
①都道府県 ②所管区域
③事前調査結果の報告、

　特定粉じん排出等作業の届出先自治体
④連絡先 備考

茨城県

・事前調査結果の報告について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県民生活環境部　環境対策課（県央地

域）

〒310-8555　茨城県水戸市笠原町978番6

電話：029-301-2961

FAX：029-301-2997

茨城県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県民生活環境部　環境政策課　県央環境

保全室

〒310-8555　茨城県水戸市笠原町978番6

電話：029-301-3044

FAX：029-301-3049

茨城県

・事前調査結果の報告について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県民生活環境部　環境対策課（県北地

域）

〒310-8555　茨城県水戸市笠原町978番6

電話：029-301-2961

FAX：029-301-2997

茨城県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県北県民センター　環境・保安課

〒313-0013　茨城県常陸太田市山下町4119

電話：0294-80-3355

FAX：0294-80-3357

茨城県 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

・事前調査結果の報告について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県民生活環境部　環境対策課（鹿行地

域）

〒310-8555　茨城県水戸市笠原町978番6

電話：029-301-2961

FAX：029-301-2997

茨城県 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　鹿行県民センター　環境・保安課

〒311-1593　茨城県鉾田市鉾田1367-3

電話：0291-33-6056

FAX：0291-33-5638

茨城県

・事前調査結果の報告について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県民生活環境部　環境対策課（県南地

域）

〒310-8555　茨城県水戸市笠原町978番6

電話：029-301-2961

FAX：029-301-2997

茨城県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県南県民センター　環境・保安課

〒300-0051　茨城県土浦市真鍋5-17-26

電話：029-822-7048

FAX：029-822-9040

茨城県

・事前調査結果の報告について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県民生活環境部　環境対策課（県西地

