
北海道開発局 〒060-8511

札幌市北区北8条西2丁目

事業振興部 札幌第一合同庁舎

建設産業課 011-709-2311

不動産業第一、二係（宅建・マンション管理）

住宅宿泊管理業係（賃貸管理、民泊管理）

東北地方整備局 〒980-8602 青森県

仙台市青葉区本町3-3-1 岩手県

建政部 仙台合同庁舎Ｂ棟 宮城県

建設産業課 022-225-2171 秋田県

不動産業第一、二係（宅建・マンション管理） 山形県

賃貸住宅管理業係（賃貸管理） 福島県

住宅宿泊管理業係（民泊管理）

関東地方整備局 〒330-9724 茨城県

さいたま市中央区新都心2番地1 栃木県

建政部 さいたま新都心合同庁舎二号館 群馬県

建設産業第二課 048-601-3151 埼玉県

不動産業第一、二係（宅建） 千葉県

不動産業第三、四係（マンション管理） 東京都

賃貸住宅管理業係（賃貸管理） 神奈川県

住宅宿泊管理業係（民泊管理） 山梨県

長野県

北陸地方整備局 〒950-8801 新潟県

新潟市中央区美咲町1-1-1 富山県

建政部 新潟美咲合同庁舎第一号館 石川県

計画・建設産業課 025-280-8880

不動産業係（宅建）

賃貸住宅管理業係（マンション管理・賃貸管理）

住宅宿泊管理業係（民泊管理）

中部地方整備局 〒460-8514 岐阜県

名古屋市中区三の丸2-5-1 静岡県

建政部 名古屋合同庁舎第二号館 愛知県

建設産業課 052-953-8119 三重県

不動産業第一係（宅建）

不動産業第二係（マンション管理）

賃貸住宅管理業係（マンション管理、賃貸管理）

住宅宿泊管理業係（民泊管理）

近畿地方整備局 〒540-8586 福井県

大阪市中央区大手前1-5-44 滋賀県

建政部　建設産業第二課 大阪合同庁舎第一号館 京都府

不動産業第一係（宅建） 06-6942-1141 大阪府

不動産業第二、三係（マンション管理） 兵庫県

賃貸住宅管理業係（賃貸管理） 奈良県

住宅宿泊管理業係（民泊管理） 和歌山県

中国地方整備局 〒730-0013 鳥取県

広島市中区八丁堀2-15 島根県

建政部 082-221-9231 岡山県

計画・建設産業課 広島県

不動産業第一係（宅建） 山口県

住宅宿泊管理業係（マンション管理・賃貸管理・民泊管理）

四国地方整備局 〒760-8554 徳島県

高松市サンポート3-33 香川県

建政部 087-851-8061 愛媛県

計画・建設産業課 高知県

不動産業係（宅建）

住宅宿泊管理業係（マンション管理・賃貸管理・民泊管理）

九州地方整備局 〒812-0013 福岡県

福岡市博多区博多駅東2-10-7 佐賀県

建政部 福岡第二合同庁舎別館 長崎県

建設産業課 092-471-6331 熊本県

不動産業第一係（宅建） 大分県

不動産業第二、三係（マンション管理） 宮崎県

賃貸住宅管理業係（賃貸管理） 鹿児島県

住宅宿泊管理業係（民泊管理）

沖縄総合事務局 〒900-0006

那覇市おもろまち2-1-1

開発建設部 那覇第二地方合同庁舎二号館

建設産業・地方整備課 098-866-0031

鑑定評価指導係（宅建）

住宅宿泊管理業係（マンション管理・賃貸管理・民泊管理）

沖縄県

不動産業関係部局に関する各地方整備局等窓口一覧

地方整備局等
担当課名

所在地 管轄区域

北海道

http://www.hkd.mlit.go.jp/
http://www.thr.mlit.go.jp/
http://www.ktr.mlit.go.jp/
http://www.hrr.mlit.go.jp/
http://www.cbr.mlit.go.jp/
http://www.kkr.mlit.go.jp/
http://www.cgr.mlit.go.jp/
http://www.skr.mlit.go.jp/
http://www.qsr.mlit.go.jp/
http://www.ogb.go.jp/


電話番号

1 北海道 建設部住宅局建築指導課　管理指導グループ 011-204-5575

2 青森県 県土整備部建築住宅課　住宅政策グループ 017-734-9692

3 岩手県 県土整備部建築住宅課　公共住宅担当 019-629-5931

4 宮城県 土木部建築宅地課　調整班 022-211-3242

5 秋田県 建設部建築住宅課 建築指導班 018-860-2565

6 山形県 県土整備部建築住宅課　住まいづくり支援担当 023-630-2641

7 福島県 土木部建築指導課　指導審査担当 024-521-7523

8 茨城県 土木部都市局建築指導課　監察・免許グループ 029-301-4722

9 栃木県 県土整備部住宅課　宅地指導担当 028-623-2488

10 群馬県 県土整備部住宅政策課 宅建業係 027-226-3525

11 埼玉県 都市整備部建築安全課　宅建相談・指導担当 048-830-5488

12 千葉県 県土整備部建設・不動産業課　不動産業班 043-223-3238

13 東京都 都市整備局住宅政策推進部不動産業課 03-5320-5072

14 神奈川県 県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所（宅建指導担当） 045-313-0722

