
令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

●県庁及び合同庁舎内の販売所
岩手県庁生活協同組合 県庁舎地下売店 盛岡市 内丸10-1 岩手県庁内 019-629-6466

岩手県庁生活協同組合 盛岡合同庁舎売店 盛岡市 内丸11-1 合同庁舎内 019-629-6780

駿河ゆり子(花巻地区合同庁舎内理容室) 花巻市 花城町1-41 合同庁舎内 0198-22-4911 310

(有)水沢事務機販売（奥州地区合同庁舎内売店） 奥州市 水沢大手町1-2 合同庁舎内 0197-22-2811

佐々木司（遠野地区合同庁舎内食堂） 遠野市 六日町1-22 遠野地区合同庁舎　分庁舎 0198-62-9930

青柳俊晴（一関地区合同庁舎内売店） 一関市 竹山町7-5 合同庁舎内 0191-26-1411

藤野和敏（一関地区合同庁舎千厩分庁舎内売店） 一関市 千厩町千厩字北方85-2　一関地区合同庁舎千厩分庁舎内 0191-52-4901
平田ミイ子（大船渡地区合同庁舎内売店） 大船渡市 猪川町字前田6-1 合同庁舎内 0192-27-6733

南舘はる（釜石地区合同庁舎内売店） 釜石市 新町6-50 合同庁舎内 0193-25-2717 284

小山義則（宮古地区合同庁舎内食堂） 宮古市 五月町1-20 合同庁舎内 0193-64-2211

畠山勝（久慈地区合同庁舎内食堂） 久慈市 八日町1-1 久慈合同庁舎内食堂 0194-53-4981 354

その他の販売所は次ページ以降のとおりです。

岩手県収入証紙販売所一覧
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●盛岡市
盛岡市役所 盛岡市 内丸12-2 019-651-4111 2121

