
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

新潟県

新発田市、阿賀野市、聖籠町、胎内市、

村上市、関川村、阿賀町、五泉市、

粟島浦村

【自治体】新潟県

【窓口】新潟県　新発田地域振興局　健康福祉環境部　環

境センター

〒957-8511　新発田市豊町3-3-2

電話：0254-26-9047

FAX：0254-26-6800

メールアドレス：ngt111330@pref.niigata.lg.jp

新潟県 三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村

【自治体】新潟県

【窓口】新潟県　三条地域振興局　健康福祉環境部　環境

センター

〒955-0046　三条市興野1-13-45

電話：0256-36-2234

FAX：0256-36-2235

メールアドレス：ngt112430@pref.niigata.lg.jp

新潟県
長岡市、柏崎市、見附市、小千谷市、

出雲崎町、刈羽村

【自治体】新潟県

【窓口】新潟県　長岡地域振興局　健康福祉環境部　環境

センター

〒940-8567　長岡市沖田2-173-2

電話：0258-38-2532

FAX：0258-38-2671

メールアドレス：ngt111430@pref.niigata.lg.jp

新潟県
南魚沼市、魚沼市、十日町市、湯沢町、

津南町

【自治体】新潟県

【窓口】新潟県　南魚沼地域振興局　健康福祉環境部　環

境センター

〒949-6680　南魚沼市六日町620-2

電話：025-772-8154

FAX：025-772-2190

メールアドレス：ngt111630@pref.niigata.lg.jp

新潟県 上越市、妙高市、糸魚川市

【自治体】新潟県

【窓口】新潟県　上越地域振興局　健康福祉環境部　環境

センター

〒943-0807上越市春日山町3-8-34

電話：025-524-4237

FAX：025-524-6998

メールアドレス：ngt111930@pref.niigata.lg.jp

新潟県 佐渡市

【自治体】新潟県

【窓口】新潟県　佐渡地域振興局　健康福祉環境部　環境

センター

〒952-1555　佐渡市相川二町目浜町20-1

電話：0259-74-3428

FAX：0259-74-4563

メールアドレス：ngt111130@pref.niigata.lg.jp

新潟県 新潟市
【自治体】新潟市

【窓口】新潟市　環境部　環境対策課　大気環境グループ

〒951-8550　新潟県新潟市中央区学校町通1番町602-1

電話：025-226-1367

FAX：025-222-7031

メールアドレス：kankyo@city.niigata.lg.jp

富山県

高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部

市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、

舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町

【自治体】富山県

【窓口】富山県　生活環境文化部　環境保全課

〒930-0005　富山市新桜町５－３

電話：076-444-3145

富山県 富山市
【自治体】富山市

【窓口】富山市　環境部　環境保全課

〒930-8510　富山市新桜町7番38号

電話：076-443-2086

FAX：076-443-2087

メールアドレス：kankyouhozen-01@city.toyama.lg.jp

石川県 小松市、加賀市、能美市、川北町

【自治体】石川県

【窓口】石川県　健康福祉部　南加賀保健福祉センター　生

活環境課

〒923-8648　小松市園町ヌ48番地

電話：0761-22-0795

石川県
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、

内灘町

【自治体】石川県

【窓口】石川県　健康福祉部　石川中央保健福祉センター

生活環境課

〒924-0864　白山市馬場2丁目7番地

電話：076-275-2642

石川県
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、

中能登町

【自治体】石川県

【窓口】石川県　健康福祉部　能登中部保健福祉センター

生活環境課

〒926-0021　七尾市本府中町ソ27番9号

電話：0767-53-6893

石川県 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

【自治体】石川県

【窓口】石川県　健康福祉部　能登北部保健福祉センター

生活環境課

〒928-0079　輪島市鳳至町畠田102番地4

電話：0768-22-2011

石川県 金沢市
【自治体】金沢市

【窓口】金沢市　環境局　環境政策課

石川県金沢市柿木畠1番1号

電話：076-220-2508

FAX：076-260-7193

メールアドレス：kansei@city.kanazawa.lg.jp

福井県 永平寺町
【自治体】福井県

【窓口】福井県　福井健康福祉センター

福井市西木田2-8-8

電話：0776-36-1116

FAX：0776-34-7215

メールアドレス：f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県 あわら市、坂井市
【自治体】福井県

