
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

三重県 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 【自治体】三重県
【窓口】三重県　桑名地域防災総合事務所　環境室

〒511-8567　桑名市中央町5-71
電話：0594-24-3624
FAX：0594-24-3795
メールアドレス：kwakan@pref.mie.lg.jp

三重県 菰野町、川越町、朝日町 【自治体】三重県
【窓口】三重県　四日市地域防災総合事務所　環境室

〒510-8511　四日市市新正4-21-5
電話：059-352-0593
FAX：059-352-0553
メールアドレス：yokkan@pref.mie.lg.jp

三重県 鈴鹿市、亀山市 【自治体】三重県
【窓口】三重県　鈴鹿地域防災総合事務所　環境室

〒513-0809　鈴鹿市西条５丁目117
電話：059-382-8675
FAX：059-382-9792
メールアドレス：suzkan@pref.mie.lg.jp

三重県 津市 【自治体】三重県
【窓口】三重県　津地域防災総合事務所　環境室

〒514-8567　津市桜橋3-446-34
電話：059-223-5083
FAX：059-227-3170
メールアドレス：tsukan@pref.mie.lg.jp

三重県 松阪市、明和町、多気町、大台町 【自治体】三重県
【窓口】三重県　松阪地域防災総合事務所　環境室

〒515-0011　松阪市高町138
電話：0598-50-0530
FAX：0598-50-0618
メールアドレス：matkan@pref.mie.lg.jp

三重県 伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町、
玉城町、度会町、大紀町

【自治体】三重県
【窓口】三重県　南勢志摩地域活性化局　環境室

〒516-8566　伊勢市勢田町628番地2
電話：0596-27-5405
FAX：0596-27-5251
メールアドレス：isekan@pref.mie.lg.jp

三重県 伊賀市、名張市 【自治体】三重県
【窓口】三重県　伊賀地域防災総合事務所　環境室

〒518-8533　伊賀市四十九町2802
電話：0595-24-8078
FAX：0595-24-8010
メールアドレス：igakan@pref.mie.lg.jp

三重県 尾鷲市、紀北町 【自治体】三重県
【窓口】三重県　紀北地域活性化局　環境室

〒519-3695　尾鷲市坂場西町1番1号
電話：0597-23-3469
FAX：0597-23-2130
メールアドレス：owakan@pref.mie.lg.jp

三重県 熊野市、御浜町、紀宝町 【自治体】三重県
【窓口】三重県　紀南地域活性化局　環境室

〒519-4393　熊野市井戸町371
電話：0597-89-6937
FAX：0597-89-6107
メールアドレス：kumkan@pref.mie.lg.jp

三重県 四日市市 【自治体】四日市市
【窓口】四日市市　環境部　環境政策課

〒510-8601　三重県四日市市諏訪町1番5号
電話：059-354-8189
FAX：059-354-4412
メールアドレス：me-ru kankyouhozen@city.yokkaichi.mie.jp

滋賀県 草津市、守山市、栗東市、野洲市 【自治体】滋賀県
【窓口】滋賀県　南部環境事務所

〒525-8525　滋賀県草津市草津三丁目14-75
電話：077-567-5444
FAX：077-564-1733
メールアドレス：de40@pref.shiga.lg.jp

滋賀県 湖南市、甲賀市 【自治体】滋賀県
【窓口】滋賀県　甲賀環境事務所

〒528-8511　滋賀県甲賀市水口町水口6200
電話：0748-63-6134
FAX：0748-63-6135
メールアドレス：de41@pref.shiga.lg.jp

滋賀県 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 【自治体】滋賀県
【窓口】滋賀県　東近江環境事務所

〒527-8511　滋賀県東近江市八日市緑町7-23
電話：0748-22-7758
FAX：0748-22-0411
メールアドレス：de42@pref.shiga.lg.jp

滋賀県 彦根市、甲良町、豊郷町、愛荘町、多賀町 【自治体】滋賀県
【窓口】滋賀県　湖東環境事務所

〒522-0071　滋賀県彦根市元町4-1
電話：0749-27-2255
FAX：0749-27-1688
メールアドレス：de43@pref.shiga.lg.jp

