
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

福岡県
・事前調査結果の報告について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県　環境部　環境保全課

〒812-8577　福岡市博多区東公園７番７号
電話：092-643-3360
FAX：092-643-3357

福岡県

・筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂
川市
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県筑紫保健福祉環境事務所　環境指導課

〒816-0943　福岡県大野城市白木原３－５－２５
電話：092-513-5612

福岡県

・古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久
山町、粕屋町
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】宗像・遠賀保健福祉環境事務所　環境指導課　環
境指導第一係

〒811-3436　福岡県宗像市東郷１－２－１
電話：0940-36-6322

福岡県

・中間市、宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠
賀町
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】宗像・遠賀保健福祉環境事務所　環境指導課　環
境指導第二係

〒811-3436　福岡県宗像市東郷１－２－１
電話：0940-36-6322

福岡県

・直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所　環境指導
課　環境指導第一係

〒820-0004　福岡県飯塚市新立岩８－１
電話：0948-21-4812

福岡県

・飯塚市、嘉麻市、桂川町
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所　環境指導
課　環境指導第二係

〒820-0004　福岡県飯塚市新立岩８－１
電話：0948-21-4813

福岡県

・田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福
智町、赤村
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所　環境指導
課　環境指導第三係

〒820-0004　福岡県飯塚市新立岩８－１
電話：0948-21-4814

福岡県

・小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県北筑後保健福祉環境事務所　環境課環境
指導係（久留米分庁舎）

〒839-0861　久留米市合川町１６４２－１
電話：0942-30-1058

福岡県

・柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広
川町
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県南筑後保健福祉環境事務所　環境指導課
（八女分庁舎）

〒834-0063　福岡県八女市本村字深町２５
電話：0943-22-6964

福岡県

・行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築
上町
における特定粉じん排出等作業の届出について
【自治体】福岡県
【窓口】福岡県京築保健福祉環境事務所　環境課環境指
導係

〒824-0005　福岡県行橋市中央１－２－１
電話：0930-23-2380

福岡県 北九州市 【自治体】北九州市
【窓口】北九州市　環境局　環境監視部　環境監視課

〒803-8501　福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
電話：093-582-2290

福岡県 福岡市 【自治体】福岡市
【窓口】福岡市　環境局　環境監理部　環境保全課

〒810-8620　福岡市中央区天神１－８－１
電話：092-733-5386
FAX：092-733-5592
メールアドレス：k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp

福岡県 久留米市 【自治体】久留米市
【窓口】久留米市　環境部　環境保全課

福岡県久留米市荘島町375番地
電話：0942-30-9043
FAX：0942-30-9715
メールアドレス：kanhozen@city.kurume.fukuoka.jp

福岡県 大牟田市 【自治体】大牟田市
【窓口】大牟田市　環境部　環境保全課

〒836-8666　大牟田市有明町2丁目3番地
電話：0944-41-2721
FAX：0944-41-2722
メールアドレス：e-kankyouhozen01@city.omuta.fukuoka.jp

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
糸島市、那珂川市、古賀市、宇美町、
篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、
久山町、粕屋町、中間市、宗像市、
福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、
遠賀町、直方市、宮若市、鞍手町、
小竹町、飯塚市、嘉麻市、桂川町、

田川市、福智町、糸田町、赤村、香春町、
大任町、川崎町、添田町、小郡市、
うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、
大刀洗町、柳川市、八女市、筑後市、
大川市、みやま市、大木町、広川町、
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、

吉富町、上毛町、築上町



佐賀県 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、
吉野ヶ里町

【自治体】佐賀県
【窓口】佐賀県　佐賀中部保健福祉事務所　環境保全課

〒849-8585　佐賀市八丁畷町1-20
電話：0952-30-1907
FAX：0952-33-4632
メールアドレス：chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp

佐賀県 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 【自治体】佐賀県
【窓口】佐賀県　鳥栖保健福祉事務所　環境保全課

〒841-0051　鳥栖市元町1234-1
電話：0942-83-6820
FAX：0942-84-1849
メールアドレス：tosuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp

佐賀県 唐津市、玄海町 【自治体】佐賀県
【窓口】佐賀県　唐津保健福祉事務所　環境保全課

〒847-0012　唐津市大名小路3-1
電話：0955-73-1179
FAX：0955-75-1176
メールアドレス：karatsuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp

佐賀県 伊万里市、有田町 【自治体】佐賀県
【窓口】佐賀県　伊万里保健福祉事務所　環境保全課

〒848-0041　伊万里市新天町122-4
電話：0955-23-2103
FAX：0955-22-3853
メールアドレス：imarihokenfukushi@pref.saga.lg.jp

佐賀県 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、
江北町、白石町、太良町

【自治体】佐賀県
【窓口】佐賀県　杵藤保健福祉事務所　環境保全課

〒843-0023　武雄市武雄町昭和265
電話：0954-23-3506
FAX：0954-22-4573
メールアドレス：kitouhokenfukushi@pref.saga.lg.jp

長崎県 西海市、長与町、時津町 【自治体】長崎県
【窓口】　長崎県　西彼保健所　衛生環境課

〒852-8061　長崎県長崎市滑石1-9-5
電話：095-856-5022
メールアドレス：s28320@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、
波佐見町

【自治体】長崎県
【窓口】長崎県　県央保健所　衛生環境課

〒854-0081　長崎県諫早市栄田町26-49
電話：0957-26-3305
メールアドレス：s34350@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 島原市、雲仙市、南島原市 【自治体】長崎県
【窓口】長崎県　県南保健所　衛生環境課

〒855-0043　長崎県島原市新田町347-9
電話：0957-62-3288
メールアドレス：s11620@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 平戸市、松浦市、佐々町 【自治体】長崎県
【窓口】長崎県　県北保健所　衛生環境課

〒859-4807　長崎県平戸市田平町里免1126-1
電話：0950-57-3933
メールアドレス：s10920@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 五島市 【自治体】長崎県
【窓口】長崎県　五島保健所　衛生環境課

〒853-0007　長崎県五島市福江町7-2
電話：0959-72-3125
メールアドレス：s12420@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 小値賀町、新上五島町 【自治体】長崎県
【窓口】長崎県　上五島保健所　衛生環境課

〒857-4211　長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
電話：0959-42-1121
メールアドレス：s12620@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 壱岐市 【自治体】長崎県
【窓口】長崎県　壱岐保健所　衛生環境課

〒811-5133　長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
電話：0920-47-0260
メールアドレス：s13420@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 対馬市 【自治体】長崎県
【窓口】長崎県　対馬保健所　衛生環境課

〒817-0011　長崎県対馬市厳原町宮谷224
電話：0920-52-0166
メールアドレス：s14520@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県 長崎市 【自治体】長崎市
【窓口】長崎市　環境部　環境政策課

〒850-0031　長崎県長崎市桜町6-3
電話：095-829-1156
FAX：095-829-1218
メールアドレス：kankyo@city.nagasaki.lg.jp

長崎県 佐世保市 【自治体】佐世保市
【窓口】佐世保市　環境部　環境保全課

〒857-0851　長崎県佐世保市稲荷町1-8
電話：0956-26-1787
FAX：0956-34-4477
メールアドレス：kanhoz@city.sasebo.lg.jp

熊本県 荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、
南関町、長洲町

【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　有明保健所

〒865-0016　玉名市岩崎1004－1
電話：0968-72-2184
FAX：0968-74-1721

熊本県 山鹿市 【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　山鹿保健所

〒861-0501　山鹿市山鹿465-2
電話：0968-44-4121
FAX：0968-44-4123

熊本県 菊池市、合志市、大津町、菊陽町 【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　菊池保健所

〒861-1331　菊池市隈府1272－10
電話：0968-25-4156
FAX：0968-25-5457

熊本県 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、
高森町、西原村、南阿蘇村

【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　阿蘇保健所

〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地2402熊本県阿蘇総合庁舎1階
電話：0967-24-9030
FAX：0967-24-9031

