
令和3年5月24日

担当部局名 担当課名 電話番号 備考（都道府県等ホームページ等）

下記以外の北海道内 北海道環境生活部環境局 循環型社会推進課 011-231-4111

札幌市 札幌市環境局環境都市推進部 環境対策課 011-211-2882

函館市 函館市環境部 環境対策課 0138-51-3348

旭川市 旭川市環境部 環境指導課 0166-25-6369

下記以外の青森県内 青森県環境生活部 環境保全課 017-734-9242
公害関係届出について（クリックすると
HPにアクセスします。）

青森市 青森市環境部 環境政策課 017-718-0293

八戸市 八戸市環境部 環境保全課 0178-43-9107

下記以外の岩手県内 岩手県環境生活部 環境保全課 019-629-5383

盛岡市 盛岡市環境部 環境企画課 019-613-8419

下記以外の宮城県内 宮城県環境生活部 環境対策課 022-211-2666

仙台市 仙台市環境局 環境対策課 022-214-8223

下記以外の秋田県内 秋田県生活環境部 環境管理課 018-860-1603
各地域振興局問い合わせ先（クリックす
るとHPにアクセスします。）

秋田市 秋田市環境部 環境保全課 018-888-5711

下記以外の山形県内 山形県環境エネルギー部 水大気環境課 023-630-2338

山形市 山形市環境部 環境課 023-641-1212

下記以外の福島県内 福島県生活環境部 水・大気環境課 024-521-7258
水質汚濁防止法の届出窓口について
（クリックするとHPにアクセスします。）

福島市 福島市環境部 環境課 024-573-2557 環境保全係

郡山市 郡山市環境部 環境保全センター 024-923-3400

いわき市 いわき市生活環境部 環境監視センター 0246-54-1585

下記以外の茨城県内 茨城県県民生活環境部 環境対策課 029-301-2966

水戸市 水戸市生活環境部 環境保全課 029-232-9154

つくば市 つくば市生活環境部 環境保全課 029-883-1111

下記以外の栃木県内 栃木県環境森林部 環境保全課 028-623-3189

宇都宮市 宇都宮市環境部 環境保全課 028-632-2407

下記以外の群馬県内 群馬県環境森林部 環境保全課 027-226-2835

前橋市 前橋市環境部 環境森林課 027-898-6294

高崎市 高崎市環境部 環境政策課 027-321-1251

伊勢崎市 伊勢崎市環境部　 環境保全課 0270-27-2733

太田市 太田市産業環境部 環境政策課 0276-47-1893

下記以外の埼玉県内 埼玉県環境部 水環境課 048-830-3084
水質汚濁防止法に係る届出先（クリック
するとHPにアクセスします。）

さいたま市 さいたま市環境局環境共生部 環境対策課 048-829-1331

川越市 川越市環境部 環境対策課 049-224-5894

熊谷市 熊谷市環境部 環境政策課 048-536-1548

川口市 川口市環境部 環境保全課 048-228-5389

所沢市 所沢市環境クリーン部 環境対策課 04-2998-9230

春日部市 春日部市環境経済部 環境政策課 048-736-1111

草加市 草加市市民生活部 環境課 048-922-1520

越谷市 越谷市環境経済部 環境政策課 048-963-9186

下記以外の千葉県内 千葉県環境生活部 水質保全課 043-223-3871
県内届出先一覧（クリックするとHPにア
クセスします。）

千葉市 千葉市環境局環境保全部 環境規制課 043-245-5196

市川市 市川市環境部 生活環境保全課 047-334-1111

船橋市 船橋市環境部 環境保全課 047-436-2455

松戸市 松戸市環境部 環境保全課 047-366-7337

柏市 柏市環境部 環境政策課 04-7167-1695

市原市 市原市環境部 環境管理課 0436-23-9867

下記以外の東京都内 東京都環境局自然環境部 水環境課 03-5321-1111
地下水汚染の未然防止対策(クリックす
るとHPにアクセスします)

八王子市 八王子市環境部 環境保全課 042-620-7255
水質汚濁防止法（クリックするとHPにア
クセスします。）

町田市 町田市環境資源部 環境保全課 042-724-2711

下記以外の神奈川県内 神奈川県環境農政局環境部 大気水質課 045-210-4123
水質汚濁防止法に係る届出・申請窓口
（クリックするとHPにアクセスします。）