滋賀県 長浜市、米原市 【自治体】滋賀県
【窓口】滋賀県　湖北環境事務所

〒526-0033　滋賀県長浜市平方町1152-2
電話：0749-65-6650
FAX：0749-63-4040
メールアドレス：de44@pref.shiga.lg.jp

滋賀県 高島市 【自治体】滋賀県
【窓口】滋賀県　高島環境事務所

〒520-1621　滋賀県高島市今津町今津1758
電話：0740-22-6066
FAX：0740-22-6105
メールアドレス：de45@pref.shiga.lg.jp

滋賀県 大津市 【自治体】大津市
【窓口】大津市　環境部　環境政策課

〒520-8575　大津市御陵町３番１号
電話：077-528-2735
FAX：077-522-1097
メールアドレス：otsu1121@city.otsu.lg.jp



京都府 向日市、長岡京市、大山崎町 【自治体】京都府
【窓口】京都府　乙訓保健所　環境衛生課　環境係

〒617-0006　京都府向日市上植野町馬立8
電話：075-933-1341
FAX：075-932-6910
メールアドレス：yamashin-ho-oto-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

京都府 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、
久御山町、井手町、宇治田原町

【自治体】京都府
【窓口】京都府　山城北保健所　環境課　環境推進係

〒611-0021　京都府宇治市宇治若森7-6
電話：0774-21-2913
FAX：0774-21-2163
メールアドレス：yamashin-ho-kita-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

京都府 木津川市、笠置町、和束町、精華町、
南山城村

【自治体】京都府
【窓口】京都府　山城南保健所　環境衛生課　環境係

〒619-0214　京都府木津川市木津上戸18-1
電話：0774-72-4303
FAX：0774-72-8412
メールアドレス：yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

京都府 亀岡市、南丹市、京丹波町 【自治体】京都府
【窓口】京都府　南丹保健所　環境衛生課　環境係

〒622-0041　京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話：0771-62-4755
FAX：0771-62-0451
メールアドレス：nanshin-ho-nantan-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

京都府 福知山市 【自治体】京都府
【窓口】京都府　中丹西保健所　環境衛生課　環境係

〒620-0055　京都府福知山市篠尾新町一丁目91
電話：0773-22-6383
FAX：0773-22-0429
メールアドレス：chushin-ho-nishi-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

京都府 舞鶴市、綾部市 【自治体】京都府
【窓口】京都府　中丹東保健所　環境衛生課　環境係

〒624-0906　京都府舞鶴市字倉谷1350-23
電話：0773-75-1156
FAX：0773-76-7897
メールアドレス：chushin-ho-higashi-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

京都府 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 【自治体】京都府
【窓口】京都府　丹後保健所　環境衛生課　環境係

〒627-8570　京都府京丹後市峰山町丹波855
電話：0772-62-1361
FAX：0772-62-4342
メールアドレス：tanshin-ho-tango-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

京都府

・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】京都市
【窓口】京都市　環境政策局　環境企画部　北部環境共生
センター

〒602－8061　京都市上京区中立売通油小路東入甲斐守町100
電話：075－451－0211

京都府
・制度全般に関するお問い合わせ先
【自治体】京都市
【窓口】京都市　環境政策局　環境企画部　環境指導課

〒604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話：075-222-3955

京都府

・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】京都市
【窓口】京都市　環境政策局　環境企画部　南部環境共生
センター

〒601－8444　京都市南区西九条森本町62－1
電話：075－671－0511

京都府
・制度全般に関するお問い合わせ先
【自治体】京都市
【窓口】京都市　環境政策局　環境企画部　環境指導課

〒604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話：075-222-3955

大阪府 高石市、和泉市、泉南市、熊取町、
田尻町、岬町

【自治体】大阪府
【窓口】大阪府　泉州農と緑の総合事務所　環境指導課

〒596-0076　大阪府岸和田市野田町３丁目１３－２泉南府民セン
タービル内
電話：072-439-3601
FAX：072-438-2069
メールアドレス：senshukankyo01@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府
守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、