熊本県 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　御船保健所

〒861-3206　上益城郡御船町辺田見400
電話：096-282-0016
FAX：096-282-3117



熊本県 宇土市、宇城市、美里町 【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　宇城保健所

〒869-0532　宇城市松橋町久具400－1
電話：0964-32-1147
FAX：0964-32-2426

熊本県 八代市、氷川町 【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　八代保健所

〒866-8555　八代市西片町1660
電話：0965-32-6121
FAX：0965-33-6321

熊本県 水俣市、芦北町、津奈木町 【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　水俣保健所

〒867-0061　水俣市八幡町2-2-13
電話：0966-63-4104
FAX：0966-63-3289

熊本県
人吉市、錦町、多良木町、湯前町、
水上村、相良村、五木村、山江村、

球磨村、あさぎり町

【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　人吉保健所

〒868-0072　人吉市西間下町86-1熊本県球磨総合庁舎2階
電話：0966-22-3107
FAX：0966-22-4392

熊本県 天草市、上天草市、苓北町 【自治体】熊本県
【窓口】熊本県　天草保健所

〒863-0013　天草市今釜新町3530
電話：0969-23-0299
FAX：0969-22-0455

熊本県 熊本市 【自治体】熊本市
【窓口】熊本市　環境局　環境推進部　環境政策課

〒860-8601　熊本県熊本市中央区手取本町1番1号
電話：096-328-2427
FAX：096-359-9945
メールアドレス：kankyouseisaku@city.kumamoto.lg.jp

大分県
・事前調査結果の報告について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　生活環境部　環境保全課　大気保全班

〒870-8501　大分市大手町3丁目1番1号
電話：097-506-3114
FAX：097-506-1747
メールアドレス：a13350@pref.oita.lg.jp

大分県

・工場（大分市内を除く）に係るの特定粉じん排出等作業
の届出について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　生活環境部　環境保全課　大気保全班

〒870-8501　大分市大手町3丁目1番1号
電話：097-506-3114
FAX：097-506-1747
メールアドレス：a13350@pref.oita.lg.jp

大分県

・別府市、杵築市、日出町の事業場における特定粉じん排
出等作業の届出について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　東部保健所

〒874-0840　別府市大字鶴見字下田井14-1
電話：0977-67-2511
FAX：0977-67-2512
メールアドレス：a12080@pref.oita.lg.jp

大分県

・国東市、姫島村の事業場の事業場における特定粉じん排
出等作業の届出について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　東部保健所国東保健部

〒873-0504　国東市国東町安国寺786-1
電話：0978-72-1127
FAX：0978-72-3073
メールアドレス：a12082@pref.oita.lg.jp

大分県

・臼杵市、津久見市の事業場における特定粉じん排出等作
業の届出について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　中部保健所

〒875-0041　臼杵市大字臼杵字洲崎72-34
電話：0972-62-9171
FAX：0972-62-9173
メールアドレス：a12083@pref.oita.lg.jp

大分県

・由布市の事業場における特定粉じん排出等作業の届出に
ついて
【自治体】大分県
【窓口】大分県　中部保健所由布保健部、

〒879-5421　由布市庄内町柿原337-2
電話：097-582-0660
FAX：097-582-0691
メールアドレス：a12084@pref.oita.lg.jp

大分県

・佐伯市の事業場における特定粉じん排出等作業の届出に
ついて
【自治体】大分県
【窓口】大分県　南部保健所

〒876-0844　佐伯市向島1-4-1
電話：0972-22-0562
FAX：0972-25-0206
メールアドレス：a12085@pref.oita.lg.jp

大分県

・竹田市、豊後大野市の事業場における特定粉じん排出等
作業の届出について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　豊肥保健所

〒879-7131　豊後大野市三重町市場934番地2
電話：0974-22-0162
FAX：0974-22-7580
メールアドレス：a12086@pref.oita.lg.jp

大分県

・日田市、九重町、玖珠町の事業場における特定粉じん排
出等作業の届出について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　西部保健所

〒877-0025　日田市田島2-2-5
電話：0973-23-3133
FAX：0973-23-3136
メールアドレス：a12087@pref.oita.lg.jp

大分県

・中津市、宇佐市の事業場における特定粉じん排出等作業
の届出について
【自治体】大分県
【窓口】大分県　北部保健所

〒871-0024　中津市中央町1-10-42
電話：0979-22-2210
FAX：0979-22-2211
メールアドレス：a12089@pref.oita.lg.jp

