
別添１ 受付担当部局及び問合せ先 

大臣官房会計課所掌機関 

受付担当部局 住          所 
電話番号 

メールアドレス 

大臣官房会計課 

〒100-8918 

東京都千代田区霞が関 2-1-3 

中央合同庁舎第３号館 

03-5253-8111 (内線 21834) 

（令和 5 年 1月 14 日まで） 

hqt-zuiji@mlit.go.jp 

（令和 5 年 1月 15 日より） 

hqt-zuiji@ki.mlit.go.jp 

北海道運輸局 

総務部会計課 

〒060-0042 

北海道札幌市中央区大通西 10 

札幌第２合同庁舎 

011-290-2713 (直通) 

hkt-shikaku_shinsa@gxb.mlit.go.jp 

東北運輸局 

 総務部会計課 

〒983-8537 

宮城県仙台市宮城野区鉄砲町 1 

仙台第４合同庁舎 

022-791-7506 (直通) 

tht-shikakushinsa@mlit.go.jp 

関東運輸局 

 総務部会計課 

〒231-8433 

神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 

横浜第２合同庁舎 

045-211-7207 (直通) 

ktt-eizenpic@gxb.mlit.go.jp 

北陸信越運輸局 

 総務部会計課 

〒950-8537 

新潟県新潟市中央区美咲町 1-2-1 

新潟美咲合同庁舎２号館 

025-285-9150 (直通) 

hrt-hokushin_kaikei@mlit.go.jp 

中部運輸局 

 総務部会計課 

〒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 

052-952-8004 (直通) 

cbt-soumubu-kaikeika@mlit.go.jp 

近畿運輸局 

 総務部会計課 

〒540-8558 

大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館 

06-6949-6406 (直通) 

kkt-kensetsusokuryo@mlit.go.jp 

神戸運輸監理部 

 総務企画部会計課 

〒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 

078-321-3143 (直通) 

kbm-kyousou-shikaku@gxb.mlit.go.jp 

中国運輸局 

 総務部会計課 

〒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 

082-228-3435 (直通) 

cgt-chugoku-kanzai@gxb.mlit.go.jp 

四国運輸局 

 総務部会計課 

〒760-0019 

香川県高松市サンポート 3-33 

高松サンポート合同庁舎南館 

087-802-6717 (直通) 

skt-kaikei@mlit.go.jp 

九州運輸局 

 総務部会計課 

〒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 

092-472-2314 (直通) 

qst-kaikeika@mlit.go.jp 



受付担当部局 住          所 
電話番号 

メールアドレス 

航空局 

 予算・管財室 

〒100-8918 

東京都千代田区霞が関 2-1-3 

中央合同庁舎第３号館 

03-5253-8111 (内線 48655) 

hqt-keiyaku05@mlit.go.jp 

東京航空局 

 総務部契約課 

〒102-0074 

東京都千代田区九段南 1-1-15  

九段第２合同庁舎 

03-5275-9292(内線 7160) 

cab-keiyaku01e@mlit.go.jp 

大阪航空局 

 総務部契約課 

（令和 4 年 12 月末まで） 

〒540-8559 

大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館 

06-6949-6206(直通) 

cab-osakakeiyaku@mlit.go.jp 

（令和 5 年 1月より） 

〒540-8559 

大阪府大阪市中央区大手前 3-1-41 

大手前合同庁舎 

06-6937-2708（直通） 

cab-osakakeiyaku@mlit.go.jp 

海上保安庁 

 総務部政策課 

予算執行管理室 

〒100-8976 

東京都千代田区霞が関 2-1-3 

中央合同庁舎第３号館 

03-3591-6361 (内線 2821) 

jcghyosan4-6s9w@mlit.go.jp 

海上保安大学校 

 事務局会計課 

〒737-8512 

広島県呉市若葉町 5-1 

0823-21-4961 (内線 227) 

jcgacdkaikei3-7t3b@mlit.go.jp 

海上保安学校 

 事務部会計課 

〒625-8503 

京都府舞鶴市字長浜 2001 

0773-62-3520 (内線 227) 

jcgschkaikei1-7z8p@mlit.go.jp 

第一管区海上保安本部 

 経理補給部経理課  

〒047-8560 

北海道小樽市港町 5-2 

小樽地方合同庁舎 

0134-27-0118 (内線 2223) 

jcg1keiri5-6b2y@mlit.go.jp 

第二管区海上保安本部 

 総務部経理課 

〒985-8507 

宮城県塩釜市貞山通 3-4-1 

塩釜港湾合同庁舎 

022-363-0111 (内線 2224) 

jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp 

第三管区海上保安本部 

 経理補給部経理課  

〒231-8818 

神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 

横浜第２合同庁舎 

045-211-1118 (内線 2224) 

jcg3keiri5-8j2w@mlit.go.jp 

第四管区海上保安本部 

 総務部経理課 

〒455-8528 

愛知県名古屋市港区入船 2-3-12 

名古屋港湾合同庁舎別館 

052-661-1611 (内線 2223) 