横浜市 横浜市環境創造局環境保全部 水・土壌環境課 045-671-2489

川崎市 川崎市環境局環境対策部 環境保全課 044-200-2534

相模原市 相模原市環境共生部 環境保全課 042-754-1111

横須賀市 横須賀市環境政策部 環境管理課 046-822-8329

平塚市 平塚市環境部 環境保全課 0463-23-1111

藤沢市 藤沢市環境部 環境保全課 0466-25-1111

小田原市 小田原市環境部 環境保護課 0465-33-1483

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市環境部 環境保全課 0467-82-1111

厚木市 厚木市環境農政部 生活環境課 046-225-2752

大和市 大和市環境施設農政部 生活環境保全課 046-263-1111
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https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/kougai-todokede.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/kougai-todokede.html
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1401931191477/index.html
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1401931191477/index.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/todokedemadoguti.html#
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/todokedemadoguti.html#
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/jimusyokankatuzu.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/jimusyokankatuzu.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/haisui/koujou/noudo/beppyou2.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/haisui/koujou/noudo/beppyou2.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/pollution/regulation/chikasuiosentaisaku.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/pollution/regulation/chikasuiosentaisaku.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/002/004/002/p006645.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/002/004/002/p006645.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/todokede/madokuti.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/todokede/madokuti.html
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下記以外の新潟県内 新潟県県民生活・環境部 環境対策課 025-280-5154

新潟市 新潟市環境部 環境対策課 025-226-1371

長岡市 長岡市環境部 環境政策課 0258-24-0528

上越市 上越市自治・市民環境部 環境保全課 025-526-3496

下記以外の富山県内 富山県生活環境文化部 環境保全課 076-444-3146

富山市 富山市環境部 環境保全課 076-443-2086

下記以外の石川県内 石川県生活環境部 環境政策課 076-225-1491

金沢市 金沢市環境局 環境政策課 076-220-2508

下記以外の福井県内 福井県安全環境部 環境政策課 0776-20-0303

福井市 福井市市民生活部 環境廃棄物対策課 0776-20-5398

下記以外の山梨県内 山梨県環境・エネルギー部 大気水質保全課 055-223-1511

甲府市 甲府市環境部 環境保全課 055-241-4312

下記以外の長野県内 長野県環境部 水大気環境課 026-235-7162
地域振興局（クリックするとHPにアクセス
します。）

長野市 長野市環境部 環境保全温暖化対策課026-224-8034

松本市 松本市環境エネルギー部 環境保全課 0263-34-3267

下記以外の岐阜県内 岐阜県環境生活部 環境管理課 058-272-1111

岐阜市 岐阜市環境部 環境保全課 058-214-2153

下記以外の静岡県内 静岡県くらし・環境部環境局 生活環境課 054-221-2258

静岡市 静岡市環境局 環境保全課 054-221-1359

浜松市 浜松市環境部 環境保全課 053-453-6144
浜松市HP(クリックするとHPにアクセスし
ます)

沼津市 沼津市生活環境部 環境政策課 055-934-4740

富士市 富士市環境部 環境保全課 0545-55-2776

下記以外の愛知県内 愛知県環境局環境政策部 水大気環境課 052-954-6222

名古屋市 名古屋市環境局 地域環境対策課 052-961-1111

豊橋市 豊橋市環境部 環境保全課 0532-51-2390

岡崎市 岡崎市環境部 環境保全課 0564-23-6194

一宮市 一宮市環境部 環境保全課 0586-45-7185

春日井市 春日井市環境部 環境保全課 0568-85-6217

豊田市 豊田市環境部 環境保全課 0565-34-6628

下記以外の三重県内 三重県環境生活部 大気・水環境課 059-224-2382

四日市市 四日市市環境部 環境保全課 059-354-8189

下記以外の滋賀県内 滋賀県琵琶湖環境部 環境政策課 077-528-3357

大津市 大津市環境部 環境政策課 077-528-2735

下記以外の京都府内 京都府府民環境部 環境管理課 075-414-4709

京都市 京都市環境政策局環境企画部 環境指導課 075-222-3955

下記以外の大阪府内 大阪府環境農林水産部 事業所指導課 06-6210-9585
申請・届出に関する相談窓口（クリックす
るとHPにアクセスします。）

大阪市建設局下水道部 施設管理課 06-6615-7525 水質汚濁防止法の届出に関する相談窓口

大阪市環境局環境管理部 環境管理課 06-6615-7984 地下水質等に関する相談窓口

堺市 堺市環境局環境保全部 環境対策課 072-228-7474

岸和田市 岸和田市市民環境部 環境保全課 072-423-9462

豊中市 豊中市環境部 環境政策課 06-6858-2105

吹田市 吹田市環境部 環境保全指導課 06-6384-1850

高槻市 高槻市市民生活環境部 環境政策課 072-674-7486

枚方市 環境部 環境指導課 072-841-1221

茨木市 茨木市産業環境部 環境政策課 072-620-1644

八尾市 八尾市環境部 環境保全課 072-994-3760

寝屋川市 寝屋川市環境部 環境保全課 072-824-1021

東大阪市 東大阪市環境部 公害対策課 06-4309-3000

下記以外の兵庫県内 兵庫県農政環境部環境管理局 水大気課 078-341-7711

神戸市 神戸市環境局環境保全部 環境保全指導課 078-595-6226

姫路市 姫路市環境局 環境政策室 079-221-2467

尼崎市 尼崎市経済環境局環境部 環境保全課 06-6489-6305

明石市 明石市市民生活局環境室 環境保全課 078-918-5030

西宮市 西宮市環境局環境総括室 環境保全課 0798-35-3823

加古川市 加古川市環境部 環境政策課 079-427-9200

宝塚市 宝塚市環境部環境室 環境政策課 0797-71-1141

下記以外の奈良県内 奈良県水循環・森林・景観環境部 水資源政策課 0742-27-8737
水質汚濁防止法問い合わせ先（県景観・
環境総合センター）（クリックするとHPに
アクセスします。）