大分県

・豊後高田市の事業場における特定粉じん排出等作業の届
出について
【大分県】
【窓口】大分県　北部保健所豊後高田保健部、

〒879-0621　豊後高田市是永町39
電話：0978-22-3165
FAX：0978-22-2684
メールアドレス：a12091@pref.oita.lg.jp

大分県 大分市 【自治体】大分市
【窓口】大分市　環境部　環境対策課　大気・騒音担当班

〒870-8504　大分県大分市荷揚町2番31号
電話：097-537-5748
FAX：097-538-3302
メールアドレス：kantai2@city.oita.oita.jp

別府市、杵築市、日出町、国東市、
姫島村、臼杵市、津久見市、由布市、
佐伯市、竹田市、豊後大野市、日田市、
九重町、　玖珠町、中津市、宇佐市、

豊後高田市



宮崎県

都城市、延岡市、日南市、小林市、
日向市、串間市、西都市、えびの市、

三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、
新富町、西米良村、木城町、川南町、
都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、

美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

【自治体】宮崎県
【窓口】宮崎県　環境森林部　環境管理課

〒880-8501　宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
環境森林部　環境管理課　大気・化学物質担当
電話：0985-26-7085

宮崎県 宮崎市 【自治体】宮崎市
【窓口】宮崎市　環境部　環境指導課

880-8505　宮崎市橘通西一丁目１番１号
電話：（0985）21-1763
FAX：（0985）28-2235
メールアドレス：09sisetu@city.miyazaki.miyazaki.jp

鹿児島県

鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、
指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、
日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、
南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、
伊佐市、姶良市、三島村、十島村、
さつま町、長島町、湧水町、大崎町、
東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、
中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、
宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、
徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、

知名町、与論町

【自治体】鹿児島県
【窓口】鹿児島県　環境林務部　環境保全課

〒890－8577　鹿児島市鴨池新町10番1号
電話：099－286－2627
FAX：099－286－5548
メールアドレス：taiki@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県 鹿児島市 【自治体】鹿児島市
【窓口】鹿児島市　環境局　環境部　環境保全課

〒892-8677　鹿児島県鹿児島市山下町11-1
電話：099-216-1297
FAX：099-216-1292
メールアドレス：kanho-hozen@city.kagoshima.lg.jp

沖縄県
国頭村、大宜味村、東村、名護市、

今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、
伊是名村

【自治体】沖縄県
【窓口】沖縄県　保健医療部　北部保健所

〒905-0017　沖縄県名護市大中2-13-1
電話：0980-52-2636（生活環境班）
FAX：0980-53-2505
メールアドレス：xx090230@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県
恩納村、宜野座村、金武町、うるま市、
沖縄市、読谷村、嘉手納町、北谷町、
北中城村、中城村、宜野湾市

【自治体】沖縄県
【窓口】沖縄県　保健医療部　中部保健所

〒904-2155　沖縄県沖縄市美原1-6-28
電話：098-989-6610（環境保全班）
FAX：098-938-9779
メールアドレス：xx090240@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県

浦添市、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、
粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村、
豊見城市、南風原町、南城市、与那原町、

八重瀬町、糸満市、西原町

【自治体】沖縄県
【窓口】沖縄県　保健医療部　南部保健所

〒901-1104　沖縄県南風原町字宮平212
電話：098-889-6846（環境保全班）
FAX：098-888-1348
メールアドレス：xx090250@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県 宮古島市、多良間村 【自治体】沖縄県
【窓口】沖縄県　保健医療部　宮古保健所

〒906-0007　沖縄県宮古島市平良東仲宗根476
電話：0980-72-3501（生活環境班）
FAX：0980-72-8446
メールアドレス：　xx090260@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県 石垣市、竹富町、与那国町 【自治体】沖縄県
【窓口】沖縄県　保健医療部　八重山保健所

〒907-0002　沖縄県石垣市真栄里438
電話：0980-82-3243（生活環境班）
FAX：0980-83-0474
メールアドレス：xx090270@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県 那覇市 【自治体】那覇市
【窓口】那覇市　環境保全課

〒900-8585　那覇市泉崎1-1-1
電話：098-951-3229
FAX：098-951-3230
メールアドレス：naha̲k̲khozen001@city.naha.lg.jp