【窓口】福井県　坂井健康福祉センター

あわら市春宮2-21-17

電話：0776-73-0600

FAX：0776-73-0763

メールアドレス：s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県 大野市、勝山市
【自治体】福井県

【窓口】福井県　奥越健康福祉センター

大野市天神町1-1

電話：0779-66-2076

FAX：0779-65-8410

メールアドレス：o-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県
鯖江市、越前市、池田町、南越前町、

越前町

【自治体】福井県

【窓口】福井県　丹南健康福祉センター

鯖江市水落町1-2-25

電話：0778-51-0034

FAX：0778-51-7804

メールアドレス：t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

【石綿の飛散防止対策全般に関する問い合わせ

先】

生活環境部　環境政策課

〒920-8580　金沢市鞍月1丁目1番地、076-

225-1463



福井県 敦賀市、美浜町、若狭町（旧三方地区）
【自治体】福井県

【窓口】福井県　二州健康福祉センター

敦賀市開町6-5

電話：0770-22-3747

FAX：0770-24-1205

メールアドレス：n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県
小浜市、高浜町、おおい町、

若狭町(旧上中地区）

【自治体】福井県

【窓口】福井県　若狭健康福祉センター

小浜市四谷町3-10

電話：0770-52-1300

FAX：0770-52-1058

メールアドレス：w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県 福井市
【自治体】福井市

【窓口】福井市　市民生活部　環境廃棄物対策課

〒910-8511　福井市大手3丁目10番1号

電話：0776-20-5398

FAX：0776-20-5675

メールアドレス：kantai@city.fukui.lg.jp

山梨県
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、

中央市、昭和町

【自治体】山梨県

【窓口】山梨県　林政部　中北林務環境事務所　環境・エネ

ルギー課

〒407-0024　山梨県韮崎市本町四丁目2-4

電話：0551-23-3090

FAX：0551-23-3097

メールアドレス：ch-rinmuk@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県 山梨市、笛吹市、甲州市

【自治体】山梨県

【窓口】山梨県　林政部　峡東林務環境事務所　環境・エネ

ルギー課

〒404-8601　山梨県甲州市塩山上塩後1239-1

電話：0553-20-2739

FAX：0553-20-2728

メールアドレス：kt-rinmuk@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県
市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、

南部町

【自治体】山梨県

【窓口】山梨県　林政部　峡南林務環境事務所　環境・エネ

ルギー課

〒409-3606　山梨県西八代郡市川三郷町高田111-1

電話：055-240-4141

FAX：055-240-4189

メールアドレス：kn-rinmuk@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、

道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、

鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、

丹波山村

【自治体】山梨県

【窓口】山梨県　林政部　富士・東部林務環境事務所　環

境・エネルギー課

〒402-0054　山梨県都留市田原二丁目13-43

電話：0554-45-7811

FAX：0554-45-7807

メールアドレス：ft-rinmuk@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県 甲府市
【自治体】甲府市