四條畷市、藤井寺市、島本町、門真市、
摂津市、交野市

【自治体】大阪府
【窓口】大阪府　環境農林水産部　環境管理室　事業所指
導課　大気指導グループ

〒559-8555　大阪市住之江区南港北１丁目１４－１６　大阪府咲
洲庁舎（さきしまコスモタワー）２１階
電話：06-6210-9581
FAX：06-6210-9584
メールアドレス：jigyoshoshido-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府
大阪市北区、大阪市都島区、

大阪市淀川区、大阪市東淀川区、
大阪市旭区

【自治体】大阪市
【窓口】大阪市　環境局　環境管理部　環境管理課　北部
環境保全監視グループ

〒530-8401　大阪市北区扇町2丁目1番27号（北区役所2階）
電話：06-6313-9550
FAX：06-6313-9496

大阪府

大阪市中央区、大阪市天王寺区、
大阪市浪速区、大阪市東成区、
大阪市生野区、大阪市城東区、

大阪市鶴見区

【自治体】大阪市
【窓口】大阪市　環境局　環境管理部　環境管理課　東部
環境保全監視グループ

〒541-8518　大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号（中央区役所3
階）
電話：06-6267-9922
FAX：06-6267-9933

大阪府
大阪市福島区、大阪市此花区、

大阪市西区、大阪市港区、
大阪市大正区、大阪市西淀川区

【自治体】大阪市
【窓口】大阪市　環境局　環境管理部　環境管理課　西部
環境保全監視グループ

〒552-8510　大阪市港区市岡1丁目15番25号（港区役所4階）
電話：06-6576-9247
FAX：06-6576-9931

大阪府 大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、
大阪市平野区

【自治体】大阪市
【窓口】大阪市　環境局　環境管理部　環境管理課　南東
部環境保全監視グループ

〒545-8550　大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号（あべのルシア
ス12階）
電話：06-6630-3433
FAX：06-6630-3435

京都市北区、京都市上京区、
京都市左京区、京都市中京区、

京都市右京区

京都市東山区、京都市山科区、
京都市下京区、京都市南区、
京都市西京区、京都市伏見区



大阪府 大阪市住之江区、大阪市住吉区、
大阪市西成区

【自治体】大阪市
【窓口】大阪市　環境局　環境管理部　環境管理課　南西
部環境保全監視グループ

〒559-0002　大阪市住之江区浜口東3－5－16　（住之江区保健福
祉センター分館）
電話：06-4301-7248
FAX：06-6675-7079

大阪府 堺市 【自治体】堺市
【窓口】堺市　環境局　環境保全部　環境対策課

〒590-0078　大阪府堺市堺区南瓦町3番1号
電話：072-228-7474
FAX：072-228-7317
メールアドレス：kantaisaku@city.sakai.lg.jp

大阪府 豊中市 【自治体】豊中市
【窓口】豊中市　環境部　環境政策課

〒561-8501　大阪府豊中市中桜塚3-1-1
電話：06-6858-2105
FAX：06-6842-2802
メールアドレス：kanhozen@city.toyonaka.osaka.jp

大阪府 吹田市 【自治体】吹田市
【窓口】吹田市　環境保全指導課

〒564-8550　大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
電話：06-6384-1850
FAX：06-6368-7350
メールアドレス：seikatuk-taiki@city.suita.osaka.jp

大阪府 高槻市 【自治体】高槻市
【窓口】高槻市　市民生活環境部　環境政策課

〒569-0067　大阪府高槻市桃園町2番1号
電話：072-674-7486
FAX：072-661-3198
メールアドレス：tak6847@city.takatsuki.osaka.jp

大阪府 枚方市 【自治体】枚方市
【窓口】枚方市　環境部　環境指導課

〒573-1162　大阪府枚方市田口5-1-1
電話：050-7102-6018
FAX：072-849-1206
メールアドレス：kankyoushidou@city.hirakata.osaka.jp

