
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

鳥取県 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、
北栄町

【自治体】鳥取県
【窓口】鳥取県　中部総合事務所　環境建築局　環境・循
環推進課

〒682-0802　鳥取県倉吉市東巌城町２
電話：0858-23-3279
FAX：0858-23-3266
メールアドレス：cyubu-kankyo@pref.tottori.lg.jp

鳥取県 米子市、境港市、日吉津村、大山町、
南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

【自治体】鳥取県
【窓口】鳥取県　西部総合事務所　環境建築局　環境・循
環推進課

〒683-0054　鳥取県米子市糀町１丁目160
電話：0859-31-9350
FAX：0859-31-9333
メールアドレス：seibu-kankyo@pref.tottori.lg.jp

鳥取県 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町
【自治体】鳥取市
【窓口】鳥取市　市民生活部　環境局　生活環境課　環境
保全係

〒680-8571　鳥取市幸町71番地
電話：0857-30-8084
FAX：0857-20-3918
メールアドレス：kankyo@city.tottori.lg.jp

島根県 安来市
【自治体】島根県
【窓口】松江市・島根県共同設置　松江保健所　環境保全
課

電話：0852-23-1318
メールアドレス：matsue-hc@pref.shimane.lg.jp

島根県 雲南市、奥出雲町、飯南町 【自治体】島根県
【窓口】島根県　雲南保健所　環境保全課

電話：0854-42-9668
メールアドレス：unnan-hc@pref.shimane.lg.jp

島根県 出雲市 【自治体】島根県
【窓口】島根県　出雲保健所　環境保全課

電話：0853-21-1197
メールアドレス：izumo-hc@pref.shimane.lg.jp

島根県 大田市、川本町、美郷町、邑南町 【自治体】島根県
【窓口】島根県　県央保健所　環境保全課

電話：0854-84-9808
メールアドレス：kenou-hc@pref.shimane.lg.jp

島根県 浜田市、江津市 【自治体】島根県
【窓口】島根県　浜田保健所　環境保全課

電話：0855-29-5559
メールアドレス：hamada-hc@pref.shimane.lg.jp

島根県 益田市、津和野町、吉賀町 【自治体】島根県
【窓口】島根県　益田保健所　環境保全課

電話：0856-31-9553
メールアドレス：masuda-hc@pref.shimane.lg.jp

島根県 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 【自治体】島根県
【窓口】島根県　隠岐支庁　隠岐保健所　環境衛生課

電話：08512-2-9715
メールアドレス：oki-hc@pref.shimane.lg.jp

島根県 松江市 【自治体】松江市
【窓口】松江市　環境エネルギー部　環境対策課

〒690-0826　松江市学園南一丁目20－43
電話：0852－55－5274
FAX：0852－55－5497
メールアドレス：haikibutsu@city.matsue.lg.jp

岡山県 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、
和気町、吉備中央町

【自治体】岡山県
【窓口】岡山県　備前県民局　地域政策部　環境課

〒700-8604　岡山県岡山市北区弓之町6-1
電話：086-233-9806
FAX：086-234-4424

岡山県 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、
新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

【自治体】岡山県
【窓口】岡山県　備中県民局　地域政策部　環境課

〒710-8530　岡山県倉敷市羽島1083
電話：086-434-7066
FAX：086-425-2156

岡山県
真庭市、新庄村、津山市、鏡野町、
久米南町、美咲町、美作市、勝央町、

奈義町、西粟倉村

【自治体】岡山県
【窓口】岡山県　美作県民局　地域政策部　環境課

〒708-8506　岡山県津山市山下53
電話：0868-23-1227
FAX：0868-23-8890

岡山県 岡山市 【自治体】岡山市
【窓口】岡山市　環境局　環境部　環境保全課

〒700-8554　岡山県岡山市北区大供一丁目2番3号
電話：086-803-1280
FAX：086-803-1887
メールアドレス：kankyouhozen@city.okayama.lg.jp

岡山県 倉敷市
【自治体】倉敷市
【窓口】倉敷市　環境リサイクル局　環境政策部　環境政策
課

〒710-8565　岡山県倉敷市西中新田640
電話：086-426-3391
FAX：086-426-6050
メールアドレス：eptc@city.kurashiki.okayama.jp