域）

〒310-8555　茨城県水戸市笠原町978番6

電話：029-301-2961

FAX：029-301-2997

茨城県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】茨城県

【窓口】茨城県　県西県民センター　環境・保安課

〒308-8510　茨城県筑西市二木成615

電話：0296-24-9134

FAX：0296-24-7813

茨城県 古河市
【自治体】古河市

【窓口】古河市　市民部　環境課

〒306-0198　茨城県古河市仁連2065

電話：0280-76-1511

FAX：0280-76-1663

茨城県 笠間市
【自治体】笠間市

【窓口】笠間市　市民生活部　環境政策課

〒309-1792　茨城県笠間市中央3-2-1

電話：0296-77-1101

FAX：0296-77-1146

茨城県 ひたちなか市
【自治体】ひたちなか市

【窓口】ひたちなか市　経済環境部　環境政策課

〒312-8501　茨城県ひたちなか市東石川2-10-1

電話：029-273-0111

FAX：029-272-2435

茨城県 筑西市
【自治体】筑西市

【窓口】筑西市　市民環境部　環境課

〒308-8616　茨城県筑西市丙360

電話：0296-24-2130

FAX：0296-24-2274

茨城県 水戸市
【自治体】水戸市

【窓口】水戸市　生活環境部　環境保全課

〒311-8610　水戸市中央1-4-1

電話：029-232-9154

FAX：029-232-9236

メールアドレス：environmental@city.mito.lg.jp

栃木県

・事前調査結果の報告について

【自治体】栃木県

【窓口】栃木県　県西環境森林事務所　環境部　環境対策

課

〒321-1263　日光市瀬川51-9

電話：0288-23-1000

栃木県

・鹿沼市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】鹿沼市環境課

〒322-0045　鹿沼市上殿町695-7

電話：0289-65-1064

栃木県

・日光市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】日光市環境生活課

〒321-1272　日光市今市本町1

電話：0288－21－5152

【制度等に関するお問い合わせは以下連絡先までお

願いします。】

栃木県　県西環境森林事務所　環境部環境対策

課

〒321-1263日光市瀬川51-9

電話：0288-23-1000

那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、

城里町、東海村

桜川市、下妻市、常総市、結城市、

坂東市、境町、八千代町、五霞町

常陸大宮市、常陸太田市、日立市、

高萩市、北茨城市、大子町

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、

牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、

かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、

阿見町、河内町、利根町

鹿沼市、日光市



栃木県

・事前調査結果の報告について

【自治体】栃木県

【窓口】栃木県　県東環境森林事務所　環境部　環境対策

課

〒321-4305　真岡市荒町116-1

電話：0285-81-9002

栃木県

・真岡市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】真岡市環境課

〒321-4305　真岡市荒町5191

電話：0285－83－8127

栃木県

・上三川町内における特定粉じん排出等作業の届出につい

て

【自治体】栃木県

【窓口】上三川町地域生活課

〒329-0618　上三川町しらさぎ1-1

電話：0285－56－9131

栃木県

・益子町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】益子町環境課

〒321-4217　益子町益子2030

電話：0285－72－8101

栃木県

・茂木町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】茂木町住民課

〒321-3531　茂木町茂木155

電話：0285－63－5628

栃木県

・市貝町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】市貝町町民くらし課

〒321-3423　市貝町市塙1280

電話：0285－68－1114

栃木県

・芳賀町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】芳賀町環境対策課

〒321-3304　芳賀町祖母井1020

電話：028－677－6041

栃木県

・事前調査結果の報告について

【自治体】栃木県

【窓口】栃木県　県北環境森林事務所　環境部　環境対策

課

〒324-0056　大田原市中央1-9-9

電話：0287-22-2277

栃木県

・大田原市内における特定粉じん排出等作業の届出につい

て

【自治体】栃木県

【窓口】大田原市生活環境課

〒324-0041　大田原市本町1-4-1

電話：0287－23－8706

栃木県

・矢板市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】矢板市生活環境課

〒329-2164　矢板市本町5-4

電話：0287－43－6755

栃木県

・那須塩原市内における特定粉じん排出等作業の届出につ

いて

【自治体】栃木県

【窓口】那須塩原市環境課

〒325-0027　那須塩原市共墾社108-2

電話：0287-62-7141

栃木県

・さくら市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】さくら市生活環境課

〒329-1311　さくら市氏家2771

電話：028－681－1126

栃木県

・那須烏山市内における特定粉じん排出等作業の届出につ

いて

【自治体】栃木県

【窓口】那須烏山市まちづくり課

〒321-0621　那須烏山市中央1-1-1

電話：0287－83－1120

栃木県

・塩谷町内内における特定粉じん排出等作業の届出につい

て

【自治体】栃木県

【窓口】塩谷町住民課

〒329-2221　塩谷町玉生741

電話：0287－45－1118

栃木県

高根沢町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】高根沢町環境課

〒329-1225　高根沢町石末2053

電話：028-675-8109

栃木県

・那須町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】那須町環境課

〒329-3222　那須町寺子丙3-13

電話：0287-72-6916

栃木県

・那珂川町内における特定粉じん排出等作業の届出につい

て

【自治体】栃木県

【窓口】那珂川町生活環境課

〒324-0613 那珂川町馬頭555

電話：0287－92－1110

栃木県

・事前調査結果の報告について

【自治体】栃木県

【窓口】栃木県　県南環境森林事務所　環境部　環境対策

課

〒327-8503　佐野市堀米町607

電話：0283-23-4445

栃木県

・足利市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】足利市環境政策課

〒326-0808　足利市本城3丁目2145

電話：0284-20-2152

栃木県

・佐野市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】佐野市環境政策課

〒327-8501　佐野市町谷町205-13

電話：0283-20-3013

【制度等に関するお問い合わせは以下連絡先までお

願いします。】

名称：栃木県　県東環境森林事務所　環境部環

境対策課

〒321-4305真岡市荒町116-1

電話：0285-81-9002

【制度等に関するお問い合わせは以下連絡先までお

願いします。】

名称：栃木県　県北環境森林事務所　環境部環

境対策課

〒324-0056大田原市中央1-9-9

電話：0287-22-2277

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、

那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、

那珂川町

【制度等に関するお問い合わせは以下連絡先までお

願いします。】

名称：栃木県　県南環境森林事務所　環境部環