【窓口】甲府市　環境部　環境対策室　環境保全課

〒400-0831　山梨県甲府市上町601-4

電話：055-241-4312

長野県

小諸市、佐久市、小海町、川上村、

南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、

軽井沢町、御代田町、立科町

【自治体】長野県

【窓口】長野県　佐久地域振興局　環境・廃棄物対策課

〒385-8533　佐久市跡部65-1

電話：0267-63-3166

長野県 上田市、東御市、青木村、長和町
【自治体】長野県

【窓口】長野県　上田地域振興局　環境課

〒386-8555　上田市材木町1-2-6

電話：0268-25-7134

長野県
岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、

富士見町、原村

【自治体】長野県

【窓口】長野県　諏訪地域振興局　環境課

〒392-8601　諏訪市上川1-1644-10

電話：0266-57-2952

長野県
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、

飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

【自治体】長野県

【窓口】長野県　上伊那地域振興局　環境・廃棄物対策課

〒396-8666　伊那市荒井3497

電話：0265-76-6817

長野県

飯田市、松川町、高森町、阿南町、

阿智村、平谷村、根羽村、下條村、

売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、

豊丘村、大鹿村

【自治体】長野県

【窓口】長野県　南信州地域振興局　環境課

〒395-0034　飯田市追手町2-678

電話：0265-53-0434

長野県
上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、

大桑村、木曽町

【自治体】長野県

【窓口】長野県　木曽地域振興局　総務管理・環境課

〒397-8550　木曽郡木曽町福島2757-1

電話：0264-25-2234

長野県
塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、

山形村、朝日村、筑北村

【自治体】長野県

【窓口】長野県　松本地域振興局　環境・廃棄物対策課

〒390-0852　松本市大字島立1020

電話：0263-40-1941

長野県 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
【自治体】長野県

【窓口】長野県　北アルプス地域振興局　総務管理・環境課

〒398-8602　大町市大町1058-2

電話：0261-23-6563

長野県
須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、

高山村、信濃町、小川村、飯綱町

【自治体】長野県

【窓口】長野県　長野地域振興局　環境・廃棄物対策課

〒380-0836　長野市大字南長野南県町686-1

電話：026-234-9590

長野県
中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、

野沢温泉村、栄村

【自治体】長野県

【窓口】長野県　北信地域振興局　環境課

〒383-8515　中野市大字壁田955

電話：0269-23-0202

長野県 長野市
【自治体】長野市

【窓口】長野市　環境部　環境保全温暖化対策課

〒380-0941　長野市大字鶴賀緑町1613番地

電話：026-224-8034

FAX：026-224-5108

メールアドレス：kankyo@city.nagano.lg.jp

長野県 松本市
【自治体】松本市

【窓口】松本市　環境エネルギー部　環境保全課

〒390-8620　松本市丸の内３-7

電話：0263-34-3267

FAX：0263-34-3202

メールアドレス：kankyo-k@city.matsumoto.lg.jp

岐阜県
羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、

本巣市、岐南町、笠松町、北方町

【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　岐阜地域環境室

〒500-8384　岐阜市薮田南5-14-53　OKBふれあい会館第2棟3階

電話：058-272-1920

FAX：058-278-3524



岐阜県
大垣市、海津市、養老町、垂井町、

関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町

【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　西濃県事務所　環境課

〒503-0838　大垣市江崎町422-3　西濃総合庁舎

電話：0584-73-1111

FAX：0584-74-9428

岐阜県 揖斐川町、大野町、池田町
【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　揖斐県事務所　環境課

〒501-0603　揖斐郡揖斐川町上南方1-1　揖斐総合庁舎

電話：0585-23-1111

FAX：0585-22-1829

岐阜県

美濃加茂市、可児市、御嵩町、坂祝町、

富加町、川辺町、七宗町、八百津町、

白川町、東白川村

【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　可茂県事務所　環境課

〒505-8508　美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1　可茂総合庁舎

電話：0574-25-3111

FAX：0574-25-3934

岐阜県 関市、美濃市、郡上市
【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　中濃県事務所　環境課

〒501-3756　美濃市生櫛1612-2　中濃総合庁舎

電話：0575-33-4011

FAX：0575-35-1492

岐阜県 多治見市、瑞浪市、土岐市
【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　東濃県事務所　環境課