盛岡市 都南総合支所 盛岡市 津志田14-37-2 019-651-4111 7114

盛岡市 青山支所 盛岡市 青山三丁目37-7 019-647-2211

盛岡市 簗川支所 盛岡市 川目第10地割78-1 019-622-3626

盛岡市 太田支所 盛岡市 中太田深持9 019-659-0211

盛岡市 繋支所 盛岡市 繋字堂ヶ沢36-1 019-689-2301

盛岡市 乙部出張所 盛岡市 乙部6-79-1 019-696-2001

盛岡市 飯岡出張所 盛岡市 下飯岡8-100 019-638-0117

盛岡市 巻堀出張所 盛岡市 好摩字野中69-48 019-682-0310

盛岡市 玉山出張所 盛岡市 日戸字鷹高50-16 019-685-2111

盛岡市 薮川出張所 盛岡市 薮川字外山93-1 019-681-5111

盛岡市 盛岡駅西口サービスセンター 盛岡市 盛岡駅西通二丁目9-1 019-621-5105

盛岡市 松園連絡所 盛岡市 東松園二丁目5-3 019-661-9298

盛岡市 玉山総合事務所 盛岡市 渋民字泉田360 019-651-4111 117

(一社)岩手県交通安全協会 盛岡市 盛岡駅西通1-7-1 いわて県民情報交流センター内 019-652-6255

(一社)岩手県交通安全協会 盛岡市 下田字仲平183-1　岩手県運転免許試験場内 090-4638-2268

(一社)岩手県交通安全協会 盛岡支部 盛岡市 内丸3-40 盛岡東警察署内 019-606-0110

(一社)岩手県交通安全協会 盛岡支部 盛岡市 青山3-37-1 盛岡西警察署内 019-645-0110

岩手県信用農業協同組合連合会 盛岡市 大通1-2-1 019-626-8726

岩手中央農業協同組合 見前支所 盛岡市 三本柳12-22-1 019-638-1530

岩手中央農業協同組合 都南乙部出張所 盛岡市 手代森24-26 019-696-2311

岩手中央農業協同組合 本宮支所 盛岡市 本宮4-36-23 019-635-1315

(株)岩手銀行 本店 盛岡市 中央通1-2-3 019-623-1111

(株)岩手銀行 県庁支店 盛岡市 内丸10-1 岩手県庁内 019-623-5318

(株)岩手銀行 大通支店 盛岡市 大通2-6-1 019-622-3185

(株)岩手銀行 青山町支店 盛岡市 青山3-29-10 019-647-3133

(株)岩手銀行 都南支店 盛岡市 三本柳10-50-4 019-638-6171

(株)西部産業 盛岡市 本宮字林崎1-1 019-658-1011

(資)中央自動車学校 盛岡市 西青山2丁目31-11 019-647-3125

(有)盛岡自動車学校 盛岡市 稲荷町3-9 019-647-4135

(株)エステーモータースクール 南校 盛岡市 津志田27-18 019-635-8211

岩手県食品衛生協会 県央支会 盛岡市 内丸11-1 合同庁舎2階 県央保健所内 019-622-5774

岩手県食品衛生協会 盛岡市支会 盛岡市 神明町3番29号 盛岡市保健所6階 019-656-1210

(株)岩手自動車学校 盛岡市 高崩2-5 019-624-4055

(一社)全国軽自動車協会連合会 岩手事務所 盛岡市 湯沢16-15-11 019-639-8021

岩手県行政書士会 盛岡市 菜園1-3-6　農林会館5階 019-623-1555

ファミリーマート 盛岡アイーナ店 盛岡市 盛岡駅西通1-7-1 019-629-2261

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●八幡平市

八幡平市役所 八幡平市 野駄21地割170番地 0195-74-2111 1054
八幡平市 西根総合支所 八幡平市 大更第35地割62番地 0195-76-2111 2007
八幡平市 安代総合支所 八幡平市 叺田70番地 0195-72-2111 3112

●滝沢市
滝沢市役所 滝沢市 中鵜飼55 019-656-6576
(株)岩手銀行 巣子支店 滝沢市 巣子1187-5 019-688-3031

(株)エステーモータースクール 本社 滝沢市 巣子169番地3 019-641-8211

●雫石町

雫石町役場 雫石町 千刈田5番地1 019-692-6404

●岩手町

岩手町役場 岩手町 五日市10-44 　　 0195-62-2111 531

(一社)岩手県交通安全協会 北岩手支部 岩手町 五日市11-53-3 岩手警察署内 0195-62-0110

岩手県食品衛生協会 岩手支会 岩手町 五日市9-48-1 岩手町保健センター内 0195-62-2467

岩手中央自動車学校 岩手町 川口第49地割3-44 0195-65-2610

●葛巻町

葛巻町役場 葛巻町 葛巻16-1-1 0195-66-2111 112

●紫波町

紫波町役場 紫波町 紫波中央駅前二丁目3番地1 019-672-2111 1271
(一社)岩手県交通安全協会 紫波支部 紫波町 桜町字大坪51-2 紫波警察署内 019-671-0110