境対策課

〒327-8503佐野市堀米町607

電話：0283-23-4445

足利市、佐野市

真岡市、上三川町、益子町、茂木町、

市貝町、芳賀町



栃木県

・事前調査結果の報告について

【自治体】栃木県

【窓口】栃木県　小山環境管理事務所　環境対策課

〒323-0811　小山市犬塚3-1-1

電話：0285-22-4309

栃木県

・栃木市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】栃木市環境課

〒328-8686　栃木市万町9-25

電話：0282-21-2422

栃木県

・小山市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】小山市環境課

〒323-0023　小山市中央町1-1-1

電話：0285-22-9285

栃木県

・下野市内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】下野市環境課

〒329-0402　下野市笹原26

電話：0285-32-8898

栃木県

・壬生町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】壬生町生活環境課

〒321-0227壬生町通町12－22

電話：0282-81-1834

栃木県

野木町内における特定粉じん排出等作業の届出について

【自治体】栃木県

【窓口】野木町生活環境課

〒329-0111　野木町丸林571

電話：0280-57-4131

栃木県 宇都宮市
【自治体】宇都宮市

【窓口】宇都宮市　環境部　環境保全課

〒320-8540　栃木県宇都宮市旭１丁目1-5

電話：028-632-2407

FAX：028-632-5279

メールアドレス：u0711@city.utsunomiya.lg.jp

群馬県

・事前調査結果の報告について

【自治体】群馬県

【窓口】群馬県　環境森林部　環境保全課

〒371-8570　群馬県前橋市大手町1－1－1

電話：027-226-2837

FAX：027-243-7704

メールアドレス：taiki@pref.gunma.lg.jp

群馬県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】群馬県

【窓口】中部事務所

〒371-0051　群馬県前橋市上細井町2142－1

電話：027-219-2020

群馬県

・事前調査結果の報告について

【自治体】群馬県

【窓口】群馬県　環境森林部　環境保全課

〒371-8570　群馬県前橋市大手町1－1－1

電話：027-226-2837

FAX：027-243-7704

メールアドレス：taiki@pref.gunma.lg.jp

群馬県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】群馬県

【窓口】西部環境森林事務所

〒370-0805　群馬県高崎市台町4－3

電話：027-323-4021

群馬県

・事前調査結果の報告について

【自治体】群馬県

【窓口】群馬県　環境森林部　環境保全課

〒371-8570　群馬県前橋市大手町1－1－1

電話：027-226-2837

FAX：027-243-7704

メールアドレス：taiki@pref.gunma.lg.jp

群馬県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】群馬県

【窓口】吾妻環境森林事務所

〒377-0424　群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664

電話：0279-75-4611

群馬県

・事前調査結果の報告について

【自治体】群馬県

【窓口】群馬県　環境森林部　環境保全課

〒371-8570　群馬県前橋市大手町1－1－1

電話：027-226-2837

FAX：027-243-7704

メールアドレス：taiki@pref.gunma.lg.jp

群馬県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】群馬県

【窓口】利根沼田環境森林事務所

〒378-0031　群馬県沼田市薄根町4412

電話：0278-22-4481

群馬県

・事前調査結果の報告について

【自治体】群馬県

【窓口】群馬県　環境森林部　環境保全課

〒371-8570　群馬県前橋市大手町1－1－1

電話：027-226-2837

FAX：027-243-7704

メールアドレス：taiki@pref.gunma.lg.jp

群馬県

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】群馬県

【窓口】東部環境事務所

〒373-0033　群馬県太田市西本町60－27

電話：0276-31-2517

群馬県 前橋市
【自治体】前橋市

【窓口】前橋市　環境部　環境森林課

〒371-8601　群馬県前橋市大手町二丁目12-1

電話：027-898-6294

FAX：027-223-8524

メールアドレス：kankyou@city.maebashi.gunma.jp

群馬県 高崎市
【自治体】高崎市

【窓口】高崎市　環境部　環境政策課

〒370-8501　群馬県高崎市高松町35番地1

電話：027-321-1251

FAX：027-321-1161

メールアドレス：kankyou@city.takasaki.gunma.jp

埼玉県
鴻巣市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、

伊奈町

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　中央環境管理事務所

〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－6ー５　埼玉県浦和

合同庁舎3階

電話：048-822-5199

栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町

【制度等に関するお問い合わせは以下連絡先までお

願いします。】

名称：栃木県　小山環境管理事務所　環境対策

課

〒323-0811小山市犬塚3-1-1

電話：0285-22-4309

伊勢崎市、渋川市、榛東村、吉岡町、

玉村町

藤岡市、富岡市、安中市、上野村、

神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、

高山村、東吾妻町

沼田市、片品村、川場村、昭和村、

みなかみ町

桐生市、太田市、館林市、みどり市、

板倉町、明和町、千代田町、大泉町、

邑楽町



埼玉県

飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、

志木市、和光市、新座市、富士見市、

日高市、ふじみ野市、三芳町

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　西部環境管理事務所

〒350-1124　埼玉県川越市新宿町１ー１７ー１７　ウェスタ川越　公

共施設棟４階

電話：049-244-1250

埼玉県

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、

吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、

毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、

東秩父村

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　東松山環境管理事務所

〒355-0024　埼玉県東松山市六軒町5ー1　埼玉県東松山地方庁舎

2階

電話：0493-23-4050

埼玉県
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、

小鹿野町

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　秩父環境管理事務所

〒368-0042　埼玉県秩父市東町2９－20　埼玉県秩父地方庁舎2階

電話：0494-23-1511

埼玉県
深谷市、本庄市、美里町、上里町、

神川町、寄居町

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　北部環境管理事務所

〒360-0031　埼玉県熊谷市末広３ー9ー1　埼玉県熊谷地方庁舎3階

電話：048-523-2800

埼玉県 潮市、三郷市、吉川市、松伏町
【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　越谷環境管理事務所

