
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁建設技術振興課および各広域振興局土木部等に 

『県営建設工事執行相談室』を開設！ 

工事に関して、困ったときは   即相談！ 

『県営建設工事執行相談票』（別紙）をご活用ください。 

県庁相談室(AG0002@pref.iwate.jp) 

  室 長：建設技術振興課 技術企画指導課長 

  相談員：建設技術振興課 技術企画指導担当 

               電話：０１９－６２９－５９５０ 

〔現地相談室は次頁参照〕 

県土整備部所管事業以外に関するご相談の場合は、当該事業の所管公所へご相談ください。 



相談室名 所属所名及び所属アドレス 室役職名 職　名 電　話
盛岡相談室 盛岡広域振興局土木部 室　長 部　長 019-629-6625

BA0006@pref.iwate.jp 相談員 道路都市室長 019-629-6627
相談員 流域治水室長 019-629-6648
相談員 建築住宅室長 019-629-6653
相談員 道路整備課長 019-629-6641
相談員 道路環境課長 019-629-6628
相談員 河川砂防課長 019-629-6648
相談員 綱取ダム管理事務所長 019-654-4055
相談員 住宅課長 019-629-6652

岩手相談室 岩手土木センター 室　長 所　長 0195-62-2888
BA0012@pref.iwate.jp 相談員 道路河川整備課長 0195-62-2888

相談員 特命課長（治水対策） 0195-62-2888
奥州相談室 県南広域振興局土木部 室　長 部　長 0197-22-2881 内線340

BD0006@pref.iwate.jp 相談員 調整課長 0197-22-2881 内線341
相談員 道路整備課長 0197-22-2881 内線350
相談員 道路河川環境課長 0197-22-2881 内線355

花巻相談室 花巻土木センター 室　長 所　長 0198-22-4971 内線260
BB0005@pref.iwate.jp 相談員 道路整備課長 0198-22-4971 内線280

相談員 治水環境課長 0198-22-4971 内線282
北上相談室 北上土木センター 室　長 所　長 0197-65-2738 内線300

BC0005@pref.iwate.jp 相談員 道路環境課長 0197-65-2738 内線307
相談員 治水環境課長 0197-65-2738 内線314

遠野相談室 遠野土木センター 室　長 所　長 0198-62-9938 内線270
BH0005@pref.iwate.jp 相談員 道路河川整備課長 0198-62-9938 内線272

一関相談室 一関土木センター 室　長 所　長 0191-26-1418
BE0004@pref.iwate.jp 相談員 道路整備課長 0191-34-4655

相談員 道路河川環境課長 0191-34-4654
千厩相談室 千厩土木センター 室　長 所　長 0191-52-4971 内線244

BF0004@pref.iwate.jp 相談員 工務課長 0191-52-4971 内線246
釜石相談室 沿岸広域振興局土木部 室　長 部　長 0193-25-2708 内線263

BI0005@pref.iwate.jp 相談員 副部長 0193-25-2708 内線268
相談員 道路整備課長 0193-25-2708 内線272
相談員 河川港湾課長 0193-25-2708 内線320
相談員 復興まちづくり課長 0193-25-2708 内線275

宮古相談室 宮古土木センター 室　長 所　長 0193-64-2221 内線340
BJ0007@pref.iwate.jp 相談員 副所長 0193-65-0031 内線380

相談員 道路整備課長 0193-64-2221 内線355
相談員 河川港湾課長 0193-65-0031 内線381
相談員 復興まちづくり課長 0193-65-0031 内線388

岩泉相談室 岩泉土木センター 室　長 所　長 0194-22-3116 内線400
BJ0010@pref.iwate.jp 相談員 副所長 0194-22-2890 内線200

相談員 道路整備課長 0194-22-3116 内線440
相談員 河川港湾課長 0194-22-2890 内線210
相談員 河川復旧課長 0194-22-2890 内線220

大船渡相談室 大船渡土木センター 室　長 所　長 0192-27-9919 内線260
BG0005@pref.iwate.jp 相談員 副所長 0192-26-1951 内線437

相談員 道路整備課長 0192-27-9919 内線265
相談員 河川港湾課長 0192-27-9919 内線369
相談員 復興まちづくり課長 0192-26-1951 内線438

住田相談室 住田整備事務所 室　長 所　長 0192-22-8182
BG0008@pref.iwate.jp 相談員 次　長 0192-22-8182

久慈相談室 県北広域振興局土木部 室　長 部　長 0194-53-4990 内線258
BK0006@pref.iwate.jp 相談員 道路整備課長 0194-53-4990 内線261

相談員 河川港湾課長 0194-53-4990 内線471
相談員 滝ダム管理事務所長 0194-59-3838

二戸相談室 二戸土木センター 室　長 所　長 0195-23-9209 内線291
BL0005@pref.iwate.jp 相談員 道路整備課長 0195-23-9209 内線299

相談員 道路河川環境課長 0195-23-9209 内線302
流域下水道相談室 北上川上流流域下水道事務所 室　長 所　長 019-638-2621

CF0001@pref.iwate.jp 相談員 施設整備課長 019-638-2673
花巻空港相談室 花巻空港事務所 室　長 所　長 0198-26-2016

CF0003@pref.iwate.jp 相談員 特命課長 0198-26-2016
県庁相談室 建設技術振興課 室　長 技術企画指導課長 019-629-5950

AG0002@pref.iwate.jp 相談員 技術企画指導担当主査 019-629-5950

県営建設工事執行相談室一覧表　（令和３年４月１日現在）
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