jcg4keiri1-7i8n@mlit.go.jp 

第五管区海上保安本部 

 経理補給部経理課  

〒650-8551 

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 

078-391-6555 (内線 2223) 

jcg5keiri7-4h9b@mlit.go.jp 



受付担当部局 住          所 
電話番号 

メールアドレス 

第六管区海上保安本部 

 経理補給部経理課  

〒734-8560 

広島県広島市南区宇品海岸 3-10-17 

広島港湾合同庁舎 

082-251-5111 (内線 2223) 

jcg6keiri4-7e2v@mlit.go.jp 

第七管区海上保安本部 

 経理補給部経理課 

〒801-8507 

福岡県北九州市門司区西海岸 1-3-10 

門司港湾合同庁舎 

093-321-2931 (内線 2225) 

jcg7keiri2-6a4j@mlit.go.jp 

第八管区海上保安本部 

総務部経理課 

〒624-8686 

京都府舞鶴市字下福井 901 

舞鶴港湾合同庁舎 

0773-76-4100 (内線 2224) 

jcg8keiri6-7h7q@mlit.go.jp 

第九管区海上保安本部 

 総務部経理課 

〒950-8543 

新潟県新潟市中央区美咲町 1-2-1 

新潟美咲合同庁舎２号館 

025-285-0118 (内線 2223) 

jcg9keiri3-2c7f@mlit.go.jp 

第十管区海上保安本部 

 経理補給部経理課  

〒890-8510 

鹿児島県鹿児島市東郡元町 4-1 

鹿児島第２地方合同庁舎 

099-250-9800 (内線 2224) 

jcgashinsa10@mlit.go.jp 

第十一管区海上保安本部 

 経理補給部経理課 

〒900-8547 

沖縄県那覇市港町 2-11-1 

那覇港湾合同庁舎 

098-867-0118 (内線 2223) 

jcgbkeiri1-6i7f@mlit.go.jp 

気象庁 

 総務部経理管理官室 

〒105-8431 

東京都港区虎ノ門 3-6-9 

03-6758-3900 (内線 2412) 

shikaku-shinsei@ml.kishou.go.jp 

気象研究所 

 総務部会計課 

〒305-0052 

茨城県つくば市長峰 1-1 

029-853-8559 (直通) 

shikaku-shinsei@ml.kishou.go.jp 

気象衛星センター 

 総務部会計課 

〒204-0012 

東京都清瀬市中清戸 3-235 

042-493-4964 (直通) 

shikaku-shinsei@ml.kishou.go.jp 

札幌管区気象台 

 総務部会計課 

〒060-0002 

北海道札幌市中央区北二条西 18-2 

011-611-6156 (直通) 

shikaku-shinsei@ml.kishou.go.jp 

仙台管区気象台 

 総務部会計課 

〒983-0842 

宮城県仙台市宮城野区五輪 1-3-15 

仙台第３合同庁舎 

022-297-8119 (直通) 

kaikei.sendai@met.kishou.go.jp 

東京管区気象台 

 総務部会計課 

〒204-8501 

東京都清瀬市中清戸 3-235 

042-497-7189 (直通) 

shikaku-shinsei@ml.kishou.go.jp 

大阪管区気象台 

 総務部会計課 

〒540-0008 

大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館 

06-6949-6301(直通) 

kaikei_keiyaku@met.kishou.go.jp 

福岡管区気象台 

 総務部会計課 

〒810-0052 

福岡県福岡市中央区大濠 1-2-36 

092-725-3602 (直通) 

shikaku-shinsei@ml.kishou.go.jp 



受付担当部局 住          所 
電話番号 

メールアドレス 

沖縄気象台 

 会計課 

〒900-8517 

沖縄県那覇市樋川 1-15-15  

那覇第１地方合同庁舎 

098-833-4282 (直通) 

shikaku-shinsei@ml.kishou.go.jp 

運輸安全委員会 

 総務課会計室 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷 1-6-1   

四谷タワー15 階 

03-5367-5028 (直通) 

hqt-jtsb-kaikei-tyoutatsu@gxb.mlit.go.jp 

国土技術政策総合研究所

(横須賀庁舎) 

 管理調整部管理課 

〒239-0826 

神奈川県横須賀市長瀬 3-1-1 

046-844-5076 (直通) 

ysk.nil-uketsuke@mlit.go.jp 

海難審判所 

 総務課 

〒102-0083 

東京都千代田区麹町 2-1 

03-6893-2400 (直通) 

hqt-jmat@gxb.mlit.go.jp 



別添２ 受付担当部局及び問合せ先 

地方整備局（道路・河川・官庁営繕・公園関係） 

大臣官房官庁営繕部 

国土技術政策総合研究所（横須賀庁舎を除く｡） 

申請者の本店所在地 受付担当部局 住          所 
電話番号 

メールアドレス 

北海道 青森県 岩手県  

宮城県 秋田県 山形県  

福島県 

東北地方整備局 

総務部契約課 

〒980-8602 

仙台市青葉区本町3-3-1 

仙台合同庁舎Ｂ棟 

(代)022-225-2171 

thr-82shikakushinsa@mlit.go.jp 

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 

関東地方整備局 

総務部契約課 

〒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 

(代)048-601-3151 

ktr-shikakushinsa@mlit.go.jp 

新潟県 富山県 石川県 

長野県(長野､松本、上田、須坂、

小諸、中野、大町、飯山、塩尻、

佐久、千曲、東御及び安曇野の各

市並びに上高井、上水内、北安曇、

北佐久、下高井、下水内、小県、

埴科、東筑摩及び南佐久の各郡の

町村に限る｡) 