〒343-0813　埼玉県越谷市越ヶ谷４－２ー82　埼玉県越谷合同庁

舎

電話：048-966-2311

埼玉県
行田市、加須市、羽生市、蓮田市、

幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　東部環境管理事務所

〒345-0025　埼玉県北葛飾郡杉戸町清地５ー4ー10

電話：0480-34-4011

埼玉県 さいたま市
【自治体】さいたま市

【窓口】さいたま市　環境局　環境共生部　環境対策課

〒330-9588　埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4

電話：048-829-1330

FAX：048-829-1991

埼玉県 川越市
【自治体】川越市

【窓口】川越市　環境部　環境対策課

〒350-8601　埼玉県川越市元町１－３－１

電話：049-224-5894

FAX：049-225-9800

埼玉県 川口市
【自治体】川口市

【窓口】川口市　環境部　環境保全課

〒332-0001　埼玉県川口市朝日4-21-33

電話：048-228-5389

FAX：048-228-5311

メールアドレス：090.05020@city.kawaguchi.saitama.jp

埼玉県 越谷市
【自治体】越谷市

【窓口】越谷市　環境経済部　環境政策課

〒343-8501　埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

電話：048-963-9186

FAX：048-963-9175

メールアドレス：kankyo@city.koshigaya.lg.jp

埼玉県 所沢市
【自治体】所沢市

【窓口】所沢市　環境クリーン部　環境対策課

〒359-8501　埼玉県所沢市並木一丁目１番地の１

電話：04-2998-9230

FAX：04-2998-9195

メールアドレス：a9230@city.tokorozawa.lg.jp

埼玉県 春日部市
【自治体】春日部市

【窓口】春日部市　環境経済部　環境政策課

郵送先：〒344-8577 春日部市中央６－２

窓口住所：春日部市中央６－６－11（第三別館１階）

電話：048-736-1111

埼玉県 草加市
【自治体】草加市

【窓口】草加市　市民生活部　環境課

〒340-8550　草加市高砂１－１－１

電話：048-922-1520

・事前調査結果の報告について

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　中央環境管理事務所

〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－6ー５　埼玉県浦和

合同庁舎3階

電話：048-822-5199

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】上尾市

【窓口】上尾市　環境経済部生活環境課

〒362-8501　上尾市本町３－１－１

電話：048-775-5111

・事前調査結果の報告について

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　北部環境管理事務所

〒360-0031　埼玉県熊谷市末広３ー9ー1　埼玉県熊谷地方庁舎3階

電話：048-523-2800

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】埼玉県

【窓口】熊谷市環境部環境政策課

〒360-0192　熊谷市江南中央１－１

電話：048-536-1521

・事前調査結果の報告について

【自治体】埼玉県

【窓口】埼玉県　環境部　東部環境管理事務所

〒345-0025　埼玉県北葛飾郡杉戸町清地５ー4ー10

電話：0480-34-4011

・特定粉じん排出等作業の届出、その他制度全般について

【自治体】埼玉県

【窓口】久喜市環境経済部環境課

〒346-0192　久喜市菖蒲町新堀38

電話：0480-85-1111

埼玉県 久喜市

埼玉県 上尾市

埼玉県 熊谷市



千葉県 習志野市、八千代市、浦安市
【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　葛南地域振興事務所　地域環境保全課

〒273-8560　千葉県船橋市本町1-3-1フェイス7階

電話：047-424-8092

FAX：047-421-1590

千葉県 野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市

【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　東葛飾地域振興事務所　地域環境保全

課

〒271-8560　千葉県松戸市小根本7

電話：047-361-4048

FAX：047-361-4098

千葉県
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、

印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町

【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　印旛地域振興事務所　地域環境保全課

〒285-8503　千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1

電話：043-483-1447

FAX：043-486-7570

千葉県 香取市、神崎町、多古町、東庄町
【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　香取地域振興事務所　地域環境保全課

〒287-8502　千葉県香取市佐原イ92-11

電話：0478-54-7505

FAX：0478-52-5529

千葉県 銚子市、旭市、匝瑳市
【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　海匝地域振興事務所　地域環境保全課

