
県名 担当事務所 事務所の所在地･連絡先 担当出張所 出張所の所在地 出張所の連絡先 管理路線

※有料道路区間を除く

市区町村

９号 岩美町、鳥取市

９号（青谷アクセス道路（八束水交差点～青谷ＩＣ）） 鳥取市

２９号 鳥取市

５３号 鳥取市

中国横断自動車道姫路鳥取線（佐用ＴＢ～鳥取ＩＣ） 兵庫県佐用町、美作市、岡山県西粟倉村、智頭町、鳥取市

３７３号（志戸坂峠道路） 岡山県西粟倉村、智頭町

９号（山陰道（鳥取ＩＣ～青谷ＩＣ）） 鳥取市

２９号 若桜町、八頭町

５３号 智頭町、鳥取市

９号 湯梨浜町、北栄町、琴浦町、大山町、日吉津村、米子市

９号（山陰道） 鳥取市、湯梨浜町、琴浦町、大山町、米子市

９号 安来市、松江市

９号（山陰道） 安来市、松江市

５４号 松江市

９号 出雲市、大田市

９号（山陰道） 出雲市、大田市

頓原維持出張所
〒690-3207

飯石郡飯南町頓原1618-4

Tel(0854)72-0004

Fax(0854)72-0726
５４号 飯南町、雲南市

９号 江津市、浜田市

９号（山陰道） 江津市、浜田市

９号 益田市、津和野町

９号（山陰道） 益田市

１９１号 益田市

５３号 岡山市北区、久米南町、美咲町、津山市、奈義町

５３号（津山バイパス） 津山市

２号 備前市、瀬戸内市、岡山市東区、岡山市中区、岡山市南区

３０号 岡山市北区、岡山市南区、玉野市

５３号 岡山市北区

１８０号 岡山市北区

１８０号（岡山西バイパス、総社・一宮バイパス） 岡山市

２号 早島町、倉敷市、浅口市、里庄町、笠岡市

２号（玉島笠岡道路、笠岡バイパス） 倉敷市、浅口市、笠岡市

１８０号 総社市

１８０号（総社・一宮バイパス） 総社市

２号

※広島県管理区間を除く
福山市、尾道市、三原市

３１７号（生口島道路） 尾道市

三次国道出張所
〒728-0021

三次市三次町864-2

Tel(0824)62-3761

Fax(0824)63-5282
５４号 安芸高田市、三次市

尾道松江自動車道出張所
〒728-0502

庄原市口和町向泉942

Tel(0824)87-2245

Fax(0824)87-2246
中国横断自動車道尾道松江線 尾道市、世羅町、三次市、庄原市、雲南市

３１号 呉市

１８５号 呉市、東広島市、竹原市

１８５号（安芸津バイパス） 東広島市

２号 竹原市、東広島市

３７５号（東広島・呉自動車道） 呉市、東広島市、竹原市

２号

　※広島南道路、宮島街道を除く

広島市安芸区、海田町、広島市南区、広島市中区、広島市西区、広島市佐伯区、廿日

市市、大竹市

２号（東広島バイパス） 広島市安芸区、海田町

３１号 海田町、広島市安芸区、坂町

２号（広島南道路） 広島市南区、広島市中区、広島市西区

５４号 広島市中区、広島市東区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、安芸高田市

２号 和木町、岩国市

１８８号 岩国市、柳井市、平生町、田布施町

１８８号（岩国南バイパス） 岩国市

２号 周南市、下松市、防府市

１８８号 光市、下松市

２号 下関市

９号 下関市

１９１号 下関市

２号 山口市

９号 山口市

１９０号 山口市

１９１号 長門市、萩市、阿武町

１９１号（山陰道） 長門市、萩市

２号 宇部市、山陽小野田市

１９０号 宇部市、山陽小野田市

１９１号（木与防災）

　※現在改築工事中
阿武町

４９１号（山陰道　俵山・豊田道路）

　※現在改築工事中
下関市、長門市

山

口

県

山口河川国道事務所

Tel(083)282-1016

Fax(083)282-8690

Tel(083)928-0031

Fax(083)923-5042

宇部国道維持出張所
〒755-0063

宇部市南浜町1-9-18

〒753-0011

山口市大字宮野下2905

広島国道事務所

広

島

県

〒734-0022

広島市南区東雲2-13-28

管理第一課

広島維持出張所可部分室
〒731-0223

広島市安佐北区可部南4-30-3