広島県 大竹市、廿日市市 【自治体】広島県
【窓口】広島県　西部厚生環境事務所　環境管理課

〒738-0004　廿日市市桜尾二丁目２ー26
電話：0829-32-1181（代表）

広島県 安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、
坂町、安芸太田町、北広島町

【自治体】広島県
【窓口】広島県　西部厚生環境事務所　広島支所　衛生環
境課

〒730-0011　広島市中区基町10－52
電話：082-228-2111（代表）

広島県 江田島市
【自治体】広島県
【窓口】広島県　西部厚生環境事務所　呉支所　衛生環境
課

〒737-0811　呉市西中央一丁目３－25
電話：0823-22-5400（代表）

広島県 竹原市、大崎上島町 【自治体】広島県
【窓口】広島県　西部東厚生環境事務所　環境管理課

〒739-0014　東広島市西条昭和町13－10
電話：082-422-6911（代表）

広島県 三原市、尾道市、世羅町 【自治体】広島県
【窓口】広島県　東部厚生環境事務所　環境管理課

〒722-0002　尾道市古浜町26－12
電話：0848-25-2011（代表）

広島県 府中市、神石高原町
【自治体】広島県
【窓口】広島県　東部厚生環境事務所　福山支所　衛生環
境課

〒720-8511　福山市三吉町一丁目１－１
電話：084-921-1311（代表）



広島県 三次市 【自治体】広島県
【窓口】三次市　市民部　環境政策課

〒728-8501　三次市十日市中二丁目８ー１
電話：0824-62-6136

広島県 庄原市 【自治体】広島県
【窓口】庄原市　環境建設部　環境政策課

〒727-0003　庄原市是松町20－25
電話：0824-72-1398

広島県 東広島市 【自治体】広島県
【窓口】東広島市　生活環境部　環境先進都市推進課

〒739-8601　東広島市西条栄町８－29
電話：082-420-0928

広島県 広島市 【自治体】広島市
【窓口】広島市　環境局　環境保全課

〒730-8586　広島市中区国泰寺町１丁目６番34号
電話：082-504-2187
FAX：082-504-2229
メールアドレス：ka-hozen@city.hiroshima.lg.jp

広島県 呉市 【自治体】呉市
【窓口】呉市　環境部　環境試験センター

〒737-0023　広島県呉市青山町５－３
電話：０８２３－２５－３５５１
FAX：０８２３－２５－９７５２
メールアドレス：kansiken@city.kure.lg.jp

広島県 福山市 【自治体】福山市
【窓口】福山市　経済環境局　環境部　環境保全課

〒720-8501　広島県福山市東桜町3番5号
電話：084-928-1072
FAX：084-927-7021
メールアドレス：kankyou-hozen@city.fukuyama.hiroshima.jp

山口県 岩国市、和木町 【自治体】山口県
【窓口】山口県　岩国健康福祉センター

〒740-0016　山口県岩国市三笠町一丁目１－１
電話：(0827)29-1528
FAX：(0827)29-1594
メールアドレス：a132141@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県 柳井市、周防大島町、田布施町、平生町、
上関町

【自治体】山口県
【窓口】山口県　柳井健康福祉センター

〒742-0031　山口県柳井市南町三丁目９-３
電話：(0820)22-3631
FAX：(0820)22-7286
メールアドレス：a132161@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県 周南市、下松市、光市 【自治体】山口県
【窓口】山口県　周南健康福祉センター

〒745-0004　山口県周南市毛利町二丁目３８
電話：(0834)33-6428
FAX：(0834)33-6510
メールアドレス：a132171@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県 山口市、防府市 【自治体】山口県
【窓口】山口県　山口健康福祉センター

〒753-8588　山口県山口市吉敷下東三丁目１－１
電話：(083)934-2536
FAX：(083)934-2527
メールアドレス：a132191@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県 宇部市、山陽小野田市、美祢市 【自治体】山口県
【窓口】山口県　宇部健康福祉センター

〒755-0033　山口県宇部市琴芝町一丁目１－５０
電話：(0836)39-9864
FAX：(0836)34-4121
メールアドレス：a132201@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県 長門市 【自治体】山口県
【窓口】山口県　長門健康福祉センター

〒759-4101　山口県長門市東深川１３４４－１
電話：(0837)22-2811
FAX：(0837)22-6363
メールアドレス：a132251@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県 萩市、阿武町 【自治体】山口県
【窓口】山口県　萩健康福祉センター

〒758-0041　山口県萩市江向河添沖田５３１－１
電話：(0838)25-2666
FAX：(0838)26-0696
メールアドレス：a132261@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県 下関市 【自治体】下関市
【窓口】下関市　環境部　環境政策課

〒751-0847　下関市古屋町1丁目18-1
電話：083-252-7151
FAX：083-252-1329
メールアドレス：kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

徳島県

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、
阿波市、勝浦町、上勝町、松茂町、
北島町、藍住町、板野町、上板町、
佐那河内村、石井町、神山町

【自治体】徳島県
【窓口】徳島県　危機管理環境部　環境管理課

〒770-8570　徳島県徳島市万代町1丁目1番地
電話：088-621-2271
FAX：088-621-2847
メールアドレス：kankyoukanrika@pref.tokushima.jp

徳島県 阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
【自治体】徳島県
【窓口】徳島県　南部総合県民局　保健福祉環境部　環境
担当

〒774-0011　徳島県阿南市領家町野神319
電話：0884-28-9858
FAX：0884-22-6404
メールアドレス：nanbu̲hfk̲a@pref.tokushima.jp