(株)いわちく 紫波町 犬渕字南谷地120 019-676-3670 293

山晃(有)  紫波中央自動車学校 紫波町 二日町字西七久保66-1 019-672-4316

●矢巾町

矢巾町役場 矢巾町 大字南矢幅13地割123番地 019-697-2111 2550

岩手中央農業協同組合 矢巾支所 矢巾町 大字南矢幅14-109 019-697-6888

(株)岩手銀行 流通センター支店 矢巾町 流通センター南1-2-15 019-638-5533

(一社)岩手県自家用自動車協会 矢巾町 流通センター南2-8-3 019-637-2016

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●奥州市

奥州市役所 奥州市 水沢大手町1-1 0197-24-2111

(一社)岩手県交通安全協会 奥州支部 奥州市 水沢中田町4-35 0197-23-6641

岩手ふるさと農業協同組合 大手通り支店 奥州市 水沢字吉小路5 0197-23-5146

岩手ふるさと農業協同組合 水沢中央支店 奥州市 水沢東大通り1-8-17 0197-23-4852

岩手ふるさと農業協同組合 水沢南支店 奥州市 水沢姉体町字上野119-1 0197-26-2111

(株)岩手銀行 水沢支店 奥州市 水沢中町133-2 0197-24-5121

(一財)岩手交通安全教育研修センター 奥州市 水沢大鐘町3-1 0197-25-5158

岩手第一(株) 奥州市 水沢秋葉町155 0197-25-8167

(一社)岩手県自家用自動車協会 水沢支部 奥州市 水沢東大通3-3-28 0197-24-3168

岩手県食品衛生協会 奥州支会 奥州市 水沢大手町2-30 0197-23-8324

奥州市 江刺総合支所 奥州市 江刺大通り1-8 0197-35-2111

(一社)岩手県交通安全協会 奥州支部（江刺地区交通安全協会内） 奥州市 江刺大通り7-3 0197-35-3348

(株)岩手銀行 江刺支店 奥州市 江刺六日町3-13 0197-35-2155

岩手江刺農業協同組合 本店 奥州市 江刺岩谷堂字反町362-1 0197-35-0211

岩手江刺農業協同組合 岩谷堂支店 奥州市 江刺大通り5-37 0197-35-2171

岩手江刺農業協同組合 玉里支店 奥州市 江刺玉里字大松沢136-5 0197-36-3121

(株)江刺自動車学校 奥州市 江刺愛宕字梁川34-1 0197-35-1237

岩手県食品衛生協会 江刺支会 奥州市 江刺大通3-14 商工会議所内 0197-35-2514

(一社)岩手県自家用自動車協会 江刺支部 奥州市 江刺大通り7-3 0197-35-3348

川村敏雄（ふなばの川村） 奥州市 江刺六日町2-1 0197-35-1757

奥州市 前沢総合支所 奥州市 前沢字七日町裏71 0197-56-2111

前沢自動車学校(株) 奥州市 前沢字河ノ 畑175 0197-56-2131

奥州市 胆沢総合支所 奥州市 胆沢南都田字加賀谷地270 0197-46-2111

岩手ふるさと農業協同組合 本店 奥州市 胆沢小山字菅谷地131-1 0197-41-5202

岩手ふるさと農業協同組合 前沢支店 奥州市 前沢字七日町裏55 0197-56-2151

岩手ふるさと農業協同組合 胆沢支店 奥州市 胆沢小山字菅谷地131-1 0197-47-0211

奥州市 衣川総合支所 奥州市 衣川古戸64-4 0197-52-3111

●金ケ崎町

金ケ崎町役場 金ケ崎町 西根南町22-1 0197-42-2111

(一社)岩手県交通安全協会
県南自動車運転免許センター内　交通安全協会窓口

金ケ崎町 西根北荒巻100-2 0197-44-2315

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●花巻市

花巻市役所 花巻市 花城町9-30 0198-24-2111

(一社)岩手県交通安全協会 花巻支部 花巻市 下小舟渡341-1 0198-23-3284

花巻農業協同組合 本店 花巻市 野田316-1 0198-23-3333

