
環境省地方出先機関相談窓口
機関名・担当課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道地方環境事務所 国立公園・保全整備課 〒060-0808 札幌市中央区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎３F 011-299-1953 011-736-1234

　釧路自然環境事務所　国立公園・保全整備課 〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎４階 0154-32-7500 0154-32-7575

東北地方環境事務所　野生生物課 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6F 022-722-2876 022-722-2872

関東地方環境事務所 国立公園・保全整備課 〒330-6018 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ﾋﾞﾙ18F 048-600-0816 048-600-0517

中部地方環境事務所 国立公園・保全整備課 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-2 052-955-2135 052-951-8919

　長野自然環境事務所　国立公園・保全整備課 〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎 026-231-6572 026-235-1226

近畿地方環境事務所 国立公園・保全整備課 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31大阪ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｽﾞﾏｰﾄﾋﾞﾙ8F 06-4792-0705 06-4790-2800

中国四国地方環境事務所 国立公園・保全整備課〒700-0984 岡山県岡山市北区桑田町18-28明治安田生命岡山桑田町ﾋﾞﾙ1F 086-223-1586 086-224-2081

九州地方環境事務所 国立公園・保全整備課 〒862-0913 熊本県熊本市尾ノ上1-6-22 096-214-0336 096-214-0350

　那覇自然環境事務所　国立公園・保全整備課 〒900-0027 沖縄県那覇市山下町5-21沖縄通関社ﾋﾞﾙ4F 098-858-5824 098-858-5825



（農業関係窓口）

機関名・担当部・課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道開発局農業水産部農業調査課 ０６０－８５１１ 札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎 011-709-2311（代） 011-709-2145

東北農政局整備部地域整備課 ９８０－００１４ 仙台市青葉区本町３－３－１ 022-263-1111（代） 022-216-4287

関東農政局整備部地域整備課 ３３０－９７２２ さいたま市中央区新都心２－１さいたま新都心合同庁舎２号館 048-600-0600（代） 048-600-0624

北陸農政局整備部設計課事業調整室
                          地域整備課

９２０－８５６６ 金沢市広坂２－２－６０ 076-263-2161（代） 076-234-8051

東海農政局整備部地域整備課 ４６０－８５１６ 名古屋市中区三の丸１－２－２ 052-201-7271（代） 052-219-2667

近畿農政局整備部地域整備課 ６０２－８０５４
京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町　京都農林水
産合同庁舎

075-451-9161（代） 075-417-2090

中国四国農政局整備部地域整備課 ７００－８５３２ 岡山市下石井１－４－１　岡山第２合同庁舎 086-224-4511（代） 086-234-7445

九州農政局整備部設計課事業調整室 ８６０－８５２７ 熊本市二の丸１－２　熊本合同庁舎 096-353-3561（代） 096-311-2450

沖縄総合事務局農林水産部土地改良課 ９００－０００６ 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館 098-866-0031（代） 098-864-2624

（林野関係窓口）

機関名・担当部・課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

林野庁 森林整備部計画課 １００－８９５２ 千代田区霞が関１－２－１ 03-3502-8111（代） 03-3593-9565

沖縄総合事務局 農林水産部 林務水産課 ９００－０００６ 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館 098-866-0031（代） 098-866-0323

北海道森林管理局 指導普及課 ０６４－８５３７ 札幌市中央区宮の森３条７－７０ 011-622-5245（代） 011-616-4021

東北森林管理局 指導普及課 ０１０－８５５０ 秋田市中通５－９－１６ 050-3160-6457(直通) 018-836-2012

関東森林管理局 指導普及課 ３７１－８５０９ 前橋市岩神町４－１６－２５ 027-210-1170（代） 027-210-1174

中部森林管理局 指導普及課 ３８０－８５７５ 長野市大字栗田７１５－５ 026-236-2575（代） 026-236-2611

近畿中国森林管理局 指導普及課 ５３０－００４２ 大阪市北区天満橋１－８－７８ 06-6881-3480（代） 06-6881-3564

四国森林管理局 指導普及課 ７８０－８５２８ 高知市丸ノ内１－３－３０ 088-821-2121（代） 088-821-2191

九州森林管理局 指導普及課 ８６０－００８１ 熊本市京町本丁２－７ 096-328-3593（代） 096-326-7062

（水産関係窓口）

機関名・担当部・課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

水産庁 漁港漁場整備部 計画課 １００－８９０７ 千代田区霞が関１－２－１ 03-3502-8111（代） 03-3581-0326

水産庁 瀬戸内海漁業調整事務所 資源課 ６５０－００２４ 神戸市中央区海岸通２９番地神戸地方合同庁舎 078-392-2282（直通） 078-392-0464

水産庁 九州漁業調整事務所 振興課 ８１２－００３１ 福岡市博多区沖浜町８－１福岡港湾合同庁舎 092-273-2002（直通） 092-262-1930

北海道開発局 農業水産部 水産課 ０６０－８５１１ 札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎 011-700-6761（直通） 011-709-5026

沖縄総合事務局 農林水産部 林務水産課 ９００－０００６ 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館 098-866-1674(直通) 098-860-1194

農林水産省地方出先機関相談窓口



国土交通省地方出先機関相談窓口

(河川関係窓口）
機関名・担当部・課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道開発局  建設部　河川計画課 〒060-8511 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎 011-709-2311(5296) 011-709-2144