徳島県 美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町
【自治体】徳島県
【窓口】徳島県　西部総合県民局　保健福祉環境部　環境
担当

〒779-3602　徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話：0883-53-2065
FAX：0883-53-2082
メールアドレス：seibu̲hfk̲mm@pref.tokushima.jp



香川県 （県との協定締結事業所） 【自治体】香川県
【窓口】香川県　環境森林部　環境管理課

〒760-8570　高松市番町四丁目1番10号
電話：087-832-3219

香川県 さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 【自治体】香川県
【窓口】香川県　東讃保健福祉事務所　環境管理室

〒769-2401　さぬき市津田町930番地2
電話：0879-29-8268

香川県 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾川町、
宇多津町、多度津町、琴平町、まんのう町

【自治体】香川県
【窓口】香川県　中讃保健福祉事務所　環境管理室

〒763-0082　丸亀市土器町東八丁目526
電話：0877-24-9966

香川県 観音寺市、三豊市 【自治体】香川県
【窓口】香川県　西讃保健福祉事務所　環境管理室

〒768-0067　観音寺市坂本町七丁目3番18号
電話：0875-25-6431

香川県 小豆島町、土庄町 【自治体】香川県
【窓口】香川県　小豆総合事務所　環境森林課

〒761-4121　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
電話：0879-62-2731

香川県 高松市 【自治体】高松市
【窓口】高松市　環境局　環境指導課

〒760-0080　香川県高松市木太町2282-1
電話：087-834-5755
FAX：087-837-1458
メールアドレス：hai̲si@city.takamatsu.lg.jp

愛媛県 四国中央市 【自治体】愛媛県
【窓口】愛媛県　四国中央保健所

〒799-0404　愛媛県四国中央市三島宮川4-6-55
電話：0896-23-3360
FAX：0896-28-1043
メールアドレス：shikoku-hoken@pref.ehime.lg.jp

愛媛県 新居浜市、西条市 【自治体】愛媛県
【窓口】愛媛県　西条保健所

〒793-8516　愛媛県西条市喜多川796-1
電話：0897-56-1300
FAX：0897-56-6713
メールアドレス：tou-kankyo@pref.ehime.lg.jp

愛媛県 今治市、上島町 【自治体】愛媛県
【窓口】愛媛県　今治保健所

〒794-8502　愛媛県今治市旭町1-4-9
電話：0898-23-2500
FAX：0898-23-2531
メールアドレス：ima-kankyo@pref.ehime.lg.jp

愛媛県 伊予市、東温市、久万高原町、松前町、
砥部町

【自治体】愛媛県
【窓口】愛媛県　中予保健所

〒790-8502　愛媛県松山市北持田町132
電話：089-941-1111
FAX：089-909-8392
メールアドレス：chu-kankyo@pref.ehime.lg.jp

愛媛県 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、
伊方町

【自治体】愛媛県
【窓口】愛媛県　八幡浜保健所

〒796-0048　愛媛県八幡浜市北浜1-3-37
電話：0894-22-4111
FAX：0894-22-0631
メールアドレス：yaw-kankyo@pref.ehime.lg.jp

愛媛県 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 【自治体】愛媛県
【窓口】愛媛県　宇和島保健所

〒798-8511　愛媛県宇和島市天神町7-1
電話：0895-22-5211
FAX：0895-24-6806
メールアドレス：nan-kankyo@pref.ehime.lg.jp

愛媛県 松山市 【自治体】松山市
【窓口】松山市　環境部　環境指導課

790-8571　愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話：089-948-6442
FAX：089-934-1812
メールアドレス：kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

高知県 安芸市、室戸市、東洋町、奈半利町、
田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村

【自治体】高知県
【窓口】高知県　安芸福祉保健所 電話：0887-34-3173

高知県 南国市、香南市、香美市、本山町、
大豊町、土佐町、大川村

【自治体】高知県
【窓口】高知県　中央東福祉保健所 電話：0887-52-0004

高知県 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、
越知町、日高村

【自治体】高知県
【窓口】高知県　中央西福祉保健所 電話：0889-22-1286

高知県 須崎市、梼原町、津野町、中土佐町、
四万十町

【自治体】高知県
【窓口】高知県　須崎福祉保健所 電話：0889-42-1999

高知県 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、
三原村、黒潮町

【自治体】高知県
【窓口】高知県　幡多福祉保健所 電話：0880-34-0085

高知県 高知市 【自治体】高知市
【窓口】高知市　環境部　環境保全課

〒780-8571　高知市本町5丁目1-45
電話：088-823-9471（直通）
FAX：088-823-2057
メールアドレス：kc-181300@city.kochi.lg.jp

【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。】
高知県庁林業振興・環境部環境対策課
高知県高知市丸ノ内一丁目７番52号
電話：088-821-4524
FAX：088-821-4520
メールアドレス：030801＠ken.pref.kochi.lg.jp