花巻農業協同組合 花巻支店 花巻市 豊沢町244-1 0198-24-9111

花巻農業協同組合 矢沢支店 花巻市 高木11-75 0198-23-5218

花巻農業協同組合 湯本支店 花巻市 湯本4-31-8 0198-27-2326

花巻農業協同組合 湯口支店 花巻市 円万寺字法船134-3 0198-28-2224

花巻農業協同組合 笹間支店 花巻市 北笹間13-45 0198-29-2211

(株)岩手銀行 花巻支店 花巻市 上町6-12 0198-24-3111

(株)高文商店 高文自動車学校 花巻市 上小舟渡278 0198-23-4894

(株)花巻自動車学校 花巻市 天下田71-1 0198-23-6300

岩手県食品衛生協会 花巻支会 花巻市 城内1-43 0198-24-2509

菅原新平(行政書士菅原新平事務所) 花巻市 下小舟渡5-2 0198-24-6144

(一社)岩手県自家用自動車協会 花巻支部 花巻市 下小舟渡341-1 0198-23-3456

花巻市 石鳥谷総合支所 花巻市 石鳥谷町八幡4-161 0198-45-2111

花巻農業協同組合 石鳥谷支店 花巻市 石鳥谷町八幡4-160 0198-45-6331

花巻農業協同組合 石鳥谷東支店 花巻市 石鳥谷町新堀55-51-1 0198-45-3511

花巻市 東和総合支所 花巻市 東和町土沢8-60 0198-42-2111

花巻農業協同組合 東和町支店 花巻市 東和町土沢6-111 0198-42-3111

花巻市 大迫総合支所 花巻市 大迫町大迫2-51-4 0198-48-2111

花巻農業協同組合 大迫町支店 花巻市 大迫町大迫4-41 0198-48-3111

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●遠野市

遠野市役所 遠野市 新穀町1-11 0198-62-2111

遠野市 宮守総合支所 遠野市 宮守町下宮守29地割77番地 0198-67-2111

(一社)岩手県交通安全協会 遠野支部 遠野市 東穀町1-10 0198-62-2678

花巻農業協同組合 遠野支店 遠野市 松崎町白岩15-10-1 0198-62-2474

(株)岩手銀行 遠野支店 遠野市 中央通2-9 0198-62-2244

岩手県食品衛生協会 遠野支会 遠野市
六日町1-22 遠野地区合同庁舎
中部保健所遠野市駐在

0198-62-9935

(株)高田自動車学校 遠野ドライビングスクール 遠野市 青笹町糠前37-29-7 0198-63-2080

(一社)岩手県自家用自動車協会 遠野支部 遠野市 松崎町白岩15地割28-1 0198-62-3734

●北上市

北上市役所 北上市 芳町1-1 0197-64-2111 3115

花巻農業協同組合 北上支店 北上市 流通センター19-33 0197-71-1300

(株)岩手銀行 北上支店 北上市 本通2-4-9 0197-63-3111

佐藤興産（株）（北上自動車学校） 北上市 さくら通り4-3-5 0197-63-4562

岩手県食品衛生協会 北上支会 北上市 芳町2-8　北上地区合同庁舎内 0197-63-6231

(株)北清物産 北上市役所内売店 北上市 芳町1-1 北上市役所 地下１階 0197-63-7753

花北興産(有) 花北モータースクール 北上市 飯豊24-75-2 0197-68-2523

北上市 江釣子庁舎 北上市 上江釣子17-201-2 0197-64-2111 3115

(一社)岩手県交通安全協会 北上支部 北上市 上江釣子17-201-2 江釣子総合センター１Ｆ 0197-77-3771

花巻農業協同組合 江釣子支店 北上市 上江釣子17-210-1 0197-77-2511

(一社)岩手県自家用自動車協会 北上支部 北上市 上江釣子17-201-2 0197-77-3771

北上市 和賀庁舎 北上市 和賀町横川目11-160 0197-64-2111 3115

花巻農業協同組合 和賀町支店 北上市 和賀町藤根18-39-3 0197-73-5111