東北地方整備局　河川部　河川環境課　 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 022-225-2171(3652) 022-215-3754

関東地方整備局　河川部　河川環境課　 〒330-9724 さいたま市中央区新都心２番地１さいたま新都心合同庁舎２号館 048-600-1336 048-600-1379

北陸地方整備局　河川部　河川計画課 〒950-8801 新潟市美咲町1-1-1　新潟美咲合同庁舎１号館 025-280-8880 025-370-6796

中部地方整備局　河川部　河川環境課 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1　名古屋合同庁舎第２号館  052-953-8151 052-953-8471

近畿地方整備局　河川部　河川環境課 〒540-8586 大阪市中央区大手町１－５－４４大阪合同庁舎第１号館 06-6942-1141(3656) 06-6942-5693

中国地方整備局　河川部 〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎第２号館  082-221-9231 082-227-2762

四国地方整備局　河川部　河川計画課 〒760-8554 高松市サンポート3-33　高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎  087-851-8061(3612)  087-851-8474

九州地方整備局　河川部　河川環境課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第２合同庁舎  092-471-6331 092-476-3471

沖縄総合事務局　開発建設部　流域調整課 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館 098-866-1913  098-866-5274

（港湾関係窓口）
機関名・担当部・課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道開発局 港湾空港部 港湾計画課 〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎  011-709-2137 011-709-2147

東北地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20　　　花京院スクエア 022-716-0004 022-716-0017

関東地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒231-8436 神奈川県横浜市中区北仲通5ｰ57　横浜第2合同庁舎  045-211-7422 045-211-0204

北陸地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒950-8801  新潟県新潟市美咲町1-1-1　新潟美咲合同庁舎１号館  025-280-8761  025-280-8783

中部地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒455-8545 愛知県名古屋市港区築地町2 052-651-6470 052-654-1089

近畿地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29　神戸地方合同庁舎  078-391-3103 078-325-8288

中国地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒730-0004 広島県広島市中区東白島町14-15　ＮＴＴクレドビル13F  082-511-3908  082-511-3910

四国地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒760-8554 高松市サンポート3-33　高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎 087-811-8334 087-811-8431

九州地方整備局 港湾空港部 海洋環境・技術課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第２合同庁舎  092-471-6331 092-418-3032

沖縄総合事務局 開発建設部 港湾計画課 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館  098-866-1906 098-861-3654

（公園緑地関係窓口）
機関名・担当部・課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道開発局　事業振興部　都市住宅課 〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311(5870) 011-738-0235

東北地方整備局   建政部　都市・住宅整備課 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 022-225-2171 022-227-4459

関東地方整備局　建政部　都市整備課 〒330-9724 さいたま市中央区新都心２－１さいたま新都心合同庁舎２号館  048-600-1907  048-600-1922

北陸地方整備局　建政部　都市・住宅整備課 〒950-8801  新潟県新潟市美咲町1-1-1　新潟美咲合同庁舎１号館  025-280-8880 025-280-8746

中部地方整備局　建政部　都市整備課 〒460-0002 名古屋市中区丸の内２－４－７愛知県産業貿易西館８F  052-953-8573 052-953-8605

近畿地方整備局　建政部　都市整備課 〒540-8586 大阪市中央区大手前１－５－４４大阪合同庁舎第１号館 06-6942-1083 06-4790-6936

中国地方整備局   建政部　都市・住宅整備課 〒730-0013 広島市中区八丁堀２－１５ 082-221-9231 082-511-6199

四国地方整備局　建政部　都市・住宅整備課 〒760-8554 高松市サンポート3-33　高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎 087-811-8315  087-81-8414

九州地方整備局　建政部　都市・住宅整備課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第２合同庁舎 092-471-6331  092-471-6397

沖縄総合事務局　開発建設部　建設行政課 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館  098-866-1908 098-861-3654

（その他社会資本関係窓口）
機関名・担当部・課 郵便番号 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道開発局　開発監理部　開発環境課 〒060-8511 北海道札幌市北区北８条西２丁目札幌第一合同庁舎 011-709-2311(5430） 011-746-1032

東北地方整備局　企画部 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 022-225-2171 022-225-2542

関東地方整備局　企画部 〒330-9724 さいたま市中央区新都心２－１さいたま新都心合同庁舎２号館 048-601-3151 048-600-1372

北陸地方整備局　企画部企画課 〒950-8801  新潟県新潟市美咲町1-1-1　新潟美咲合同庁舎１号館 025-280-8834 025-280-8835

中部地方整備局　企画部企画課 〒460-8514 名古屋市中区三の丸２－５－１名古屋合同庁舎第２号館 052-953-8127 052-953-8294

近畿地方整備局　企画部企画課 〒540-0008 大阪市中央区大手町１－５－４４大阪合同庁舎第１号館  06-6942-1141 06-6942-7463

中国地方整備局　企画部広域計画課 〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎２号館 082-221-9231  082-227-2651

四国地方整備局　企画部企画課 〒760-8554 高松市サンポート3-33　高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎 087-811-8308  087-811-8407

九州地方整備局　企画部広域計画課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第２合同庁舎 092-471-6331 092-476-3466

沖縄総合事務局　開発建設部 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎２号館  098-866-1901 098-861-3654


