
地方出先機関相談窓口ネットワークについて

○地域において、自然再生を実施しようとする者（実施者）から相談が
あった際、的確に応じられるよう、各省庁の地方出先機関に担当官を
設置 （全国８１箇所）。

主な出先機関：環境省自然保護事務所、
農林水産省地方農政局、森林管理局
国土交通省地方整備局

【自然再生推進法第１１条】
主務大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な

体制の整備を図るものとする。

○相談を受けた対象地の自然環境に応じて、関係する行政機関・部局
が連携してこれに取り組めるよう、ネットワークを形成。

地方出先機関相談窓口ネットワーク(全国81箇所）

地域ごとのネットワーク
情報交換,意見交換を通じたサ
ポートの実施

水産関係窓口
５箇所

農業関係窓口
９箇所

港湾関係窓口
１０箇所

林野関係窓口
１６箇所

実施者（市民、市町村等）

自然再生事業の相談 ・各行政機関の地方の出先機関に窓口を常設

・各窓口が、市民、市町村からの相談を受ける

・各機関にまたがる案件は、ﾈｯﾄﾜｰｸを活用する

国立公園・自然環境窓口
１１箇所

公園緑地関係窓口
１０箇所

河川関係窓口
１０箇所

その他社会資本
関係窓口
１０箇所

資料４



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

東北海道地区自然保護事務所 〒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

西北海道地区自然保護事務所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西１０丁目　札幌第二合同庁舎６階 011-272-1631 011-272-1737

東北地区自然保護事務所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町３－２－２３  仙台第二合同庁舎６階 022-722-2870 022-722-2872

北関東地区自然保護事務所 〒321-1434 栃木県日光市本町９－５ 0288-54-1076 0288-53-4154

南関東地区自然保護事務所 〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根旧札場１６４ 0460-4-8727 0460-4-9349

中部地区自然保護事務所 〒390-1501 長野県南安曇郡安曇村１２４－７ 0263-94-2024 0263-94-2651

近畿地区自然保護事務所 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前２丁目１番２号　国民会館・住友生命ビル１階06-6966-0258 06-6966-0259

山陰地区自然保護事務所 〒683-0067 鳥取県米子市東町１２４－１６　米子地方合同庁舎 0859-34-9331 0859-34-9330

山陽四国地区自然保護事務所 〒700-0984 岡山県岡山市桑田町１８-２８　明治生命岡山桑田町ﾋﾞﾙ１階 086-223-1586 086-224-2081

九州地区自然保護事務所 〒869-2225 熊本県阿蘇郡阿蘇町大字黒川１１８０ 0967-34-0254 0967-34-2082

沖縄奄美地区自然保護事務所 〒900-0027 沖縄県那覇市山下町５－２１　沖縄通関社ビル４階 098-858-5824 098-858-5825



農林水産省地方出先機関相談窓口

（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
東北農政局整備部農村整備課 980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1 022-263-1111（代） 022-216-4287
関東農政局整備部農村整備課 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
                          農村整備課 920-8566 金沢市広坂2-2-60 076-263-2161（代） 076-234-8051

東海農政局整備部農村整備課 460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 052-201-7271（代） 052-219-2667
近畿農政局整備部農村整備課 602-8054 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 075-451-9161（代） 075-417-2090
中国四国農政局整備部農村整備課 700-8532 岡山市下石井1-4-1 086-224-4511（代） 086-234-7445
九州農政局整備部設計課事業調整室
　　　　　　　　　　 　農村整備課 860-8527 熊本市二の丸1-2 096-353-3561（代） 096-311-2450