●西和賀町

西和賀町役場 湯田庁舎 西和賀町 川尻40地割40番地71 0197-82-3291

花巻農業協同組合 湯田支店 西和賀町 沢内字大野12-150 0197-85-3211

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●一関市

一関市役所 一関市 竹山町7-2 0191-21-2111

(一社)岩手県交通安全協会 一関支部 一関市 山目字三反田30 一関警察署内 0191-23-5264

(株)岩手銀行 一関支店 一関市 大町5-10 0191-23-3000

(有)一関自動車学校 一関市 真柴字川戸17-4 0191-23-5678

(有)一関第一自動車学校 一関市 真柴字中屋敷70-14 0191-26-5646

岩手県食品衛生協会 一関支会 一関市 竹山町7-5 合同庁舎 一関保健所内 0191-26-1518

一関市 花泉支所 一関市 花泉町涌津字一ノ町29 0191-82-2211

一関市 大東支所 一関市 大東町大原字川内41-2 0191-72-2111

一関市 大東支所摺沢出張所 一関市 大東町摺沢字街道下25-3 0191-75-2121

一関市 大東支所興田出張所 一関市 大東町鳥海字細田19-2 0191-74-2111

一関市 大東支所猿沢出張所 一関市 大東町猿沢字板倉57-1 0191-76-2222

一関市 大東支所渋民出張所 一関市 大東町曽慶字神蔭32-1 0191-75-2244

一関市 東山支所 一関市 東山町長坂字西本町105-1 0191-47-2111

一関市 室根支所 一関市 室根町折壁字八幡沖345 0191-64-2111

一関市 川崎支所 一関市 川崎町薄衣字諏訪前137 0191-43-2111

一関市 藤沢支所 一関市 藤沢町藤沢字町裏187 0191-63-2111

一関市 千厩支所 一関市 千厩町千厩字北方174 0191-53-2111

(一社)岩手県自家用自動車協会 東磐井支部 一関市 千厩町千厩字石堂10-1 0191-52-2343

(一社)岩手県交通安全協会 東磐井支部 一関市 千厩町千厩字石堂25-1　千厩警察署内 0191-51-0110

岩手県食品衛生協会 東磐支会 一関市
千厩町千厩字北方85-2
一関地区合同庁舎千厩分庁舎内

0191-51-3077

(株)岩手銀行 千厩支店 一関市 千厩町千厩字町170-1 0191-52-3111

(株)千厩自動車学校 一関市 千厩町千厩字中木六30 0191-52-2118

●平泉町

平泉町役場 平泉町 平泉字志羅山45-2 0191-46-2111

(株)国際自動車教習所 平泉町 平泉字宿21-3 0191-46-2134

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●大船渡市

大船渡市役所 大船渡市 盛町字宇津野沢15　 0192-27-3111

(一社)岩手県交通安全協会 大船渡支部 大船渡市
盛町字下館下5-1（販売窓口：盛町字下舘下14-2大船渡警察署
内）

0192-26-4027

大船渡市漁業協同組合 赤崎支所 大船渡市 赤崎町字蛸ノ浦68 0192-27-3131

大船渡市漁業協同組合 大船渡支所 大船渡市 大船渡町砂子前32-6 0192-25-1010

大船渡市漁業協同組合 末崎支所 大船渡市 末崎町字平林28-13 0192-29-3011

(株)岩手銀行 盛支店 大船渡市 盛町字町4-11 0192-26-3144

(株)岩手銀行 大船渡支店 大船渡市 大船渡町字茶屋前59-6 ヤチビル内 0192-26-2181

(株)大船渡自動車学校 大船渡市 立根町字田谷10 0192-27-6933

岩手県食品衛生協会 大船渡支会 大船渡市 猪川町字前田6-1 合同庁舎 大船渡保健所内 0192-27-2787

(一社)岩手県自家用自動車協会 大船渡支部 大船渡市 大船渡町字地ノ森62-10 0192-26-3874
気仙沼信用金庫 盛支店 大船渡市 盛町字内の目1-11 0192-27-4131