大阪府 八尾市 【自治体】八尾市
【窓口】八尾市　環境部　環境保全課

〒581-0017　大阪府八尾市高美町5-2-2
電話：072-924-3841（直通）
FAX：072-924-0182
メールアドレス：hozen@city.yao.lg.jp

大阪府 寝屋川市 【自治体】寝屋川市
【窓口】寝屋川市　環境部　環境保全課

〒572-0855　大阪府寝屋川市寝屋南一丁目２番１号
電話：072-824-1021
FAX：072-824-1023
メールアドレス：kankyou@city.neyagawa.osaka.jp

大阪府 東大阪市 【自治体】東大阪市
【窓口】東大阪市　環境部　公害対策課

〒577-8521　東大阪市荒本北1-1-1
電話：06-4309-3204（直通）
　　　　06-4309-3829（環境部共通）
メールアドレス：kogaitaisaku@city.higashiosaka.lg.jp

大阪府 池田市 【自治体】池田市
【窓口】池田市　市民活力部　広域環境保全課

〒563-8666　大阪府池田市城南１丁目１－１
池田市市民活力部広域環境保全課(池田市市民活力部環境政策課
内）
電話：072-754-6647
FAX：072-752-6680
メールアドレス：kankyo@city.ikeda.osaka.jp

大阪府 箕面市 【自治体】箕面市
【窓口】箕面市　みどりまちづくり部　広域環境保全課

〒563-8666　大阪府池田市城南１丁目１－１
箕面市みどりまちづくり部広域環境保全課（池田市市民活力部環境政策
課内）
電話：072-754-6647
FAX：072-752-6680
メールアドレス：kankyo@city.ikeda.osaka.jp

大阪府 豊能町 【自治体】豊能町
【窓口】豊能町　住民部　広域環境保全課

〒563-8666　大阪府池田市城南１丁目１－１
豊能町住民部広域環境保全課(池田市市民活力部環境政策課内）
電話：072-754-6647
FAX：072-752-6680
メールアドレス：kankyo@city.ikeda.osaka.jp

大阪府 能勢町 【自治体】能勢町
【窓口】能勢町　産業建設部　広域環境保全課

〒563-8666　大阪府池田市城南１丁目１－１
能勢町産業建設部広域環境保全課(池田市市民活力部環境政策課
内）
電話：072-754-6647
FAX：072-752-6680
メールアドレス：kankyo@city.ikeda.osaka.jp

大阪府 茨木市 【自治体】茨木市
【窓口】茨木市　産業環境部　環境政策課

〒567-8505　大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
電話：(072)622-8121（代）
FAX：(072)627-0289
メールアドレス：kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp

大阪府 松原市 【自治体】松原市
【窓口】松原市　市民生活部　環境予防課　環境保全係

〒580-8501　大阪府松原市阿保1-1-1
電話：072-334-1550（代表）



大阪府 富田林市 【自治体】富田林市
【窓口】富田林市　市民人権部　環境衛生課

〒584-8511　富田林市常盤町１番１号
電話：0721-25-1000(代表）

大阪府 河内長野市
【自治体】河内長野市
【窓口】河内長野市　環境経済部　環境政策課　環境保全
係

〒586-8501　河内長野市原町一丁目１番１号
電話：0721-53-1111(代表)

大阪府 大阪狭山市 【自治体】大阪狭山市
【窓口】大阪狭山市　市民生活部　生活環境グループ

〒589-8501　大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
電話：072-366-0011(代表)

大阪府 太子町 【自治体】太子町
【窓口】太子町　まちづくり推進部　環境農林課

〒583-8580　南河内郡太子町大字山田88番地
電話：0721-98-5522

大阪府 河南町 【自治体】河南町
【窓口】河南町　まち創造部　都市環境課　美しいまち係

〒585-8585　南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話：0721-93-2500(代表)

大阪府 千早赤阪村 【自治体】千早赤阪村
【窓口】千早赤阪村　住民課

〒585-8501　南河内郡千早赤阪村水分180
電話：0721-72-0081(代表)