〒507-8708　多治見市上野町5-68-1　東濃西部総合庁舎

電話：0572-23-1111

FAX：0572-25-0079

岐阜県 中津川市、恵那市
【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　恵那県事務所　環境課

〒509-7203　恵那市長島町正家後田1067-71　恵那総合庁舎

電話：0573-26-1111

FAX：0573-25-7129

岐阜県 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
【自治体】岐阜県

【窓口】岐阜県　飛騨県事務所　環境課

〒506-8688　高山市上岡本町7-468　飛騨総合庁舎

電話：0577-33-1111

FAX：0577-33-1085

岐阜県 岐阜市
【自治体】岐阜市

【窓口】岐阜市　環境部　環境保全課

〒500-8701　岐阜市司町40番地1　市役所14F

電話：058-214-2152

FAX：058-264-7119

メールアドレス：ka-hozen@city.gifu.gifu.jp

静岡県

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、

松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市、

三島市、函南町、伊豆の国市、伊豆市、

清水町、長泉町、裾野市、小山町、

御殿場市、富士宮市

【自治体】静岡県

【窓口】静岡県　東部健康福祉センター　環境部　生活環境

課

〒410-8543　沼津市高島本町1-3

電話：055-920-2136

メールアドレス：kftoubu-yakukan@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県
焼津市、藤枝市、島田市、川根本町、

吉田町、牧之原市、

【自治体】静岡県

【窓口】静岡県　中部健康福祉センター　衛生環境部　環境

課

〒426-0075　藤枝市瀬戸新屋362-1

電話：054-644-9268

メールアドレス：kfchuubu-kan@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県
御前崎市、菊川市、掛川市、森町、

袋井市、磐田市、湖西市、

【自治体】静岡県

【窓口】静岡県　西部健康福祉センター　衛生環境部　環境

課

〒438-8622　磐田市見付3599-4

電話：0538-37-2250

メールアドレス：kfseibu-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県 静岡市
【自治体】静岡市