大船渡市 三陸支所 大船渡市 三陸町越喜来字所通26番地1 0192-27-3111

大船渡市 綾里地域振興出張所 大船渡市 三陸町綾里字平館75番地2 0192-42-2121

吉浜漁業協同組合 本所 大船渡市 三陸町吉浜字向野32-7 0192-45-2151

●陸前高田市

陸前高田市役所 陸前高田市 高田町字鳴石42番地5 0192-54-2111

広田湾漁業協同組合 本所 陸前高田市 広田町字泊102-4 0192-56-3111

広田湾漁業協同組合 気仙支所 陸前高田市 気仙町字湊38-3 0192-54-2131

(株)岩手銀行 高田支店 陸前高田市 竹駒町字滝の里4番地3 0192-54-3111

(株)高田自動車学校 陸前高田市 竹駒町字相川74-1 0192-55-3990

●住田町

住田町役場 住田町 世田米字川向88-1 0192-46-2111

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●釜石市

釜石市役所 釜石市 只越町3-9-13 0193-22-2111

（一社）岩手県交通安全協会 釜石支部 釜石市 中妻町3-3-1 0193-25-2500

花巻農業協同組合 釜石支店 釜石市 大渡町1-1-11 0193-22-2284

(株)岩手銀行 釜石支店 釜石市 鈴子町15-7 0193-22-3111

(株)岩手銀行 中妻支店 釜石市 中妻町3-9-23 0193-23-5601

岩手県食品衛生協会 釜石支会 釜石市 新町6-50 合同庁舎2階 0193-23-8311

(一社)岩手県自家用自動車協会 釜石支部 釜石市 千鳥町1-1-25 0193-25-1353

●大槌町

大槌町役場 大槌町 上町1-3 0193-42-2111

花巻農業協同組合 大槌支店 大槌町 大槌16-28 0193-42-4170

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●宮古市

宮古市役所 宮古市 宮町1-1-30 0193-62-2111

宮古市 田老総合事務所 宮古市 田老字館が森129-2 0193-87-2111

宮古市 新里総合事務所 宮古市 茂市第2地割112-1 0193-72-2111

宮古市 崎山出張所 宮古市 崎山1-16-1 0193-62-6036

宮古市 津軽石出張所 宮古市 津軽石4-40-6 0193-67-2111

宮古市 重茂出張所 宮古市 重茂1-61-1 0193-68-2111

宮古市 花輪出張所 宮古市 花輪9-11-1 0193-69-2111

宮古市 川井総合事務所 宮古市 川井2-186-1 0193-76-2111

宮古市 小国出張所 宮古市 小国20-32-3 0193-78-2111

宮古市 門馬出張所 宮古市 区界3-32-20 0193-77-2111

宮古市 川内出張所 宮古市 川内5-7-3 0193-75-2111

(一社)岩手県交通安全協会 宮古支部 宮古市 松山第6地割4-2 宮古警察署内 0193-64-0110

新岩手農業協同組合 宮古支所 宮古市 宮町1-3-5 0193-64-1802

(株)岩手銀行 宮古中央支店 宮古市 末広町7-20 0193-62-3401

(株)宮古ドライビングスクール 宮古市 田鎖12-25 0193-69-2131

重茂漁業協同組合 宮古市 重茂1-37-1 0193-68-2211

田老町漁業協同組合 宮古市 田老三丁目2-1 0193-87-2171

岩手県食品衛生協会 宮古支会 宮古市 大通4- 3-3 0193-62-7714

(一社)岩手県自家用自動車協会 宮古支部 宮古市 小山田4丁目5-46 0193-62-2735

（株）魚菜サービス 宮古市 五月町１番1号 0193-62-1521

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●山田町

山田町役場 山田町 八幡町3-20 0193-82-3111 124

山田町 船越支所 山田町 船越6-52-8 0193-84-3232

山田町 豊間根支所 山田町 豊間根3-177-4 0193-86-2111

新岩手農業協同組合 山田支所 山田町 中央町8-25 0193-82-4355

●岩泉町

岩泉町役場 岩泉町 岩泉字惣畑59-5 0194-22-2111 204

岩泉町 小川支所 岩泉町 門字町66-1 0194-25-4111

岩泉町 小本支所 岩泉町 小本字南中野239-1 0194-28-2111