15 新潟県 土木部都市局建築住宅課　住宅宅地係 025-280-5439

16 富山県 土木部建築住宅課 管理係 076-444-3355

17 石川県 土木部建築住宅課　建築行政グループ 076-225-1778

18 福井県 土木部建築住宅課　住宅計画グループ 0776-20-0505

19 山梨県 県土整備部建築住宅課　企画担当 055-223-1730

20 長野県 建設部建築住宅課　建築技術係 026-235-7331

21 岐阜県 都市建築部建築指導課　宅建係 058-272-8680

22 静岡県 くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課 054-221-3072

23 愛知県 都市整備局都市基盤部都市総務課不動産業グループ 052-954-6582

24 三重県 県土整備部建築開発課宅建業･建築士班 059-224-2708

25 滋賀県 土木交通部住宅課　管理係 077-528-4231

26 京都府 建設交通部建築指導課　宅建業担当 075-414-5343

27 大阪府 住宅まちづくり部建築振興課　宅建業指導グループ 06-6210-9734

28 兵庫県 県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室 土地対策班 078-362-3612

29 奈良県 県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全推進課　総務宅建係 0742-27-7563

30 和歌山県 県土整備部都市住宅局建築住宅課　企画指導班 073-441-3180

31 鳥取県 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 0857-26-7411

32 島根県 土木部建築住宅課　住宅企画グループ 0852-22-6587

33 岡山県 土木部都市局建築指導課　街づくり推進班 086-226-7504

34 広島県 土木建築局建築課　宅建業グループ 082-513-4185

35 山口県 土木建築部住宅課　民間住宅支援班 083-933-3883

36 徳島県 県土整備部住宅課建築指導室 指導・宅建担当 088-621-2604

37 香川県 土木部住宅課　総務・宅地建物指導グループ 087-832-3582

38 愛媛県 土木部道路都市局建築住宅課　宅地建物指導係 089-912-2758

39 高知県 土木部住宅課 088-823-9861

40 福岡県 建築都市部建築指導課 092-643-3718

41 佐賀県 県土整備部建築住宅課　総務宅建担当 0952-25-7164

42 長崎県 土木部都市政策課　宅地指導班 095-894-3094

43 熊本県 土木部建築住宅局建築課　宅地指導班 096-333-2536

44 大分県 土木建築部建築住宅課　管理・ニュータウン班 097-506-4682

45 宮崎県 県土整備部建築住宅課　宅地審査担当 0985-24-2944

46 鹿児島県 土木部建築課 099-286-3707

47 沖縄県 土木建築部建築指導課 098-866-2413

都道府県宅地建物取引業
免許事務担当課名

不動産業関係部局に関する各都道府県別窓口一覧

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
http://www.pref.aomori.lg.jp/
http://www.pref.iwate.jp/
http://www.pref.miyagi.jp/
http://www.pref.akita.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
http://www.pref.yamagata.jp/
http://www.pref.fukushima.jp/
http://www.pref.ibaraki.jp/
http://www.pref.tochigi.jp/
http://www.pref.gunma.jp/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/
http://www.pref.chiba.lg.jp/
http://www.metro.tokyo.jp/index.htm
http://www.pref.kanagawa.jp/
http://www.pref.niigata.lg.jp/
http://www.pref.toyama.jp/
http://www.pref.ishikawa.jp/
http://www.pref.fukui.jp/index.html
http://www.pref.yamanashi.jp/
http://www.pref.nagano.lg.jp/
http://www.pref.gifu.lg.jp/
http://www.pref.shizuoka.jp/
http://www.pref.aichi.jp/
http://www.pref.mie.jp/
http://www.pref.shiga.lg.jp/
http://www.pref.kyoto.jp/
http://www.pref.osaka.jp/
http://web.pref.hyogo.jp/
http://www.pref.nara.jp/
http://www.pref.wakayama.lg.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/
http://www.pref.shimane.lg.jp/
http://www.pref.okayama.jp/
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/
http://www.pref.yamaguchi.jp/
http://www.pref.tokushima.jp/
http://www.pref.kagawa.jp/
http://www.pref.ehime.jp/
https://www.pref.kochi.lg.jp/
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
http://www.pref.saga.lg.jp/
http://www.pref.nagasaki.jp/
http://www.pref.kumamoto.jp/
http://www.pref.oita.jp/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
http://www.pref.kagoshima.jp/
http://www.pref.okinawa.jp/