大阪府 泉大津市、忠岡町 【自治体】泉大津市
【窓口】泉大津市　都市政策部　環境課

〒595-8686大阪府泉大津市東雲町9-12
電話：0725-33-1131
FAX：0725-22-6040
メールアドレス：k-suishin@city.izumiotsu.osaka.jp

大阪府 貝塚市 【自治体】貝塚市
【窓口】貝塚市　都市整備部　環境衛生課

〒597-8585　大阪府貝塚市畠中1-17-1
電話：072-433-7186
FAX：072-433-7511
メールアドレス：kankyo@city.kaizuka.lg.jp

大阪府 阪南市 【自治体】阪南市
【窓口】阪南市　市民部　生活環境課

大阪府阪南市尾崎町35-1
電話：072-471-5678
メールアドレス：seikanhozen@city.hannan.lg.jp

大阪府 泉佐野市 【自治体】泉佐野市
【窓口】泉佐野市　生活産業部　環境衛生課

〒598-8550　大阪府泉佐野市市場東1丁目１－１
泉佐野市役所　生活産業部　環境衛生課
電話：072-463-1212
FAX：072-464-9314
メールアドレス：kankyou2@city.izumisano.lg.jp

大阪府 岸和田市 【自治体】岸和田市
【窓口】岸和田市　市民環境部　環境保全課

〒596-0825　大阪府岸和田市土生町２-４-30
電話：072-423-9462
FAX：072-436-0418
メールアドレス：kankyo@city.kishiwada.osaka.jp

兵庫県 芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、
三田市、猪名川町

【自治体】兵庫県
【窓口】兵庫県　阪神北県民局　県民交流室　環境課

〒665-8567　宝塚市旭町2-4-15
電話：0797-83-3101（代）

兵庫県 高砂市、稲美町、播磨町 【自治体】兵庫県
【窓口】兵庫県　東播磨県民局　地域振興室　環境課

〒675-8566　加古川市加古川町寺家町天神木97-1
電話：079-421-1101（代）

兵庫県 西脇市、三木市、小野市、加西市、
加東市、多可町

【自治体】兵庫県
【窓口】兵庫県　北播磨県民局　県民交流室　環境課

〒673-1431　加東市社字西柿1075-2
電話：0795-42-5111（代）

兵庫県
神河町、市川町、福崎町、相生市、
たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、

上郡町、佐用町

【自治体】兵庫県
【窓口】兵庫県　西播磨県民局　県民交流室　環境課

〒678-1205　赤穂郡上郡町光都2-25
電話：0791-58-2100（代）

兵庫県 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、
新温泉町

【自治体】兵庫県
【窓口】兵庫県　但馬県民局　地域政策室　環境課

〒668-0025　豊岡市幸町7-11
電話：0796-23-1001（代）

兵庫県 丹波篠山市、丹波市 【自治体】兵庫県
【窓口】兵庫県　丹波県民局　県民交流室　環境課

〒669-3309　丹波市柏原町柏原688
電話：0795-72-0500（代）

兵庫県 洲本市、南あわじ市、淡路市 【自治体】兵庫県
【窓口】兵庫県　淡路県民局　交流渦潮室　環境課

〒656-0021　洲本市塩屋2-4-5
電話：0799-22-3541（代）

兵庫県 神戸市 【自治体】神戸市
【窓口】神戸市　環境局　環境保全課

〒651-0086　神戸市中央区磯上通７－１－５三宮プラザEAST2階
電話：078-595-6222
FAX：078-595-6256
メールアドレス：kankyo̲sidou̲kouji@office.city.kobe.lg.jp

兵庫県 姫路市 【自治体】姫路市
【窓口】姫路市　環境局　環境政策室

〒670-8501　姫路市安田四丁目1番地
電話：079-221-2463
FAX：079-221-2469
メールアドレス：kankyoho@city.himeji.lg.jp

兵庫県 尼崎市 【自治体】尼崎市
【窓口】尼崎市　経済環境局　環境部　環境保全課

〒660-8501　兵庫県尼崎市東七松町1-23-1
電話：06-6489-6305
FAX：06-6489-6300
メールアドレス：ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp

兵庫県 明石市 【自治体】明石市
【窓口】明石市　市民生活局　環境室　環境保全課

〒674-0053明石市大久保町松陰1131明石クリーセンター2F
電話：078-918-5030
FAX：078-918-5107
メールアドレス：taiki@city.akashi.lg.jp

【お問い合わせは以下連絡先にお願いします】
河内長野市　環境経済部　環境政策課　環境保
全係
0721-53-1111(代表)



兵庫県 西宮市 【自治体】西宮市
【窓口】西宮市　環境局　環境総括室　環境保全課

〒662-8567　兵庫県西宮市六湛寺町10－３（本庁舎８階）
電話：0798-35-3802
FAX：0798-23-8164
メールアドレス：kankansi@nishi.or.jp

兵庫県 加古川市 【自治体】加古川市
【窓口】加古川市　環境部　環境保全課　環境保全係

〒675-8501　兵庫県加古川市加古川町北在家2000番地
電話：079-427-9201
FAX：079-422-9569
メールアドレス：kan̲hozen@city.kakogawa.lg.jp

奈良県

大和高田市、大和郡山市、天理市、
橿原市、桜井市、五條市、御所市、
生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、
山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、川西町、三宅町、田原本町、
曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、
上牧町、王寺町、広陵町、河合町、
吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、

天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、
上北山村、川上村、東吉野村

【自治体】奈良県
【窓口】奈良県　水循環・森林・景観環境部　景観・環境総
合センター

〒633-0062　奈良県桜井市粟殿1000
電話：0744-47-3805
FAX：0744-43-3416

【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。】
〒630-8501　奈良県奈良市登大路町30
奈良県　水循環・森林・景観環境部　環境政策課
電話：0742-27-8734
FAX：0742-22-1668

奈良県 奈良市 【自治体】奈良市
【窓口】奈良市　健康医療部　保健所　保健・環境検査課

〒630-8122奈良市三条本町13-1
電話：0742-93-8477
FAX：0742-34-2483
メールアドレス：hoken-kankyokensa@city.nara.lg.jp

和歌山県 海南市、紀美野町 【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県　海南保健所　衛生環境課

〒642-0022　海南市大野中939
電話：073-483-8825
FAX：073-482-3786

和歌山県 岩出市、紀の川市 【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県和歌山県　岩出保健所　衛生環境課

〒649-6223　岩出市高塚209
電話：0736-61-0048
FAX：0736-62-8720

和歌山県 橋本市、かつらぎ町、高野町、九度山町 【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県和歌山県　橋本保健所　衛生環境課

〒649-7203　橋本市高野口町名古曽927
電話：0736-42-5443
FAX：0736-42-5466

和歌山県 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県和歌山県　湯浅保健所　衛生環境課

〒643-0004　有田郡湯浅町湯浅2355-1
電話：0737-64-1293
FAX：0737-64-1290

和歌山県 御坊市、日高町、日高川町、由良町、
美浜町、印南町

【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県和歌山県　御坊保健所　衛生環境課

〒644-0011　御坊市湯川町財部859-2
電話：0738-24-3617
FAX：0738-22-8751

和歌山県 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、
すさみ町

【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県和歌山県　田辺保健所　衛生環境課

〒646-8580　田辺市朝日ヶ丘23-1
電話：0739-22-4115
FAX：0739-26-7935

和歌山県 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県　新宮保健所　衛生環境課

〒647-8551　新宮市緑ヶ丘2-4-8
電話：0735-21-9631
FAX：0735-22-6225

和歌山県 古座川町、串本町 【自治体】和歌山県
【窓口】和歌山県　新宮保健所　串本支所　保健環境課

〒649-4122　東牟婁郡串本町西向193
電話：0735-72-0525
FAX：0735-72-2739

和歌山県 和歌山市 【自治体】和歌山市
【窓口】和歌山市　市民環境局　環境部　環境政策課

〒640-8511　和歌山市七番丁２３番地
電話：073-435-1114
FAX：073-435-1366
メールアドレス：kankyoseisaku@city.wakayama.lg.jp