岩泉町 大川支所 岩泉町 大川字下町117-4 0194-26-2111

岩泉町 安家支所 岩泉町 安家字日蔭50-3 0194-24-2111

(一社)岩手県交通安全協会 下閉伊郡北支部 岩泉町 岩泉字太田19 0194-22-4446

(株)岩手銀行 岩泉支店 岩泉町 岩泉字太田35 0194-22-2381

岩手県食品衛生協会 岩泉支会 岩泉町 岩泉字松橋24-3 合同庁舎3階 080-1816-1869

岩泉商工会 岩泉町 岩泉字中野40-42 0194-22-3245

(一社)岩手県自家用自動車協会 下北支部 岩泉町 岩泉字太田19 0194-22-4446

●田野畑村

田野畑村役場 田野畑村 田野畑143-1 0194-34-2111 33

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●久慈市

久慈市役所 本庁舎 久慈市 川崎町1-1 0194-52-2111

(一社)岩手県交通安全協会 久慈支部 久慈市 川崎町16-1 県北自動車運転免許センター内 0194-61-3060

(株)岩手銀行 久慈中央支店 久慈市 川崎町10-10 0194-53-5211

(株)久慈自動車学校 久慈市 大川目町2-9-4 0194-55-2221

（一社）久慈広域食肉処理場 久慈市 宇部町1-59-7 0194-56-2301

岩手県食品衛生協会 久慈支会 久慈市 八日町1-1 久慈合同庁舎 久慈保健所内 0194-53-4987 248

(一社)岩手県自家用自動車協会 久慈支部 久慈市 川崎町16-1 0194-53-3358

久慈市 山形総合支所 久慈市 山形町川井8-30-1 0194-72-2111

●洋野町

洋野町 種市庁舎 洋野町 種市23-27 0194-65-2111

洋野町 大野庁舎 洋野町 大野8-47-2 0194-77-2111

種市南漁業協同組合 本所 洋野町 種市3-85-1 0194-67-3322

種市南漁業協同組合 有家出張所 洋野町 有家5-51-1 －

●普代村

普代村役場 普代村 9-13-2 0194-35-2111

普代村漁業協同組合 普代村 9字銅屋31-4 0194-35-3111

●野田村

野田村役場 野田村 大字野田20-14 0194-78-2111

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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令和２年４月13日現在　  

販　売　所　名　称 市町村 販　売　所　住　所 電話番号 （内線）

岩手県収入証紙販売所一覧

●二戸市

二戸市役所 二戸市 福岡字川又47 0195-23-3111

二戸市 浄法寺総合支所 二戸市 浄法寺町下前田37-4 0195-38-2211

二戸市 金田一出張所 二戸市 金田一字馬場80 0195-27-2111

(一社)岩手県交通安全協会 二戸支部 二戸市 堀野字大川原毛142-2 0195-23-3704

(一社)岩手県交通安全協会 二戸支部 二戸市
金田一字上田面302-6 二戸警察署交通課内
(一社）岩手県交通安全協会二戸支部窓口

0195-23-3704

(株)岩手銀行 二戸支店 二戸市 福岡字上町14-1 0195-23-2125

(有)岩手県北自動車学校 二戸市 堀野字大川原毛110-1 0195-23-2105

岩手県食品衛生協会 二戸支会 二戸市 石切所字荷渡6-3 合同庁舎 二戸保健所内 0195-23-2151

（一社）岩手県自家用自動車協会 二戸支部 二戸市 堀野字大川原毛52-1 0195-23-3055

●一戸町

一戸町役場 一戸町 高善寺字大川鉢24-9 0195-33-2111

一戸町 奥中山支所 一戸町 中山字大塚82-2 0195-35-2111

一戸町 小鳥谷支所 一戸町 小鳥谷字中屋敷上12-4 0195-34-2111

●軽米町
軽米町役場 軽米町 大字軽米10-85　 0195-46-2111
軽米町 晴山出張所 軽米町 大字晴山20-6-2 0195-47-2111

軽米町 小軽米出張所 軽米町 大字小軽米12-63-1 0195-45-2111

●九戸村

九戸村役場 九戸村 大字伊保内10-11-6 0195-42-2111

販売所によって証紙の販売時間が異なりますので、お手数をおかけしますが、購入前に電話で確認をお願いします。 
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