〒289-25045　千葉県旭市二1997-1

電話：0479-64-2825

FAX：0479-63-9898

千葉県
東金市、山武市、大綱白里市、

九十九里町、芝山町、横芝光町

【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　山武地域振興事務所　地域環境保全課

〒283-0006　千葉県東金市東新宿17-6

電話：0475-55-3862

FAX：0475-55-8312

千葉県
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、

白子町、長柄町、長南町

【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　長生地域振興事務所　地域環境保全課

〒297-8533　千葉県茂原市茂原1102-1

電話：0475-26-6731

FAX：0475-26-6733

千葉県 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　夷隅地域振興事務所　地域環境保全課

〒298-0212　千葉県夷隅郡大多喜町猿稲14

電話：0470-82-2451

FAX：0470-82-4164

千葉県 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　安房地域振興事務所　地域環境保全課

〒294-0045　千葉県館山市北条402-1

電話：0470-22-8711

FAX：0470-22-0074

千葉県 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
【自治体】千葉県

【窓口】千葉県　君津地域振興事務所　地域環境保全課

〒292-8520　千葉県木更津市貝渕3-13-34

電話：0438-23-2285

FAX：0438-23-2287

千葉県 千葉市
【自治体】千葉市

【窓口】千葉市　環境局　環境保全部　環境規制課

〒260-8722　千葉市中央区千葉港１番１号

電話：043-245-5189

FAX：043-245-5581

メールアドレス：kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

千葉県 船橋市
【自治体】船橋市

【窓口】船橋市　環境部　環境保全課

〒273-8501　千葉県船橋市湊町2-10-25

電話：047-436-2452

FAX：047-436-2446

メールアドレス：kankyohozen@city.funabashi.lg.jp

千葉県 柏市
【自治体】柏市

【窓口】柏市　環境部　環境政策課

〒277-8505　柏市柏五丁目10番1号

電話：04-7167-1695

千葉県 市川市
【自治体】市川市

【窓口】市川市　環境部　生活環境保全課

千葉県市川市南八幡2-20-2（〒272-0023）

電話047-712-6311

FAX047-712-6316

メールアドレス：kankyohozen@city.ichikawa.lg.jp

千葉県 松戸市
【自治体】松戸市

【窓口】松戸市　環境部　環境保全課

松戸市根本387-5

電話：047-366-7337

FAX：047-366-1325

メールアドレス：mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp

千葉県 市原市
【自治体】市原市

【窓口】市原市　環境部　環境管理課　大気保全係

〒290-8501　千葉県市原市国分寺台中央一丁目１番地１

電話：0436-23-9867(直通)

メールアドレス：kankyoukanri@city.ichihara.lg.jp

東京都

大島町、利島村、新島村、神津島村、

三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、

小笠原村

【自治体】東京都

【窓口】東京都　環境局　環境改善部　大気保全課

〒163-8001　新宿区西新宿２－８－１　都庁第二本庁舎20階

電話：03-5388-3470(直通)

東京都 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

【自治体】東京都

【窓口】東京都　多摩環境事務所　環境改善課　大気指導

担当

〒190-0022　立川市錦町４－６－３　東京都立川合同庁舎３階

電話：042-523-0238(直通)

