～17:15
https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/000121
166.htm

滋賀県 土木交通部　監理課 〒520-8577 大津市京町四丁目１－１ 077-528-4114
平日 9:00～17:00

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyo
u/kensetsu/307230.html

京都府 建設交通部　指導検査課 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075-414-5222
平日 9:00～16:00

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/

大阪府
都市整備部　住宅建築局　建築指導室
建築振興課

〒559‐8555
大阪市住之江区南港北１―１４―１６ 　大阪府咲洲庁
舎（さきしまコスモタワー）１階

06-6210-9736
平日 9:00～18:00

（申請窓口は
9:30～17:00）

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin2/

兵庫県 土木部　契約管理課　建設業班 〒650-8567 神戸市中央区下山手通５―１０－１ 078-341-7711
平日 9:00～17:00

（12:00～13:00を除く）
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/ind
ex.html

奈良県 県土マネジメント部　建設業・契約管理課 〒630-8501 奈良市登大路町３０ 0742-27-5429 平日 8:30～17:15 https://www.pref.nara.jp/4143.htm

和歌山県
県土整備部　県土整備政策局　技術調査
課

〒640-8585 和歌山市小松原通１－１ 073-441-3064 平日 9:00～17:45
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/
kyoka/index.html

鳥取県
県土整備部　県土総務課　建設業・入札
制度室

〒680-8570 鳥取市東町１―２２０ 0857-26-7347
平日 8:30～17:15

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.tottori.lg.jp/28184.htm

島根県 土木部　土木総務課　建設産業対策室 〒690-8501 松江市殿町８番地 0852-22-5185
平日 8:30～17:15

（12:00～13:0を0除く）
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/ho
u/junsyu/

岡山県 土木部　監理課 〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 086-226-7463
平日 8:30～17:15

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/59/

広島県 土木建築局　建設産業課 〒730-8511 広島市中区基町１０―５２ 082-513-3822
平日 8:30～17:15

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/

山口県 土木建築部　監理課 〒753-8501 山口市滝町１－１ 083-933-3629
平日 8:30～17:15

（12:00～13:00を除く）
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/126/

徳島県 県土整備部　建設管理課 〒770-8570 徳島市万代町１－１ 088-621-2523
平日 8:30～17:15

（12:00～13:00を除く）
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/

香川県
土木部　土木監理課　契約・建設業グ
ループ

〒760-8570 高松市番町四丁目１―１０ 087-832-3507 平日 8:30～17:15
https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/kens
etsu/kfvn.html

愛媛県 土木部　土木管理局　土木管理課 〒790-8570 松山市一番町４－４－２ 089-912-2643 平日 8:30～17:15
https://www.pref.ehime.jp/h40100/5737/kenset
sugyo/index.html

高知県 土木部　土木政策課 〒780-8570 高知市丸ノ内１―２―２０ 088-823-9815 平日 8:30～17:15 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170201/

福岡県 建築都市部　建築指導課 〒812-0045 福岡市博多区東公園７－７ 092-651-1111 平日 8:30～17:15 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/1501202/

佐賀県 県土整備部　建設・技術課 〒840-8570 佐賀市城内１－１－５９ 0952-25-7153 平日 8:30～17:15 https://www.pref.saga.lg.jp/list00106.html

長崎県 土木部　監理課 〒850-8570 長崎市尾上町３－１ 095-894-3015 平日 9:30～17:00
https://www.pref.nagasaki.jp/section/kanri/inde
x.html

熊本県 土木部　監理課 〒862-8570 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 096-333-2485 平日 8:30～17:15 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/

大分県 土木建築部　土木建築企画課 〒870-0022 大分市大手町３―１―１ 097-506-4516 平日 8:30～17:15 https://www.pref.oita.jp/site/n-kennsetsugyou/

宮崎県 県土整備部　管理課 〒880-8501 宮崎市橘通東２－１０－１（宮崎県防災庁舎９階） 0985-26-7176 平日 8:30～17:15
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/shigoto/ko
kyojigyo/hotline.html

鹿児島県 県土木部　監理課 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０－１ 099-286-3498 平日 8:30～17:00 -

沖縄県 土木建築部　技術・建設業課 〒900-8570 那覇市泉崎１－２－２ 098-866-2374
平日 10:00～17:00

（12:00～13:30を除く）
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken
/index.html

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/sinsa/kensetsuhotline.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/sinsa/kensetsuhotline.html
https://pub.pref.aomori.lg.jp/kouji/
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/soudan/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/soudan/index.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/38904
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/38904
https://www.pref.yamagata.jp/180030/kensei/shoukai/soshikiannai/kendoseibi/180030.html
https://www.pref.yamagata.jp/180030/kensei/shoukai/soshikiannai/kendoseibi/180030.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kanri/kensetsu/kennsetugyoutanntouho-mupe-jimenu.html
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kanri/kensetsu/kennsetugyoutanntouho-mupe-jimenu.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/work/kensetsugyou/kyoka/1281921353172.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/work/kensetsugyou/kyoka/1281921353172.html
https://www.pref.gunma.jp/page/11866.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetugyo/27.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetugyo/27.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/gyouseishobun/kensetu/h22kaisei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/gyouseishobun/kensetu/h22kaisei.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu04.htm
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu04.htm
https://www.pref.kanagawa.jp/div/0707/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/div/0707/index.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/zeimu/1356774170442.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/zeimu/1356774170442.html
https://www.pref.toyama.jp/1510/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/15/1510.html
https://www.pref.toyama.jp/1510/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/15/1510.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/index.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kentai/soudan.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kentai/soudan.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/torihikitekiseika.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/torihikitekiseika.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11656/
https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/index.html
https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/index.html
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/kyoka-rules.html
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/kyoka-rules.html
https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/000121166.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/000121166.htm
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kensetsu/307230.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kensetsu/307230.html
https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin2/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/index.html
https://www.pref.nara.jp/4143.htm
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/kyoka/index.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/kyoka/index.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/28184.htm
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/hou/junsyu/
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kensetsu/hou/junsyu/
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/59/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/126/
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/kensetsu/kfvn.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/kensetsu/kfvn.html
https://www.pref.ehime.jp/h40100/5737/kensetsugyo/index.html
https://www.pref.ehime.jp/h40100/5737/kensetsugyo/index.html
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170201/
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/1501202/
https://www.pref.saga.lg.jp/list00106.html
https://www.pref.nagasaki.jp/section/kanri/index.html
https://www.pref.nagasaki.jp/section/kanri/index.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/
https://www.pref.oita.jp/site/n-kennsetsugyou/
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/shigoto/kokyojigyo/hotline.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/shigoto/kokyojigyo/hotline.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/index.html

	050224_【set版】相談窓口一覧表（本体） (004).pdfから挿入したしおり
	スライド番号 1

	050224_【set版】相談窓口一覧表（別添１～５）.pdfから挿入したしおり
	050224_【set版】相談窓口一覧表（別添５②）.pdf
	050224_【set版】相談窓口一覧表（別添５①）.pdf
	050224_【set版】相談窓口一覧表（別添４）.pdf
	050224_【set版】相談窓口一覧表（別添３）.pdf
	050224_【set版】相談窓口一覧表（別添２）.pdf
	050224_【set版】相談窓口一覧表（別添１）.pdf