096-352-7949
沖縄総合事務局農林水産部土地改良課 900-8530 那覇市前島2-21-7 098-866-0031（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 ９００－８５３０ 那覇市前島２－２１－７ 098-866-0031（代） 098-866-0323
北海道森林管理局 計画課 ０６４－８５３７ 札幌市中央区宮の森３条７－７０ 011-622-5241（代) 011-614-2652
北海道森林管理局 旭川分局指導計画第一課 ０７０－８５５０ 旭川市神楽３条６－１－１２ 0166-61-8224（代) 0166-61-1371
北海道森林管理局 北見分局指導計画第二課 ０９０－８５８８ 北見市清見町７０ 0157-24-7242（代) 0157-24-9489
北海道森林管理局 帯広分局指導計画第三課 ０８０－０８０８ 帯広市東８条南１３ 0155-23-5829（代) 0155-22-8541
北海道森林管理局 函館分局指導計画第四課 ０４２－８５５０ 函館市駒場町４－９ 0138-51-9087（代) 0138-51-9326
東北森林管理局 計画課 ０１０－８５５０ 秋田市中通５－９－１６ 018-836-2014（代) 018-836-2203
東北森林管理局 青森分局計画課 ０３８－８５０１ 青森市柳川２－１－１ 017-781-2117（代) 017-783-3396
関東森林管理局 計画課 ３７１－８５０９ 前橋市岩神町４－１６－２５ 027-210-1171（代) 027-210-1174
関東森林管理局 東京分局計画課 １３５－８３７５ 江東区東陽６－２－１１ 03-3699-2543（代) 03-3699-2567
中部森林管理局 計画第一課 ３８０－８５７５ 長野市大字栗田７１５－５ 026-236-2720（代) 026-236-2611
中部森林管理局 名古屋分局計画第二課 ４５６－８６２０ 名古屋市熱田区熱田西町１－２１ 052-683-9206（代) 052-683-9265
近畿中国森林管理局 計画課 ５３０－００４２ 大阪市北区天満橋１－８－７８ 06-6881-3500（代) 06-6881-3476
四国森林管理局 計画課 ７８０－８５２８ 高知市丸ノ内１－３－３０ 088-821-2210（代) 088-821-2255
九州森林管理局 計画課 ８６０－００８１ 熊本市京町本丁２－７ 096-328-3613（代) 096-325-3804

（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 調査班 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 神戸市海岸通２９番地神戸地方合同庁舎２階 ０７８－３９２－２２８２（直通）０７８－３９２－０４６４
水産庁 九州漁業調整事務所 振興課 ８１０－０００１ 福岡市中央区天神１－２－７ ０９２－７８１－４９６４（直通）０９２－７１３－７８９０
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１３階 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 ９００－００１６ 那覇市前島２－２１－７カサセン沖縄ビル９階 ０９８－８６６－００９８（直通）０９８－８６６－０３２３



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２ 011-709-2311 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 022-215-3754
関東地方整備局　河川部　河川環境課　 〒330-9724 さいたま市北袋町１－２１－２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 〒951-8505 新潟市白山浦１－４２５－２ 025-266-1171 025-233-5469
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 06-6942-5693
中国地方整備局　河川部　水辺環境調整グループ 〒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 高松市福岡町4-26-32  087-851-8061  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　河川課 〒900-8530 那覇市前島2-21-7カサセン沖縄ビル 098-862-1457  098-866-0886
（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  011-709-2137 011-709-2147
東北地方整備局 港湾空港部 海洋環境・海岸課 〒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 022-716-0018
関東地方整備局 港湾空港部 海洋環境・海岸課 〒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・海岸課 〒951-8545  新潟県新潟市白山浦1-332  025-265-7783  025-230-3680
中部地方整備局 港湾空港部 海洋環境・海岸課 〒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・海岸課 〒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・海岸課 〒730-0004 広島県広島市中区東白島町14-15　ＮＴＴクレド白島ビル  082-511-3908  082-511-3910
四国地方整備局 港湾空港部 海洋環境・海岸課 〒760-0017 香川県高松市番町3-4-18　五番丁ビル 087-832-5785 087-832-5803
九州地方整備局 港湾空港部 海洋環境・海岸課 〒750-8504 山口県下関市竹崎町4-6-1　下関地方合同庁舎 0832-24-4129 0832-24-4122
沖縄総合事務局 開発建設部 港湾計画課 〒900-8530 沖縄県那覇市前島2-21-7 ふそうビル  098-860-1214 098-860-1000
（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２ 011-738-0234 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 〒951-8504 新潟市白山浦１－４２５－２  025-266-1241 025-266-1271
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２－１５ 082-511-6192 082-511-6199
四国地方整備局　建政部　都市・住宅整備課 〒760-8554 香川県高松市福岡町4-26-32 087-851-8125  087-851-8106
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 〒900-8530 那覇市前島2-21-7カサセン沖縄ビル 098-866-0090 098-861-0537
（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(代） 011-736-5859
東北地方整備局　企画部広域計画課 〒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　企画部企画課 〒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 048-600-1329 048-600-1372
北陸地方整備局　企画部広域計画課 〒951-8505 新潟市白山浦１－４２５－２ 025-266-1171 025-233-5419
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 高松市福岡町4-26-32 087-851-8061  087-851-8044
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 〒900-8530 那覇市前島2-21-7 カサセン沖縄ビル  098-866-0031 098-861-0537