【窓口】静岡市　環境局　環境保全課

〒420-8602　静岡県静岡市葵区追手町５番１号

電話：054-221-1358

FAX：054-221-1186

メールアドレス：kankyouhozen@city.shizuoka.lg.jp

静岡県 浜松市
【自治体】浜松市

【窓口】浜松市　環境部　環境保全課

〒432-8023　静岡県浜松市中区鴨江三丁目1-10

電話：053-453-6170

FAX：050-3606-4363

メールアドレス：kankyoho@city.hamamatsu.shizuoka.jp

静岡県 富士市
【自治体】富士市

【窓口】富士市　環境部　環境保全課

〒417-8601　静岡県富士市永田町1丁目100番地

電話：0545-55-2774

FAX：0545-51-9854

メールアドレス：ka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp

静岡県 沼津市
【自治体】沼津市

【窓口】沼津市　生活環境部　環境政策課

〒410-8601　沼津市御幸町16－1

電話：055-934-4740

FAX：055－934-3045

メールアドレス：kankyo@city.numazu.lg.jp

愛知県 豊川市、蒲郡市、田原市
【自治体】愛知県

【窓口】愛知県　東三河総局　県民環境部　環境保全課

〒440-8515　愛知県豊橋市八町通5-4

電話：0532-54-5111

FAX：0532-56-5188

メールアドレス：higashimikawa@pref.aichi.lg.jp

愛知県 新城市、設楽町、東栄町、豊根村

【自治体】愛知県

【窓口】愛知県　東三河総局　新城設楽振興事務所　環境

保全課

〒441-1365　愛知県新城市字石名号20-1

電話：0536-23-2117

FAX：0536-22-2316

メールアドレス：shinshiroshitara@pref.aichi.lg.jp

愛知県

瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、

小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、

豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、

長久手市、東郷町、豊山町、大口町、

扶桑町

【自治体】愛知県

【窓口】愛知県　尾張県民事務所　環境保全課

〒460-8512　愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1

電話：052-961-7211

FAX：052-961-7285

メールアドレス：owari@pref.aichi.lg.jp



愛知県
津島市、愛西市、弥富市、あま市、

大治町、蟹江町、飛島村

【自治体】愛知県

【窓口】愛知県　海部県民事務所　環境保全課

〒496-8531　愛知県津島市西柳原町1-14

電話：0567-24-2111

FAX：0567-24-3008

メールアドレス：ama@pref.aichi.lg.jp

愛知県

半田市、常滑市、東海市、大府市、

知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、

美浜町、武豊町

【自治体】愛知県

【窓口】愛知県　知多県民事務所　環境保全課

〒475-8501　愛知県半田市出口町1-36

電話：0569-21-8111

FAX：0569-31-1331

メールアドレス：chita@pref.aichi.lg.jp

愛知県
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、

知立市、高浜市、幸田町

【自治体】愛知県

【窓口】愛知県　西三河県民事務所　環境保全課

〒444-8551　愛知県岡崎市明大寺本町1-4

電話：0564-23-1211

FAX：0564-26-2228

メールアドレス：nishimikawa@pref.aichi.lg.jp

愛知県 みよし市

【自治体】愛知県

【窓口】愛知県　西三河県民事務所　豊田加茂環境保全

課

〒471-8503　愛知県豊田市元城町4-45

電話：0565-32-7494

FAX：0565-32-3975

メールアドレス：nishimikawa@pref.aichi.lg.jp

愛知県

名古屋市東区、名古屋市北区、

名古屋市西区、名古屋市中村区、

名古屋市中区

【自治体】名古屋市

【窓口】名古屋市　西区保健福祉センター　公害対策室

〒451-8508　愛知県名古屋市西区花の木二丁目18-1

電話：052-523-4613

FAX：052-523-4634

メールアドレス：a5234613@nishi.city.nagoya.lg.jp

愛知県
名古屋市熱田区、名古屋市中川区、

名古屋市港区

【自治体】名古屋市

【窓口】名古屋市　港区保健福祉センター　公害対策室

〒455-0015　愛知県名古屋市港区港栄二丁目2-1

電話：052-651-6493

FAX：052-651-5144

メールアドレス：a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp

愛知県
名古屋市瑞穂区、名古屋市南区、

名古屋市緑区、名古屋市天白区

【自治体】名古屋市

【窓口】名古屋市　南区保健福祉センター　公害対策室

〒457-8508　愛知県名古屋市南区前浜通3-10

電話：052-823-9422

FAX：052-823-9425

メールアドレス：a6142811-07@minami.city.nagoya.lg.jp

愛知県
名古屋市千種区、名古屋市昭和区、

名古屋市守山区、名古屋市名東区

【自治体】名古屋市

【窓口】名古屋市　名東区保健福祉センター　公害対策室

〒465-8508　愛知県名古屋市名東区上社二丁目50

電話：052-778-3108

FAX：052-778-3110

メールアドレス：a7783108@meito.city.nagoya.lg.jp

愛知県 豊橋市
【自治体】豊橋市

【窓口】豊橋市　環境部　環境保全課

〒440-8501　愛知県豊橋市今橋町1番地

電話：(0532)51-2388

FAX：　(0532)56-5577

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

愛知県 岡崎市
【自治体】岡崎市

【窓口】岡崎市　環境部　環境保全課

〒444-8601　愛知県岡崎市十王町２丁目9番地

電話：0564-23-6194

FAX：0564-23-6536

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

愛知県 豊田市
【自治体】豊田市

【窓口】豊田市　環境部　環境保全課

471-8501　愛知県豊田市西町3丁目60番地

電話：0565-34-6628

FAX：0565-34-6684

メールアドレス：k_hozen@city.toyota.aichi.jp

愛知県 一宮市
【自治体】一宮市

【窓口】一宮市　環境部　環境保全課

〒491-0201　愛知県一宮市奥町字六丁山8番地　一宮市衛生処理

場

電話：0586-45-7185

FAX：0586-45-7187

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