北陸地方整備局 

総務部契約課 

〒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 

(代)025-280-8880 

84zuiji@hrr.mlit.go.jp 

岐阜県 静岡県 愛知県 

三重県 長野県（岡谷、飯田、

諏訪、伊那、駒ヶ根及び茅野の各

市並びに上伊那、木曽、下伊那及

び諏訪の各郡の町村に限る。） 

中部地方整備局 

総務部契約課 

〒460-8514 

名古屋市中区三の丸2-5-1 

名古屋合同庁舎第二号館 

(代)052-953-8138 

cbr-shikaku@mlit.go.jp 

京都府 大阪府 福井県 

滋賀県 兵庫県 奈良県 

和歌山県 

近畿地方整備局 

総務部契約課 

〒540-8586 

大阪市中央区大手前3-1-41 

(代)06-6942-1141 

kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp 

鳥取県 島根県 岡山県 

広島県 山口県 

中国地方整備局 

総務部契約課 

〒730-8530 

広島市中区上八丁堀6-30 

広島合同庁舎第二号館 

(代)082-221-9231 

shikaku-zuiji@cgr.mlit.go.jp 

徳島県 香川県 愛媛県  

高知県 

四国地方整備局 

総務部契約課 

〒760-8554 

高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ3-33 

高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎 

(代)087-851-8061 

skr-shikaku@mlit.go.jp 

福岡県 佐賀県 長崎県 

熊本県 大分県 宮崎県 

鹿児島県 沖縄県 

九州地方整備局 

総務部契約課 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東2-10-7 

福岡第二合同庁舎 

(代)092-471-6331 

qsr-keiyaku@mlit.go.jp 
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別添３ 受付担当部局及び問合せ先 

 地方整備局（港湾空港関係） 

申請者の本店所在地 受付担当部局 住    所 
電話番号 

メールアドレス 

北海道 青森県 

岩手県 宮城県 

秋田県 山形県 

福島県 

東北地方整備局 

総務部経理調達課 

〒980-8602 

仙台市青葉区本町3-3-1 

仙台合同庁舎Ｂ棟 

(直)022-716-0013 

pa.thr-tohokushikaku@mlit.go.jp 

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 

関東地方整備局 

総務部経理調達課 

〒231-8436 

横浜市中区北仲通5-57 

横浜第２合同庁舎 

(直)045-211-7413 

pa.ktr-keichou@mlit.go.jp 

新潟県 富山県 

石川県 福井県 

長野県 

北陸地方整備局 

総務部経理調達課 

〒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 

(直)025-370-6650 

pa.hrr-hokurikushins@gxb.mlit.go.jp 

岐阜県 静岡県 

愛知県 三重県 

中部地方整備局 

総務部経理調達課 

〒460-8517 

名 古 屋 市 中 区 丸 の 内

2-1-36 

NUP・ﾌｼﾞｻﾜ丸の内ビル 

(直)052-209-6317 

pa.cbr-keiyakukanri@mlit.go.jp 

滋賀県 京都府 

大阪府 兵庫県 

奈良県 和歌山県 

近畿地方整備局 

総務部経理調達課 

〒650-0024 

神戸市中央区海岸通29 

神戸地方合同庁舎 

(直)078-391-7576 

pa.kkr-keiyakukanri@gxb.mlit.go.jp 

鳥取県 島根県 

岡山県 広島県 

山口県(下関市を除く) 

中国地方整備局 

総務部経理調達課 

〒730-0004 

広島市中区東白島町14-15 

NTTｸﾚﾄﾞ白島ﾋﾞﾙ 

(直)082-511-3903 

pa.cgr-choutatsu@mlit.go.jp 

徳島県 香川県 

愛媛県 高知県 

四国地方整備局 

総務部経理調達課 

〒760-8554 

高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ３－３３ 

高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎 

(直)087-811-8304 

pa.skr-skkc-i88s3@mlit.go.jp 

山口県下関市 

福岡県 佐賀県 

長崎県 熊本県 

大分県 宮崎県 

鹿児島県 沖縄県 

九州地方整備局 

総務部経理調達課 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東2-

10-7 

福岡第二合同庁舎 

(直)092-418-3345 

kyusyusikaku-s89kk@mlit.go.jp 

 



別添４ 受付担当部局及び問合せ先 

北海道開発局 

申請者の本店所在地 受付担当部局 住          所 
電話番号 

メールアドレス 

都道府県全て 

北海道開発局 

事業振興部 

工事管理課企画係 

〒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（内線 5480） 

hkd-ky-koukankikaku@mlit.go.jp 

 