東京都 八王子市

【自治体】八王子市

【窓口】八王子市　環境部　環境保全課　大気汚染対策担

当

〒192-8501　東京都八王子市元本郷町3-24-1

電話：042-620-7217

FAX：042-626-4416

メールアドレス：b111100@city.hachioji.tokyo.jp



東京都 千代田区

【自治体】千代田区

【窓口】千代田区　環境まちづくり部　環境政策課　公害指

導係

〒102-8688　東京都千代田区九段南一丁目２番１号

電話：03-5211-4254（直通）

FAX：03-3264-8956

メールアドレス：kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

東京都 中央区
【自治体】中央区

【窓口】中央区　環境土木部　環境課　生活環境係

〒104-8404　東京都中央区築地１－１－１

電話：03-3546-5404

メールアドレス：suisin_03@city.chuo.lg.jp

東京都 港区

【自治体】港区

【窓口】港区　環境リサイクル支援部　環境課　環境指導ア

セスメント係

〒105-8511　東京都港区芝公園一丁目５番25号

電話：03-3578-2490

FAX：03-3578-2489

メールアドレス：minato05@city.minato.tokyo.jp

東京都 新宿区
【自治体】新宿区

【窓口】新宿区　環境清掃部　環境対策課　公害対策係

〒160-8484　東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

電話：03-5273-3764

FAX：03-5273-4070

メールアドレス：kankyo@city.shinjuku.lg.jp

東京都 文京区
【自治体】文京区

【窓口】文京区　資源環境部　環境政策課　指導担当

〒112-8555　東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター

17階南側

電話：03-5803-1260

FAX：03-5803-1260

東京都 台東区
【自治体】台東区

【窓口】台東区　環境清掃部　環境課　公害指導相談担当

〒110-8615　台東区東上野4-5-6

電話：03-5246-1283

東京都 墨田区

【自治体】墨田区

【窓口】墨田区　都市整備部　環境担当　環境保全課　指

導調査担当

墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号

電話：０３－５６０８－６２１０

FAX：０３－５６０８－１４５２

メールアドレス：KANKYOU@city.sumida.lg.jp

東京都 江東区
【自治体】江東区

【窓口】江東区　環境清掃部　環境保全課　指導係

〒135-8383　東京都江東区東陽4-11-28

電話：03-3647-6147

FAX：03-5617-5737

メールアドレス：380302@city.koto.lg.jp

東京都 品川区
【自治体】品川区

【窓口】品川区　都市環境部　環境課　指導調査係

〒140-8715　品川区広町2-1-36

電話：03-5742-6751

FAX：03-5742-6853

メールアドレス：kankyo-sido@city.shinagawa.tokyo.jp

東京都 目黒区
【自治体】目黒区

【窓口】目黒区　環境清掃部　環境保全課　公害対策係

〒153-8573　東京都目黒区上目黒2-19-15　総合庁舎6F

電話：03-5722-9384

FAX：03-5722-9401

東京都 大田区

【自治体】大田区

【窓口】大田区　環境清掃部　環境対策課　環境調査指導

担当

〒144-8621　東京都大田区蒲田5-13-14

解体工事の場合：大田区　まちづくり推進部　建築調整課　建築相談担

当

電話：03-5744-1383　FAX　：03-5744-1558

改修工事の場合：大田区　環境清掃部　環境対策課　環境調査指導

担当

電話03-5744-1369　FAX03-5744-1532

【制度等に関するお問い合わせ先】

大田区　環境清掃部　環境対策課　環境調査指

導担当

〒144-8621　東京都大田区蒲田5-13-14

電話03-5744-1369　FAX03-5744-1532

東京都 世田谷区

【自治体】世田谷区

【窓口】世田谷区　環境政策部　環境保全課　環境保全担

当

〒１５８ー００９４　世田谷区玉川１－２０－１

世田谷区役所二子玉川分庁舎B棟3階

電話：０３－６４３２－７１３７

FAX：０３－６４３２－７９８１

東京都 渋谷区
【自治体】渋谷区

【窓口】渋谷区　環境政策部　環境整備課　公害指導係

〒150-8010　渋谷区宇田川町１番１号

電話：０３－３４６３－２７５０

FAX：０３－５４５８－４９０３

東京都 中野区
【自治体】中野区

【窓口】中野区　環境部　環境課　環境公害係

〒164-8501　東京都中野区中野四丁目８番１号

電話（直通）：03-3228-5799

FAX：03-3228-5673

メールアドレス：kankyo-ishiwata@city.tokyo-nakano.lg.jp

東京都 杉並区
【自治体】杉並区

【窓口】杉並区　環境部　環境課　公害対策係

〒166-8570　東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

代表電話：03-3312-2111(内3708,3709)

東京都 豊島区

【自治体】豊島区

【窓口】豊島区　環境清掃部　環境保全課　公害対策グ

ループ

〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1

電話（直通）：03-3981-2405

FAX：03-3980-5134

メールアドレス：A0015003@city.toshima.lg.jp

別途、区要綱による解体工事の届出が必要な場合

があります。詳しくは区ホームページ（「豊島区」、「解

体工事」で検索）をご確認ください。

東京都 北区
【自治体】北区

【窓口】北区　生活環境部　環境課　環境規制調査係

〒114-0002　東京都北区王子1-12-4TIC王子ビル2F

電話：03-3908-8611

FAX：03-3906-8474

東京都 荒川区
【自治体】荒川区

【窓口】荒川区　環境清掃部　環境課　環境保全係

〒116-0002　東京都荒川区荒川一丁目53番20号

電話：03-3802-3111　内線485

FAX：03-5811-6462

メールアドレス：ishiwata-houkoku@city.arakawa.tokyo.jp

東京都 板橋区

【自治体】板橋区

【窓口】板橋区　資源環境部　環境政策課　生活環境保全

係

電話：03－3579－2594



東京都 練馬区
【自治体】練馬区

【窓口】練馬区　環境部　環境課　環境規制係

〒176-8501　東京都練馬区豊玉北6-12-1、

電話：03-5984-4712

FAX：03-5984-1227、

メールアドレス：KANKYOU04@city.nerima.tokyo.jp

作業対象の建材に石綿が含有されているとき

（みなしを含む。）は、工事規模等により、別途、

区条例に基づく届出等が必要な場合があります。

詳しくは、区ホームページをご確認下さい。

東京都 足立区

【自治体】足立区

【窓口】足立区　環境部　生活環境保全課　アスベスト対策

係

〒120-8510　東京都足立区中央本町１－１７－１

電話：03-3880-8041

FAX：03-3880-5604

メールアドレス：kankyo-hozen@city.adachi.tokyo.jp

東京都 葛飾区
【自治体】葛飾区

【窓口】葛飾区　環境部　環境課　公害対策相談係

〒124-8555　東京都葛飾区立石5-13-1

電話：03(5654)8238

FAX：03(5698)1538

メールアドレス：060400@city.katsushika.lg.jp

東京都 江戸川区
【自治体】江戸川区

【窓口】江戸川区　環境部　環境課　指導係

〒132-8501　東京都江戸川区中央1-4-1

電話：03-5662-1995

FAX：03-5678-6741

メールアドレス：kankyou@city.edogawa.tokyo.jp

東京都
八王子市を除く都内市部のうち、延べ面積

2000㎡以上の建築物及び全ての工作物

【自治体】東京都

【窓口】東京都　多摩環境事務所　環境改善課　大気指導

担当

〒190-0022　立川市錦町４－６－３　東京都立川合同庁舎３階

電話：042-523-0238(直通)