〒747-8585

防府市国衙1-10-20

道路管理第一課

〒747-8585

防府市国衙1-10-20

Tel(0835)22-1902

Fax(0835)22-1802

山口維持出張所萩分室
〒758-0011

萩市大字椿東字浦田4987-3

Tel(0838)22-2530

Fax(0838)22-0189

山陰西部国道事務所

下関国道維持出張所

山口国道維持出張所

〒693-0012

出雲市大津新崎町3-43

Tel(0853)21-0536

Fax(0853)22-4362

〒758-0041

萩市大字江向318-2

工務課

ー ー ー

Tel(0836)34-5432

Fax(0836)34-5773

〒739-0021

東広島市西条町大字助実八疋1840

〒736-0052

安芸郡海田町南つくも町7-32

呉国道出張所
〒737-0125

呉市広本町1-5-33

Tel(082)423-2404

Fax(082)423-6645

Tel(082)822-4191

Fax(082)823-9730

〒723-0054

三原市頼兼二丁目2-1

Tel(0848)67-1020

Fax(0848)67-1030

津山出張所

〒750-1144

下関市小月茶屋2-6-10

山口河川国道事務所（防府維持班）

Tel(082)812-3361

Fax(082)812-3371

岡山国道事務所

岡

山

県

〒700-8539

岡山市北区富町2-19-12

管理第一課

岡山維持出張所

玉島維持出張所

三次河川国道事務所

〒728-0011

三次市十日市西6-2-1

道路管理課

福山河川国道事務所

〒720-0031

福山市三吉町4-4-13

道路管理課

三原国道維持出張所

島

根

県

倉吉河川国道事務所

〒682-0018

倉吉市福庭町1-18

道路管理課

羽合国道維持出張所

郡家国道維持出張所

益田国道維持出張所

鳥

取

県

鳥取河川国道事務所

〒680-0803

鳥取市田園町4-400

道路管理第一課

松江国道事務所

〒690-0017

松江市西津田2-6-28

管理第一課

浜田河川国道事務所

〒697-0034

浜田市相生町3973

道路管理課

出雲維持出張所

浜田国道維持出張所

〒682-0721

東伯郡湯梨浜町田後299-1
Tel (0858)35-3231

Fax(0858)35-3233

松江維持出張所 
〒690-0011

松江市東津田町1291-2
Tel(0852)21-9495

Fax(0852)21-9679

Tel (0858)72-1231

Fax(0858)72-2764

〒680-0461

八頭郡八頭町郡家376-10

Tel (0857)32-0830

Fax(0857)32-0832

鳥取国道維持出張所
〒680－0947

鳥取市湖山町西1-462-1

鳥取自動車道出張所
〒680－0911

鳥取市千代水2-106
Tel (0857)28-7554

Fax(0857)28-8571

岩国国道維持出張所
〒741-0061

岩国市錦見3-2-15

Tel(0827)41-1144

Fax(0827)43-1434

〒697-1322

浜田市日脚町寺地282-2

Tel(0855)27-1133

Fax(0855)27-4633

〒713-8103

倉敷市玉島乙島5656

Tel(086)522-4004

Fax(086)522-4014

Tel(086)262ｰ1542

Fax(086)262-7582

〒700-0942

岡山市南区豊成2-11-36

〒698-0025

益田市あけぼの西町19-1

Tel(0856)22-1415

Fax(0856)24-2698

Tel(0868)28-1215

Fax(0868)28-5613

〒708-0873

津山市皿633-2

広島維持出張所

西条維持出張所

Tel(0823)73-4798

Fax(0823)73-9414


