
（令和４年４月１日現在）

届出内容・所管区域

担当部署名 足利市　生活環境部　環境政策課

郵便番号 326-8601

住所 栃木県足利市本城3-2145

電話番号 0284-20-2152

FAX番号 0284-20-2140

メールアドレス kankyou@city.ashikaga.lg.jp

担当部署名 栃木市　生活環境部　環境課

郵便番号 328-8686

住所 栃木県栃木市万町9-25

電話番号 0282-21-2422

FAX番号 0282-21-2692

メールアドレス kankyou@city.tochigi.lg.jp

担当部署名 佐野市　市民生活部　環境政策課

郵便番号 327-0812

住所 栃木県佐野市町谷町206-13

電話番号 0283-20-3013

FAX番号 0283-22-3593

メールアドレス kankyou@city.sano.lg.jp

担当部署名 鹿沼市　環境部　環境課

郵便番号 322-0045

住所 栃木県鹿沼市上殿町695-7

電話番号 0289-65-1064

FAX番号 0289-65-5766

メールアドレス kankyo@city.kanuma.lg.jp

担当部署名 日光市　市民環境部　環境課

郵便番号 321-1292

住所 栃木県日光市今市本町1

電話番号 0288-21-5152

FAX番号 0288-21-5121

メールアドレス kankyou-seikatsu@city.nikko.lg.jp

担当部署名 小山市　市民生活部　環境課

郵便番号 323-8686

住所 栃木県小山市中央町1-1-1

電話番号 0285-22-9285

FAX番号 0285-22-9897

メールアドレス d-kankyo@city.oyama.tochigi.lg.jp

担当部署名 真岡市　市民生活部　環境課

郵便番号 321-4395

住所 栃木県真岡市荒町5191

電話番号 0285-83-8127

FAX番号 0285-83-8392

メールアドレス kankyou@city.moka.lg.jp

担当部署名 大田原市　市民生活部　生活環境課

郵便番号 324-8641

住所 栃木県大田原市本町1-4-1

電話番号 0287-23-8775

FAX番号 0287-23-8923

メールアドレス seikatsu@city.ohtawara.tochigi.jp

担当部署名 矢板市　市民生活部　くらし安全環境課

佐野市の区域

大気汚染防止法の届出・お問い合わせ窓口情報

＜　栃木県（宇都宮市を除く）　＞

日光市の区域

足利市の区域

栃木市の区域

鹿沼市の区域

小山市の区域

真岡市の区域

大田原市の区域

矢板市の区域
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（令和４年４月１日現在）

届出内容・所管区域

大気汚染防止法の届出・お問い合わせ窓口情報

＜　栃木県（宇都宮市を除く）　＞

郵便番号 329-2192

住所 栃木県矢板市本町5-4

電話番号 0287-43-6755

FAX番号 0287-43-7501

メールアドレス kurashi@city.yaita.lg.jp

担当部署名 那須塩原市　市民生活部　環境課

郵便番号 325-8501

住所 栃木県那須塩原市共墾社108-2

電話番号 0287-62-7141

FAX番号 0287-62-7202

メールアドレス kankyou@city.nasushiobara.lg.jp

担当部署名 さくら市　市民生活部　生活環境課

郵便番号 329-1392

住所 栃木県さくら市氏家2771

電話番号 028-681-1126

FAX番号 028-681-1482

メールアドレス kankyo@city.tochigi-sakura.lg.jp

担当部署名 那須烏山市　まちづくり課

郵便番号 321-0692

住所 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号 0287-83-1120

FAX番号 0287-83-1142

メールアドレス machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp

担当部署名 下野市　市民生活部　環境課

郵便番号 329-0402

住所 栃木県下野市笹原26

電話番号 0285-32-8898

FAX番号 0285-32-8609

メールアドレス kankyou@city.shimotsuke.lg.jp

担当部署名 上三川町　地域生活課

郵便番号 329-0696

住所 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1

電話番号 0285-56-9131

FAX番号 0285-56-6868

メールアドレス seikatsu01@town.kaminokawa.lg.jp

担当部署名 益子町　民生部　環境課

郵便番号 321-4293

住所 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030

電話番号 0285-72-8101

FAX番号 0285-72-6430

メールアドレス kankyou@town.mashiko.lg.jp

担当部署名 茂木町　住民課

郵便番号 321-3598

住所 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155

電話番号 0285-63-5628

FAX番号 0285-63-5600

メールアドレス juuminn@town.motegi.lg.jp

担当部署名 市貝町　町民くらし課

郵便番号 321-3493

茂木町の区域

矢板市の区域

那須塩原市の区域

さくら市の区域

那須烏山市の区域

下野市の区域

上三川町の区域

益子町の区域

市貝町の区域
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（令和４年４月１日現在）

届出内容・所管区域

大気汚染防止法の届出・お問い合わせ窓口情報

＜　栃木県（宇都宮市を除く）　＞

住所 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280

電話番号 0285-68-1114

FAX番号 0285-68-4671

メールアドレス chominkurasi01@town.ichikai.tochigi.jp

担当部署名 芳賀町　住民生活部　環境対策課

郵便番号 321-3392

住所 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1020

電話番号 028-677-6041

FAX番号 028-677-6088

メールアドレス kankyou@town.tochigi-haga.lg.jp

担当部署名 壬生町　民生部　生活環境課

郵便番号 321-0292

住所 栃木県下都賀郡壬生町通町12-22

電話番号 0282-81-1834

FAX番号 0282-28-6780

メールアドレス seikatsu@town.mibu.tochigi.jp

担当部署名 野木町　町民生活部　生活環境課

郵便番号 329-0195

住所 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571

電話番号 0280-57-4131

FAX番号 0280-57-3945

メールアドレス seikatukankyou@town.nogi.lg.jp

担当部署名 塩谷町　住民課

郵便番号 329-2292

住所 栃木県塩谷郡塩谷町玉生741

電話番号 0287-45-1118

FAX番号 0287-41-1014

メールアドレス jyumin@town.shioya.lg.jp

担当部署名 高根沢町　環境課

郵便番号 329-1292

住所 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053

電話番号 028-675-8109

FAX番号 028-675-8114

メールアドレス kankyou@town.takanezawa.lg.jp

担当部署名 那須町　環境課

郵便番号 329-3292

住所 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13

電話番号 0287-72-6916

FAX番号 0287-72-6941

メールアドレス kankyo@town.nasu.lg.jp

担当部署名 那珂川町　生活環境課

郵便番号 324-0692

住所 栃木県那須郡那珂川町馬頭555

電話番号 0287-92-1110

FAX番号 0287-92-3699

メールアドレス skankyo@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

那須町の区域

那珂川町の区域

市貝町の区域

芳賀町の区域

壬生町の区域

野木町の区域

塩谷町の区域

高根沢町の区域
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