東京都
立川市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】立川市

【窓口】立川市　環境下水道部　環境対策課　環境指導係

〒190-8666　立川市泉町1156-9

電話：042-523-2111　内線2248

FAX：042-524-2603

メールアドレス：kankyoutaisaku@city.tachikawa.lg.jp

東京都
武蔵野市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】武蔵野市

【窓口】武蔵野市　環境部　環境政策課　保全係

〒180-8777　東京都武蔵野市緑町2-2-28

電話：0422-60-1842

FAX：0422-51-9197

メールアドレス：SEC-KANKYOU@city.musashino.lg.jp

東京都
三鷹市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】三鷹市

【窓口】三鷹市　生活環境部　環境政策課

〒181-8555　東京都三鷹市野崎1-1-1

電話：0422-29-9612

FAX：0422-45-5291

メールアドレス：kankyo@city.mitaka.lg.jp

東京都
青梅市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】青梅市

【窓口】青梅市　環境部　環境政策課　環境対策係

東京都青梅市東青梅1-11-1（198-8701）

電話：0428-22-1111

FAX：0428-22-3508

東京都
府中市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】府中市

【窓口】府中市　生活環境部　環境政策課　環境改善係

〒183-8703　東京都府中市宮西町2-24

電話：042-335-4196

FAX：042-361-0078

メールアドレス：kankyo01@city.fuchu.tokyo.jp

東京都
昭島市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】昭島市

【窓口】昭島市　環境部　環境課　環境保全係

〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

電話：042-544-4334

メールアドレス：kankyohozen@city.akishima.lg.jp

東京都
調布市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】調布市

【窓口】調布市　環境部　環境政策課　生活環境係

〒182-8511調布市小島町2-35-1

電話：042-481-7087

FAX：042-481-7550

メールアドレス：kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp

東京都
町田市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】町田市

【窓口】町田市　環境資源部　環境共生課　公害指導係

〒194-8520　東京都町田市森野2-2-22

電話：042-724-2711

メールアドレス：kshigen020@city.machida.tokyo.jp

東京都
小金井市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】小金井市

【窓口】小金井市　環境部　環境政策課　環境係

〒184-8504　小金井市本町6-6-3

電話：042-387-9817

メールアドレス：s040199@koganei-shi.jp

レベル３建材の除去においても作業の届出が必要に

なります。

東京都
小平市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】小平市

【窓口】小平市　環境部　環境政策課　環境対策担当

〒187-8701東京都小平市小川町2-1333

電話：042-346-9536

FAX：042-346-9643

メールアドレス：kankyoseisaku@city.kodaira.lg.jp

東京都
日野市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】日野市

【窓口】日野市　環境共生部　環境保全課　保全係

〒191-8686　東京都日野市神明1-12-1

電話：042-514-8298（直通）

FAX：042-581-2516

メールアドレス：kankyo@city.hino.lg.jp

東京都
東村山市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】東村山市

【窓口】東村山市　環境資源循環部　環境保全課　生活環

境係

〒189-0001東京都東村山市秋津町4丁目17番地1

電話：042-393-5111

FAX：042-391-5847

メールアドレス：

kankyohozen@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp

東京都
国分寺市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】国分寺市

【窓口】国分寺市　建設環境部　環境対策課　環境対策係

〒185-0013　国分寺市西恋ヶ窪３－33－３

電話　042-328-2191

FAX　042-326-4410

メールアドレス：kankyoutaisaku@city.kokubunji.tokyo.jp



東京都
国立市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】国立市

【窓口】国立市　生活環境部　環境政策課　環境政策係

〒186-8501　東京都国立市富士見台2-47-1

電話：042-576-2111（内線136）

メールアドレス：sec_kanseisaku@city.lg.jp

東京都
福生市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】福生市

【窓口】福生市　生活環境部　環境政策課　環境政策係

〒197-8501　東京都福生市本町５番地

電話：042-551-1718

FAX：042-552-9433

メールアドレス：f-kankyo@city.fussa.lg.jp

東京都
狛江市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】狛江市

【窓口】狛江市　環境部　環境政策課　環境係

〒201-8585　東京都狛江市和泉本町１－１－５

電話：03-3430-1111(代表)