奈良市 奈良市健康医療部保健所 保健・環境検査課 0742-93-8477

下記以外の和歌山県内 和歌山県環境生活部 環境管理課 073-441-2683

和歌山市 和歌山市環境部 環境政策課 073-435-1114
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http://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/soshiki/soshiki/genchi.html#chiho
http://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/soshiki/soshiki/genchi.html#chiho
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyo/hozen/index.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyo/hozen/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/mizu/sui-teisyutsu.html#
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/mizu/sui-teisyutsu.html#
http://www.eco.pref.nara.jp/yokoso_ekonara/hozensenta.html
http://www.eco.pref.nara.jp/yokoso_ekonara/hozensenta.html
http://www.eco.pref.nara.jp/yokoso_ekonara/hozensenta.html
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下記以外の鳥取県内 鳥取県生活環境部くらしの安心局 水環境保全課 0857-26-7197

鳥取市及び鳥取県東部域 鳥取市市民生活部環境局 生活環境課 0857-30-8084

下記以外の島根県内 島根県環境生活部 環境政策課 0852-22-6444

松江市 松江市環境保全部 環境保全課 0852-55-5274

下記以外の岡山県内 岡山県環境文化部 環境管理課 086-226-7301

備前県民局環境課（086-233-9806）、
備中県民局環境課（086-434-7066）、
美作県民局環境課（0868-23-1227）、
新見市：生活環境課（0867-72-6124）

岡山市 岡山市環境局環境部 環境保全課 086-803-1281

倉敷市 倉敷市環境リサイクル局環境政策部 環境政策課 086-426-3391

下記以外の広島県内 広島県環境県民局 環境保全課 082-513-2918
公害防止に関する申請・届出窓口一覧
（クリックするとHPにアクセスします。）

広島市 広島市環境局 環境保全課 082-504-2188

呉市 呉市環境部 環境試験センター 0823-25-3551

福山市 福山市環境部 環境保全課 084-928-1072

下記以外の山口県内 山口県環境生活部 環境政策課 083-933-3038

下関市 下関市環境部 環境政策課 083-251-7151

下記以外の徳島県内 徳島県危機管理環境部 環境管理課 088-621-2332

徳島市 徳島市環境部 環境保全課 088-621-5213

下記以外の香川県内 香川県環境森林部 環境管理課 087-832-3218

高松市 高松市環境局 環境指導課 087-834-5755

下記以外の愛媛県内 愛媛県県民環境部環境局 環境政策課 089-941-2111

松山市 松山市環境部 環境指導課 089-948-6441

下記以外の高知県内 高知県林業振興・環境部 環境対策課 088-821-4524

高知市 高知市環境部 環境保全課 088-823-9471

下記以外の福岡県内 福岡県環境部 環境保全課 092-651-3359

北九州市 北九州市環境局環境監視部 環境監視課 093-582-2290

福岡市 福岡市環境局環境監理部 環境保全課 092-733-5386

久留米市 久留米市環境部 環境保全課 0942-30-9043

下記以外の佐賀県内 佐賀県県民環境部 環境課 0952-25-7774

佐賀市 佐賀市環境部 環境保全課 0952-30-2436

下記以外の長崎県内 長崎県県民生活環境部 地域環境課 095-895-2356

長崎市 長崎市環境部 環境政策課 095-822-8888

佐世保市 佐世保市環境部 環境保全課 0956-24-1111

下記以外の熊本県内 熊本県環境生活部環境局 環境保全課 096-333-2271
熊本県HP(クリックするとHPにアクセスし
ます)

熊本市 熊本市環境局環境推進部 水保全課 096-328-2436

下記以外の大分県内 大分県生活環境部 環境保全課 097-506-3117

大分市 大分市環境部 環境対策課 097-537-5753

下記以外の宮崎県内 宮崎県環境森林部 環境管理課 0985-26-7085

宮崎市 宮崎市環境部 環境指導課 0985-21-1763

下記以外の鹿児島県内 鹿児島県環境林務部 環境保全課 099-286-2629

鹿児島市 鹿児島市環境部 環境保全課 099-216-1297

下記以外の沖縄県内 沖縄県環境部 環境保全課 098-866-2236

那覇市 那覇市環境部 環境保全課 098-951-3229

徳島県

香川県

愛媛県

山口県

岡山県

広島県

鳥取県

島根県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

沖縄県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/b-b8-shinsei-madoguchi-kougaiboushi.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/b-b8-shinsei-madoguchi-kougaiboushi.html
https://www.pref.kumamoto.jp/
https://www.pref.kumamoto.jp/