メールアドレス：kankyokkr01@city.komae.lg.jp

東京都
東大和市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】東大和市

【窓口】東大和市　市民環境部　環境対策課　環境公害係

〒207-8585　東京都東大和市中央3-930

電話：042-563-2111

FAX：042-563-5931

東京都
清瀬市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】清瀬市

【窓口】清瀬市　市民環境部　環境課　環境衛生係

〒204-8511　東京都清瀬市中里5-842　清瀬市役所3階

電話：042-497-2099

東京都
東久留米市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】東久留米市

【窓口】東久留米市　環境安全部　環境政策課　生活環境

係

〒203-8555東京都東久留米市本町3-3-1

電話：042-470-7753

FAX：042-470-7809

メールアドレス：kankyoseisaku@city.higashikurume.lg.jp

東京都
武蔵村山市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】武蔵村山市

【窓口】武蔵村山市　協働推進部　環境課　環境保全係

〒208-8501　武蔵村山市本町一丁目１番地の１

電話：042-565-1111（内線295・296）

FAX：042-566-4493

メールアドレス：kankyo@city.musashimurayama.lg.jp

東京都
多摩市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】多摩市

【窓口】多摩市　環境部　環境政策課　環境政策担当

〒206-8666　東京都多摩市関戸6-12-1

電話：042-338-6831

FAX：042-338-6857

メールアドレス：tm291000@city.tama.tokyo.jp

東京都
稲城市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】稲城市

【窓口】稲城市　都市環境整備部　生活環境課　環境保全

係

〒206-8601　稲城市東長沼2111番地

電話：042-378-2111（代表）　内線305･306

FAX：042-377-4781

メールアドレス：kankyou@city.inagi.lg.jp

東京都
羽村市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】羽村市

【窓口】羽村市　産業環境部　環境保全課　環境保全係

〒205-8601　東京都羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1、

電話：042-555-1111

FAX：042-554-2921

メールアドレス：s205000@city.hamura.tokyo.jp

東京都
あきる野市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】あきる野市

【窓口】あきる野市　環境経済部　生活環境課　生活環境

係

〒197-0814　あきる野市二宮350番地

電話：042-558-1111（内線2514/2515）

東京都
西東京市

(延べ面積2000㎡未満の建築物に限る)

【自治体】西東京市

【窓口】西東京市　みどり環境部　環境保全課　環境保全係

〒202-0011　東京都西東京市泉町3-12-35　エコプラザ西東京

電話：042-438-4042

FAX：042-438-1762

メールアドレス：kankyou@city.nishitokyo.lg.jp

神奈川県 鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

【自治体】神奈川県

【窓口】神奈川県　横須賀三浦地域県政総合センター　環

境部　環境課

〒238-0006　横須賀市日の出町2-9-19

電話：046-823-0210（代表）

神奈川県
厚木市、大和市、海老名市、座間市、

綾瀬市、愛川町、清川村

【自治体】神奈川県

【窓口】神奈川県　県央地域県政総合センター　環境部　環

境保全課

〒243-0004　厚木市水引2-3-1

電話：046-224-1111（代表）

神奈川県
茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、

大磯町、二宮町

【自治体】神奈川県

【窓口】神奈川県　湘南地域県政総合センター　環境部　環

境保全課

〒254-0073　平塚市西八幡1-3-1

電話：0463-22-2711（代表）

神奈川県

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町、箱根町、

真鶴町、湯河原町

【自治体】神奈川県

【窓口】神奈川県　県西地域県政総合センター　環境部　環

境保全課

〒250-0042　小田原市荻窪350-1

電話：0465-32-8000（代表）

神奈川県 横浜市

【自治体】横浜市

【窓口】横浜市　環境創造局　環境保全部　大気・音環境

課

〒231-0005　横浜市中区本町６丁目50番地の10

電話：045-671-3843

FAX：045-550-3923

メールアドレス：ks-taikikisei@city.yokohama.jp

神奈川県 川崎市
【自治体】川崎市

【窓口】川崎市　環境局　環境対策部　環境対策推進課

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1

電話：044-200-2526

FAX：044-200-3921

メールアドレス：30suisin@city.kawasaki.jp



神奈川県
相模原市緑区（橋本・大沢地区）、

相模原市中央区、相模原市南区

【自治体】相模原市

【窓口】相模原市　環境経済局　環境保全課

〒252-5277　相模原市中央区中央2-11-15

電話：042-769-8241

FAX：042-753-9413

メールアドレス：kankyouhozen@city.sagamihara.kanagawa.jp

神奈川県
相模原市緑区（城山・津久井・相模湖・

藤野地区）

【自治体】相模原市

【窓口】相模原市　環境経済局　津久井地域環境課

〒252-5172　相模原市緑区中野633

電話：042-780-1404

FAX：042-784-7474

メールアドレス：tsukui-kankyou@city.sagamihara.kanagawa.jp

神奈川県 横須賀市
【自治体】横須賀市

【窓口】横須賀市　環境部　環境保全課

〒238-8550　横須賀市小川町11番地

電話：046-822-8328

FAX：046-823-0054

メールアドレス：ea-ep@city.yokosuka.kanagawa.jp

建築物の解体工事（延べ床面積80㎡以上）、特

定粉じん排出等作業の届出が必要な特定工事を

行う場合は、横須賀市建築物の解体等工事に伴う

紛争の未然防止に関する条例の届出が必要です。

神奈川県 平塚市
【自治体】平塚市

【窓口】平塚市　環境部　環境保全課

〒254-8686　　神奈川県平塚市浅間町9-1

電話：0463-21-9764

FAX：0463-21-9603

メールアドレス：k-hozen@city.hiratsuka.kanagawa.jp

神奈川県 藤沢市
【自治体】藤沢市

【窓口】藤沢市　環境部　環境保全課

〒251-8601　神奈川県藤沢市朝日町１－１

電話：０４６６－５０－３５１９

FAX：０４６6－５０－８４１８

メールアドレス：fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp


