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Ⅳ 組織の変遷 環境庁 本庁・附属機関

日光国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所

●事務所内訳

西表国立公園管理事務所

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 管理員事務所(8)

(54.2)臨時水俣病認定審査会

(53.10)国立水俣病研究センター

瀬戸内海環境保全室
土壌農薬課

水質規制課
水質管理課

調査官
企画課

(55.10)水質保全局

自動車公害課
特殊公害課
大気規制課

交通公害対策室
調査官

企画課
(53.10)大気保全局

管理員事務所(7)
阿蘇国立公園管理事務所

管理員事務所(4)
瀬戸内海国立公園管理事務所

管理員事務所(3)
大山隠岐国立公園管理事務所

管理員事務所(2)

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所 管理員事務所(8)
中部山岳国立公園管理事務所

管理員事務所(42) 管理員事務所(43) 吉野熊野国立公園管理事務所

阿蘇国立公園管理事務所 阿蘇国立公園管理事務所
瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 管理員事務所(5)
大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所

中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所
吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 管理員事務所(3)

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 管理員事務所(3)
日光国立公園管理事務所

阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所阿寒国立公園管理事務所
●事務所内訳 ●事務所内訳

保護科
保護科 保護科 保護科 庶務科(阿寒、日光、中部、阿蘇)

●組織●組織 ●組織 ●組織

施設整備課
鳥獣保護課

保護管理課
計画課

国立公園管理事務所(10)
千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所

墓苑管理事務所
新宿御苑管理事務所
京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

企画調整課
(52.7)自然保護局

保健調査室

保健調査室 保健調査室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室
保健調査室 主任審査専門官

特殊疾病対策室 特殊疾病対策室 保健業務課 保健業務課

環境保健部 環境保健部 環境保健部

保健業務課 保健業務課 調査官 調査官
保健企画課 保健企画課 保健企画課 保健企画課

環境保健部
研究調整課 研究調整課 研究調整課 研究調整課

調査官 調査官 調査官 調査官

環境審査室 環境影響審査課 環境影響審査課 環境影響審査課
環境管理課 環境管理課 環境管理課 環境管理課

(51.10)企画調整局 (52.7)企画調整局 (54.4)企画調整局 (56.4)企画調整局
企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課

参事官(2) 参事官
国際課 国際課
会計課 会計課

(51.10)環境調査官(5) 環境調査官(5)
総務課      総務課

調査官 調査官
秘書課秘書課

審議官 審議官(2)
(55.4)長官官房(51.7)長官官房

(昭和51年度) (昭和52年度) (昭和53年度) (昭和54年度) (昭和55年度) (昭和56年度)
1976年度 1977年度 1978年度 1979年度 1980年度 1981年度1971年度 1972年度 1973年度 1974年度

(昭和46年度) (昭和47年度) (昭和48年度) (昭和49年度)
(46.7)

(環境庁設置時)

事務次官

1975年度
(昭和50年度)

審議官 審議官 審議官(2) 審議官 審議官
長官官房 (47.5)長官官房 (48.6)長官官房 (49.7)長官官房 (50.7)長官官房

総務課 総務課 総務課 総務課 調査官
秘書課 秘書課 秘書課 秘書課 秘書課

参事官(2) 国際課 国際課 会計課 環境調査官(4)
会計課 会計課 会計課 環境調査官(4) 総務課

参事官 国際課
参事官 参事官 国際課 会計課

参事官

企画調整局 (47.10)企画調整局 (49.7)企画調整局 (50.7)企画調整局
企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課

公害保健課 環境審査室 環境管理課
防止計画課 環境管理課 調査官

公害情報室 公害保健課 環境保健部 研究調整課
研究調整課 防止計画課 研究調整課 環境審査室

公害情報室 保健業務課 保健企画課
研究調整課 保健企画課 環境保健部

保健調査室 保健業務課
保健調査室

企画調整課 企画調整課
自然保護局 (50.7)自然保護局

新宿御苑管理事務所 新宿御苑管理事務所
京都御苑管理事務所 京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所 皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)

計画課 計画課
国立公園管理事務所(6) 国立公園管理事務所(10)

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所 千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所 墓苑管理事務所

鳥獣保護課 施設整備課
休養施設課 保護管理課

鳥獣保護課

●組織
国立公園管理事務所(6) 国立公園管理事務所(8) 国立公園管理事務所(10) 国立公園管理事務所(10)

保護科 保護科 保護科 保護科 保護科
●組織 ●組織 ●組織 ●組織

●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所
阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所
日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所

瀬戸内海国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所
阿蘇国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所
 管理員事務所(37) 阿蘇国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所

 管理員事務所(37) 阿蘇国立公園管理事務所 阿蘇国立公園管理事務所
西表国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所
管理員事務所(36) 管理員事務所(37)

(50.7)大気保全局

大気規制課 調査官
企画課 企画課

大気保全局

自動車公害課
自動車公害課 特殊公害課

(49.7)水質保全局

特殊公害課 大気規制課

企画課 企画課
水質保全局

土壌農薬課 水質規制課
水質規制課 水質管理課
水質管理課 調査官

中央鳥獣審議会 (48.11)瀬戸内海環境保全審議会
中央水質審議会

(46.9)中央公害対策審議会
自然公園審議会

(48.3)公害研修所
(49.10)公害健康被害補償不服審査会

中央公害対策審議会
(48.4)自然環境保全審議会

(49.3)国立公害研究所

土壌農薬課

瀬戸内海国立公園管理事務所
阿蘇国立公園管理事務所
西表国立公園管理事務所

管理員事務所(43)

十和田八幡平国立公園管理事務所
日光国立公園管理事務所
富士箱根伊豆国立公園管理事務所
中部山岳国立公園管理事務所
吉野熊野国立公園管理事務所
大山隠岐国立公園管理事務所

損害賠償保障制度準備室

∩
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環境庁 本庁・附属機関

1984年度 1985年度 1986年度

庶務科(全事務所)

(昭和59年度) (昭和60年度) (昭和61年度)(昭和57年度) (昭和58年度)
1982年度 1983年度

審議官(2) 審議官(2) 審議官(2)審議官(2)
(57.4)長官官房 (58.10)長官官房 (60.4)長官官房 (61.4)長官官房

調査官 調査官 調査官調査官
秘書課 秘書課 秘書課 秘書課

広報室 広報室 広報室広報室
総務課       総務課       総務課       総務課      

会計課 会計課 有害化学物質
対策調整官

有害化学物質対策調整官
環境調査官(5) 環境調査官(5) 環境調査官(5) 環境調査官(4)

参事官 調査官 会計課 会計課
国際課 国際課 環境情報企画官

参事官 参事官

参事官 国際課 国際課
調査官 調査官

(59.4)企画調整局

調査官(2)
企画調整課

環境管理課

研究調整課
環境影響審査課

保健企画課
環境保健部

保健業務課
調査官

特殊疾病対策室
特殊疾病審査室
保健調査室

企画調整課
(61.7)自然保護局

京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所

計画課
保護管理課

国立公園管理事務所(10)

鳥獣保護業務室
野生生物課
施設整備課

庶務科
●組織 ●組織 ●組織 ●組織

保護科 保護科 保護科 保護科
庶務科

阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所
●事務所内訳

 管理員事務所(3)

 管理官事務所(8)

日光国立公園管理事務所
管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

 管理員事務所(3)
日光国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所
管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

 管理官事務所(5)管理員事務所(4) 管理官事務所(5)
富士箱根伊豆国立公園管理事務所

 管理員事務所(8)
中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所

吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 
管理官事務所(8)  管理官事務所(8)

大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所
 管理員事務所(2) 管理官事務所(2)  管理官事務所(2)

瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所
 管理員事務所(3) 管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

阿蘇国立公園管理事務所 阿蘇国立公園管理事務所
 管理員事務所(4) 管理官事務所(4)  管理官事務所(4)

 管理員事務所(7) 管理官事務所(7)  管理官事務所(7)

大山隠岐国立公園管理事務所

瀬戸内海国立公園管理事務所

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所

日光国立公園管理事務所

阿寒国立公園管理事務所

十和田八幡平国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所

中部山岳国立公園管理事務所

吉野熊野国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所

 管理員事務所(8) 管理官事務所(8)
十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所

●事務所内訳 ●事務所内訳

庶務科

∩

1989年度
(平成元年度)

1988年度 1990年度 1991年度1987年度
(平成2年度) (平成3年度)(昭和62年度) (昭和63年度)

審議官(2) 審議官(2)
(2.7)長官官房(62.10)長官官房

調査官 調査官
秘書課秘書課

広報室 広報室
総務課      総務課      

環境情報企画官
環境調査官(4) 環境調査官(4)

企画調整課 企画調整課 企画調整課

国際課

環境情報企画官
会計課 会計課

(62.10)企画調整局 (63.4)企画調整局 (2.7)企画調整局
企画調整課

(3.4)企画調整局

調査官
参事官

調査官(2) 調査官(2) 調査官(2) 調査官(2)
環境管理課 環境管理課 環境管理課 環境管理課

環境影響審査課
環境研究技術課 環境研究技術課 環境研究技術課 環境研究技術課
環境影響審査課 環境影響審査課 環境影響審査課

環境保健部
試験研究調整官 試験研究調整官 試験研究調整官 試験研究調整官

環境保健部 地球環境部 地球環境部

調査官 調査官
保健企画課 保健企画課 企画課 企画課

調査官 調査官

特殊疾病対策室 調整官 研究調査室 研究調査室
保健業務課 保健業務課 環境保全対策課 環境保全対策課

保健調査室 特殊疾病審査室 保健企画課 環境保健部
特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 環境保健部 環境協力室

保健業務課 調査官
保健調査室 調査官 保健企画課

特殊疾病対策室 調整官
調整官 保健業務課

保健調査室 特殊疾病審査室
特殊疾病審査室 特殊疾病対策室

保健調査室

企画調整課
(3.4)自然保護局

京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所

計画課
国立公園管理事務所(11)

鳥獣保護業務室
野生生物課

国立公園課
施設整備課

国立公園管理事務所(11)

庶務科 庶務科
●組織 ●組織 ●組織 ●組織

保護科 保護科保護科 保護科
庶務科

阿寒国立公園管理事務所 北海道地区国立公園管理事務所 北海道地区国立公園管理事務所
●事務所内訳 ●事務所内訳

釧路湿原国立公園管理事務所 釧路湿原国立公園管理事務所 釧路湿原国立公園管理事務所
 管理官事務所(8) 管理官事務所(9)  管理官事務所(9)

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所
 管理官事務所(3) 管理官事務所(3)  管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

  管理官事務所(3) 管理官事務所(4)
日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所
  管理官事務所(4) 管理官事務所(3)

 管理官事務所(5)  管理官事務所(5)  管理官事務所(5) 管理官事務所(5)
中部山岳国立公園管理事務所中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所

吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所
 管理官事務所(8)  管理官事務所(8)  管理官事務所(8)  管理官事務所(8)

大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所
 管理官事務所(2)  管理官事務所(2)  管理官事務所(2)  管理官事務所(2)

瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所
 管理官事務所(3)  管理官事務所(3)  管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所

 管理官事務所(4)  管理官事務所(4)  管理官事務所(4)  管理官事務所(4)

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所
 管理官事務所(7)  管理官事務所(7)  管理官事務所(7)  管理官事務所(7)

調査官 調査官
企画課 企画課

(元.10)大気保全局 (2.7)大気保全局

大気規制課 特殊公害課
広域大気管理室 大気規制課
交通公害対策室 交通公害対策室

企画課

海洋汚染・廃棄物対策室

(62.4)水質保全局

特殊公害課 自動車公害課
自動車公害課

瀬戸内海環境保全室

水質管理課

(2.7)国立環境研究所

調査官

管理官事務所(10)

土壌農薬課

水質規制課

北海道地区国立公園管理事務所

釧路湿原国立公園管理事務所
十和田八幡平国立公園管理事務所

日光国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所

●事務所内訳 ●事務所内訳

庶務科

∩



環境省五十年史（資料編）

組
織
の
変
遷

資料編-45 資料編-46

環境庁 本庁・附属機関

1998年度 1999年度
(平成9年度) (平成10年度) (平成11年度) (平成12年度)

事務次官

2000年度1997年度

審議官(2)
長官官房

調査官
秘書課

広報室
総務課      

環境調査官(4)

会計課

環境情報企画官

企画調整局
企画調整課 企画調整課

(11.4)企画調整局(9.4)企画調整局 (10.4)企画調整局
企画調整課 企画調整課

調査官(2) 調査官(2)調査官(2) 調査官(2)
環境保全活動推進室 環境保全活動推進室環境保全活動推進室 環境保全活動推進室

計画官 計画官
環境計画課 環境計画課環境計画課 環境計画課

計画官 計画官
環境影響評価課環境影響評価課 環境影響評価課 環境影響評価課

環境影響審査室 評価技術調整官 評価技術調整官 評価技術調整官
環境研究技術課 環境影響審査室

試験研究調整官 環境研究技術課 環境研究技術課 環境研究技術課
環境影響審査室 環境影響審査室

試験研究調整官地球環境部 試験研究調整官 試験研究調整官

調査官 企画課 企画課 企画課
地球環境部企画課 地球環境部 地球環境部

環境保全対策課 環境保全対策課 環境保全対策課
調査官

調整官(2)
環境保全対策課 調査官 調査官

環境協力室 研究調査室 地球温暖化対策推進室 地球温暖化対策推進室
研究調査室 調整官(2) 調整官 調整官

環境保健部 環境協力室 研究調査室 研究調査室

調査官 保健企画課 環境保健部 環境保健部
保健企画課 環境保健部 環境協力室 環境協力室

特殊疾病対策室 保健業務室 調整官

調整官 調査官 保健企画課 保健企画課
保健業務室

環境リスク評価室 環境安全課 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室

調整官
環境安全課 特殊疾病対策室 保健業務室 保健業務室

調整官 調査官 調査官

(10.4)自然保護局 (12.4)自然保護局

環境リスク評価室 環境安全課 環境安全課
調整官 調整官
環境リスク評価室 環境リスク評価室

企画調整課 企画調整課

皇居外苑管理事務所 皇居外苑管理事務所
京都御苑管理事務所 京都御苑管理事務所

調査官 調査官
国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所 千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所 新宿御苑管理事務所
墓苑管理事務所 墓苑管理事務所

国立公園・野生生物事務所(11) 自然保護事務所(11)
計画課 計画課

生物多様性センター 生物多様性センター

国立公園課 国立公園課
施設整備課 施設整備課

生物多様性企画官 生物多様性企画官

鳥獣保護業務室
野生生物課 野生生物課

(12.4)自然保護事務所(11)

鳥獣保護業務室

●組織 ●組織 ●組織 ●組織

公園保護科 公園保護科 公園保護科公園保護科
庶務科 庶務科庶務科 庶務科

施設科 施設科(山陰以外) 施設科(全事務所) ※野生生物科は支所に配置

野生生物科 野生生物科 野生生物科 施設科

西北海道地区自然保護事務所●事務所内訳 西北海道地区国立公園・野生生物事務所 西北海道地区国立公園・野生生物事務所
(西北海道、東北、北関東、中部、九州、沖縄) ●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳

苫小牧支所西北海道地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(6)  管理官事務所(6)
自然保護官事務所(7) 管理官事務所(6)  羽幌分室  羽幌分室

東北海道地区自然保護事務所羽幌分室 東北海道地区国立公園・野生生物事務所 東北海道地区国立公園・野生生物事務所

 管理官事務所(5) 東北地区国立公園・野生生物事務所 東北地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(5)
釧路支所東北海道地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(5)  管理官事務所(5)

 管理官事務所(3) 管理官事務所(4) 東北地区自然保護事務所東北地区国立公園・野生生物事務所
青森支所 管理官事務所(3) 分室(2) 分室(2)

北関東地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(5)  管理官事務所(5) 北関東地区自然保護事務所
西目屋分室 北関東地区国立公園・野生生物事務所 北関東地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(6)

南関東地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(7)  管理官事務所(7) 自然保護官事務所(6)
 管理官事務所(5) 南関東地区国立公園・野生生物事務所 南関東地区国立公園・野生生物事務所 新潟支所

中部地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(9)  管理官事務所(9) 東京支所
 管理官事務所(7) 中部地区国立公園・野生生物事務所 中部地区国立公園・野生生物事務所 南関東地区自然保護事務所

近畿地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(2)  管理官事務所(2) 中部地区自然保護事務所
 管理官事務所(9) 近畿地区国立公園・野生生物事務所 近畿地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(7)

山陰地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(4)  管理官事務所(4) 自然保護官事務所(9)
 管理官事務所(2) 山陰地区国立公園・野生生物事務所 山陰地区国立公園・野生生物事務所 名古屋支所

自然保護官事務所(2)
九州地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(8)  管理官事務所(8) 山陰地区自然保護事務所
 管理官事務所(5) 九州地区国立公園・野生生物事務所 九州地区国立公園・野生生物事務所

近畿地区自然保護事務所
山陽四国地区国立公園・野生生物事務所 管理官事務所(6)  管理官事務所(6) 奈良支所
 管理官事務所(4) 山陽四国地区国立公園・野生生物事務所 山陽四国地区国立公園・野生生物事務所

自然保護官事務所(6)
九州地区自然保護事務所

熊本支所
自然保護官事務所(10)

沖縄地区自然保護事務所

沖縄地区国立公園・野生生物事務所   管理官事務所 管理官事務所 山陽四国地区自然保護事務所
  管理官事務所 分室(2) 分室(3) 高知支所

  西表分室

 管理官事務所(8)  対馬分室  対馬分室 鳥取支所
対馬分室 沖縄地区国立公園・野生生物事務所 沖縄地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(4)

企画課

石垣支所
自然保護官事務所(4)

(12.4)大気保全局

大気規制課
ダイオキシン対策官

調査官
大気生活環境室

企画課 企画課
(9.4)水質保全局 水質保全局

自動車環境対策第一課
自動車環境対策第二課

瀬戸内海環境保全室 瀬戸内海環境保全室

水質管理課 水質管理課
地下水・地盤環境室 地下水・地盤環境室
海洋環境・廃棄物対策室 海洋環境・廃棄物対策室

瀬戸内海環境保全審議会

臨時水俣病認定審査会

中央環境審議会
自然環境保全審議会

国立水俣病総合研究センター

公害健康被害補償不服審査会

土壌農薬課 土壌農薬課

国立環境研究所

水質規制課 水質規制課

∩

1992年度 1993年度
(平成8年度)(平成4年度) (平成5年度) (平成6年度) (平成7年度)

1994年度 1995年度 1996年度

(4.4)企画調整局
企画調整課企画調整課

(5.4)企画調整局 (6.7)企画調整局 (7.4)企画調整局 (8.4)企画調整局
企画調整課 企画調整課 企画調整課

調査官(2) 調査官(2) 調査官(2) 調査官(2)調査官(2)
環境保全活動推進企画官 環境保全活動推進企画官 環境保全活動推進企画官 環境保全活動推進室環境保全活動推進企画官

環境管理課
環境影響審査課 環境影響評価課 計画官 計画官環境影響審査課
環境管理課 環境計画課 環境計画課 環境計画課

環境影響審査室 環境影響評価課 環境影響評価課環境研究技術課 環境研究技術課
環境影響審査室 環境影響審査室試験研究調整官 試験研究調整官 環境研究技術課

地球環境部 試験研究調整官 環境研究技術課 環境研究技術課地球環境部
試験研究調整官企画課 企画課 地球環境部 試験研究調整官

環境保全対策課 環境保全対策課
企画課 地球環境部 地球環境部調査官 調査官

環境協力室 研究調査室
調査官 調査官研究調査室 調整官 環境保全対策課

調査官 企画課 企画課

保健企画課 環境保健部 環境協力室 研究調査室 研究調査室
環境保健部 環境協力室 研究調査室 調整官 調整官

調整官 環境保全対策課 環境保全対策課

環境協力室
保健業務課 調査官 保健企画課

調査官 保健企画課 環境保健部 環境協力室

特殊疾病対策室 調整官 調整官
調整官 保健業務課 調査官 保健企画課

環境保健部 環境保健部

特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 保健業務室 調整官 調整官
調査官 調査官

保健企画課

保健調査室 特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室
保健調査室 特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 保健業務室 保健業務室

環境安全課 環境安全課
環境安全課 特殊疾病審査室 特殊疾病審査室

(8.4)自然保護局
企画調整課

京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所

計画課
生物多様性企画官

野生生物課
鳥獣保護業務室

施設整備課
国立公園課

(6.7)国立公園・野生生物事務所(11) 国立公園・野生生物事務所(11)
●組織●組織 ●組織

公園保護科 公園保護科 公園保護科
庶務科 庶務科 庶務科

●事務所内訳 ●事務所内訳
野生生物科 野生生物科

管理官事務所(6)  管理官事務所(6)
西北海道地区国立公園・野生生物事務所西北海道地区国立公園・野生生物事務所

東北海道地区国立公園・野生生物事務所 東北海道地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(5)  管理官事務所(5)

東北地区国立公園・野生生物事務所 東北地区国立公園・野生生物事務所

北関東地区国立公園・野生生物事務所 北関東地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

管理官事務所(5)  管理官事務所(5)
南関東地区国立公園・野生生物事務所 南関東地区国立公園・野生生物事務所

中部地区国立公園・野生生物事務所 中部地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(7)

近畿地区国立公園・野生生物事務所 近畿地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(9)  管理官事務所(9)

山陰地区国立公園・野生生物事務所 山陰地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(2)  管理官事務所(2)

山陽四国地区国立公園・野生生物事務所 山陽四国地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(4)  管理官事務所(4)

九州地区国立公園・野生生物事務所九州地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(5)  管理官事務所(5)

西表分室
管理官事務所      管理官事務所

沖縄地区国立公園・野生生物事務所 沖縄地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(8)  管理官事務所(8)

調査官
企画課

(6.7)大気保全局

自動車環境対策第一課
大気規制課

大気生活環境室

自動車環境対策第二課

 管理官事務所(7)

(5.11)中央環境審議会

(8.7)国立水俣病総合研究センター

(6.7)自然保護局
企画調整課

調査官
国民公園管理事務所(3)

皇居外苑管理事務所
京都御苑管理事務所
新宿御苑管理事務所

墓苑管理事務所

計画課
国立公園課
施設整備課
野生生物課

国立公園・野生生物事務所(11)

鳥獣保護業務室

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所

(西北海道、北関東、中部)

国立公園・野生生物事務所(11)

施設科
野生生物科
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環境省 本省・審議会等

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
(18年度) (19年度) (20年度) (21年度) (22年度) (23年度) (24年度)

(23.8)有明海・八代海等総合調査評価委員会

鳥獣保護業務室 鳥獣保護業務室

生物多様性施策推進室生物多様性地球戦略企画室
国立公園課
野生生物課

国立公園課
野生生物課

生物多様性地球戦略企画室

生物多様性センター
自然環境計画課

生物多様性企画官

生物多様性センター
自然環境計画課

調査官
国民公園管理事務所(3)
墓苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
墓苑管理事務所

(19.4)自然環境局 (23.10)自然環境局
総務課

地下水・地盤環境室
農薬環境管理室

土壌環境課(充て職)土壌環境課
農薬環境管理室
地下水・地盤環境室

閉鎖性海域対策室
海洋環境室

水環境課水環境課
海洋環境室
閉鎖性海域対策室

自動車環境対策課
大気生活環境室

大気環境課 大気環境課
大気生活環境室

自動車環境対策課

除染渉外広報室
調査官調査官

環境管理技術室

総務課 総務課
(24.4)水・大気環境局(22.10)水・大気環境局

市場メカニズム室 市場メカニズム室
国際対策室
調整官 調整官

フロン等対策官

調整官 地球温暖化対策課
地球温暖化対策課 フロン等対策官 国際地球温暖化対策室

地球温暖化対策課

環境協力室 環境協力室 国際連携課
環境保全対策課 環境保全対策課 低炭素社会推進室

研究調査室 研究調査室
調査官 調査官

研究調査室
調査官

総務課 総務課 総務課

参事官

(19.10)地球環境局 (21.10)地球環境局 (22.10)地球環境局

企画課
調査官
保健業務室
特殊疾病対策室

環境安全課

石綿健康被害対策室
化学物質審査室

環境リスク評価室

環境保健部

環境教育推進室
環境影響評価課

環境影響審査室

計画官
環境経済課

環境計画課
環境研究技術室

環境計画課

企画官
環境研究技術室

調査官

(18.4)総合環境政策局 (24.9)総合環境政策局
総務課

適正処理・不法投棄対策室
産業廃棄物課

浄化槽推進室
廃棄物対策課

循環型社会推進室
リサイクル推進室

企画課
リサイクル推進室

廃棄物対策課

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物・リサイクル対策部
企画課

地方環境室
広報室

政策評価広報課
広報室
地方環境室

会計課
企画官
環境情報室

企画官

参事官
秘書課

総務課
調査官

総務課
環境情報室

(20.10)大臣官房 (24.4)大臣官房
審議官(5) 審議官(5)

秘書課
参事官(2)参事官

秘書課

審議官(6)
(18.4)大臣官房

浄化槽推進室
産業廃棄物課

適正処理・不法投棄対策室

総務課
調査官
企画官

計画官
環境経済課

環境教育推進室

調査官

環境影響評価課
環境影響審査室

環境保健部
企画課

調査官
保健業務室
特殊疾病対策室
石綿健康被害対策室
化学物質審査室

環境安全課
環境リスク評価室

市場メカニズム室

総務課
調査官

調査官
総務課

環境情報室
企画官

会計課
政策評価広報課

広報室
地方環境室

廃棄物・リサイクル対策部
企画課

リサイクル推進室
循環型社会推進室

廃棄物対策課
浄化槽推進室

産業廃棄物課
適正処理・不法投棄対策室

会計課
政策評価広報課

∩

(環境省設置時)
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
(12年度) (13年度) (14年度) (15年度) (16年度) (17年度)
(13.1)

臨時水俣病認定審査会
独立行政法人評価委員会

(14.11)有明海・八代海総合調査評価委員会

公害対策会議
公害健康被害補償不服審査会
中央環境審議会

地方環境事務所の設置へ

国立環境研究所 ×(13.4.1独法化) (15.7)環境調査研修所

国立水俣病総合研究センター 国立水俣病総合研究センター

石垣支所 石垣支所 石垣支所 石垣支所
自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(4)

熊本支所 熊本支所
自然保護官事務所(10) 自然保護官事務所(10)

沖縄地区自然保護事務所 沖縄地区自然保護事務所 沖縄奄美地区自然保護事務所 沖縄奄美地区自然保護事務所

高知支所 高知支所
自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(6)

九州地区自然保護事務所 九州地区自然保護事務所

自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(4)
山陽四国地区自然保護事務所 山陽四国地区自然保護事務所

自然保護官事務所(2) 熊野支所 熊野支所
自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2)

山陰地区自然保護事務所 山陰地区自然保護事務所

近畿地区自然保護事務所 近畿地区自然保護事務所 近畿地区自然保護事務所
奈良支所 奈良支所 奈良支所

自然保護官事務所(7)
中部地区自然保護事務所 中部地区自然保護事務所

名古屋支所  名古屋支所
自然保護官事務所(9) 自然保護官事務所(9)

新潟支所
自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(6)

南関東地区自然保護事務所 南関東地区自然保護事務所
東京支所 東京支所

自然保護官事務所(7)

鳥取支所 鳥取支所

釧路支所 釧路支所
自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5)

自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7)
東北海道地区自然保護事務所 東北海道地区自然保護事務所

自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(6)
北関東地区自然保護事務所 北関東地区自然保護事務所

新潟支所

東北地区自然保護事務所 東北地区自然保護事務所
青森支所 青森支所

西北海道地区自然保護事務所 西北海道地区自然保護事務所
苫小牧支所 苫小牧支所

●事務所内訳 ●事務所内訳

庶務科 庶務科
公園保護科 公園保護科
施設科 施設科

自然保護事務所(11) 自然保護事務所(11)
●組織 ●組織

野生生物課
鳥獣保護業務室

自然環境整備課
国立公園課

生物多様性企画官
自然環境計画課 国立公園課

野生生物課
鳥獣保護業務室

自然保護事務所(11)
生物多様性センター 生物多様性センター

自然環境計画課
生物多様性企画官

墓苑管理事務所 墓苑管理事務所
国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)
調査官 調査官

総務課

農薬環境管理室
地下水・地盤環境室

自然環境局 (17.10)自然環境局
総務課

農薬環境管理室
地下水・地盤環境室

閉鎖性海域対策室
土壌環境課

水環境管理課 地下水・地盤環境室

企画課 農薬環境管理室水環境管理課
閉鎖性海域対策室

土壌環境課

水環境部 土壌環境課
閉鎖性海域対策室

自動車環境対策課 水環境課自動車環境対策課

水環境部
企画課

大気生活環境室 自動車環境対策課
大気環境課 大気環境課 大気生活環境室

環境管理技術室 大気環境課環境管理技術室

大気生活環境室

ダイオキシン対策官 環境管理技術室
調査官 調査官調査官

ダイオキシン対策室

総務課 総務課
環境管理局 (14.4)環境管理局 (17.10)水・大気環境局

総務課

調整官
調整官

地球温暖化対策課 環境協力室
地球温暖化対策課

環境協力室 フロン等対策官
環境保全対策課 環境保全対策課

研究調査室 研究調査室
調査官 調査官

総務課 総務課

環境リスク評価室 環境リスク評価室

地球環境局 (14.4)地球環境局

特殊疾病対策室 特殊疾病対策室 環境リスク評価室環境安全課 環境安全課

保健業務室 環境リスク評価室 環境安全課

化学物質審査官 化学物質審査官 環境安全課 化学物質審査室保健業務室

環境影響審査室 環境影響審査室 企画課 環境保健部

評価技術調整官 評価技術調整官 環境影響審査室環境保健部

特殊疾病対策室 保健業務室調査官 調査官 化学物質審査室 特殊疾病対策室

環境保健部 環境保健部 保健業務室 調査官企画課 企画課

調査官 企画課

環境影響評価課 環境影響評価課 環境影響審査室 環境影響評価課
環境教育推進室 環境教育推進室 環境影響評価課 環境教育推進室

環境経済課 環境経済課 環境教育推進室 環境経済課
企画官 計画官 環境経済課 計画官
計画官 環境計画課 計画官 環境計画課

環境計画課 環境研修センター 環境計画課 環境研究技術室
環境研究企画官 環境研究企画官 環境研究企画官 企画官
調査官 調査官 調査官

総務課 総務課 総務課 総務課
総合環境政策局 (13.4)総合環境政策局 (15.10)総合環境政策局 (16.4)総合環境政策局

(14.4)浄化槽推進室 浄化槽推進室 浄化槽推進室 浄化槽推進室

企画課 企画課 企画課 企画課 企画課 企画課

産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課

浄化槽対策室 浄化槽対策室
廃棄物対策課

廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部
地方環境室

リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室

広報室 地方環境対策調査官(45) 地方環境対策調査官(63) 地方環境対策調査官(89) 地方環境対策調査官(107) 広報室
環境調査官(4) 広報室 広報室 広報室 広報室 政策評価広報課

政策評価広報課 環境対策調査官(4) 環境対策調査官(4) 環境対策調査官(4)
会計課 政策評価広報課 政策評価広報課 政策評価広報課 政策評価広報課 企画官

環境情報企画官 会計課 会計課 会計課 会計課 環境情報企画官
総務課 環境情報企画官 環境情報企画官 環境情報企画官 環境情報企画官 総務課

調査官調査官 総務課 総務課 総務課 総務課
調査官 調査官 調査官 調査官 秘書課

事務次官
(13.7)地球環境審議官

審議官(4) (13.7)審議官(3) 審議官(3) 審議官(4) 審議官(4) 審議官(5)

適正処理・不法投棄対策室

大臣官房 (13.10)大臣官房 (14.10)大臣官房 (15.10)大臣官房 (16.10)大臣官房 (17.10)大臣官房

参事官 秘書課 秘書課 秘書課 秘書課 参事官
秘書課

適正処理推進室 適正処理推進室 適正処理推進室 適正処理推進室 適正処理・不法投棄対策室

環境対策調査官(4) 会計課

廃棄物対策課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 廃棄物対策課

調査官
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環境省 本省・審議会等

2013年度 2014年度
(25年度) (26年度)

(27.4)環境省国立研究開発法人審議会

(25.9)放射性物質汚染対処技術統括官
参事官(充て職)

希少種保全推進室

希少種保全推進室 (27.5～)鳥獣保護管理室 野生生物課
希少種保全推進室 鳥獣保護管理室

鳥獣保護業務室 野生生物課 自然環境整備課

国立公園課
野生生物課 国立公園利用推進室 国立公園利用推進室
国立公園課 国立公園課

生物多様性施策推進室 生物多様性施策推進室 生物多様性施策推進室

自然環境計画課
生物多様性地球戦略企画室 生物多様性地球戦略企画室 生物多様性地球戦略企画室

自然環境計画課 自然環境計画課
生物多様性センター 生物多様性センター 生物多様性センター
墓苑管理事務所 墓苑管理事務所 墓苑管理事務所

調査官
国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)
調査官 調査官

総務課 総務課 総務課
(26.4)自然環境局 (27.4)自然環境局 (28.4)自然環境局

地下水・地盤環境室(充て職) 地下水・地盤環境室

土壌環境課
農薬環境管理室 農薬環境管理室

土壌環境課(充て職)
閉鎖性海域対策室 閉鎖性海域対策室
海洋環境室 海洋環境室

水環境課 水環境課
自動車環境対策課 自動車環境対策課(充て職)

大気環境課
大気生活環境室 大気生活環境室

大気環境課
除染渉外広報室 除染渉外広報室
調査官 調査官

(28.6)水・大気環境局
総務課 総務課

(26.1)水・大気環境局

市場メカニズム室
市場メカニズム室 フロン対策室
フロン対策室 事業監理官
調整官 調整官

地球温暖化対策課 地球温暖化対策課
国際地球温暖化対策室 国際地球温暖化対策室

国際連携課 国際連携課
低炭素社会推進室 低炭素社会推進室
研究調査室 研究調査室
調査官 調査官

総務課 総務課
(27.4)地球環境局 (28.4)地球環境局

環境リスク評価室
参事官

環境安全課
化学物質審査室

特殊疾病対策室
石綿健康被害対策室

環境保健部

環境影響審査室

保健業務室
調査官

環境保健企画管理課

環境影響評価課

環境経済課
環境教育推進室

計画官
環境計画課

環境研究技術室
企画官

総務課
調査官

(28.4)総合環境政策局

循環型社会推進室      ― (26.3)循環型社会推進室(充て職) 廃棄物対策課

適正処理・不法投棄対策室 適正処理・不法投棄対策室
産業廃棄物課 産業廃棄物課

浄化槽推進室 浄化槽推進室
廃棄物対策課 災害廃棄物対策室

リサイクル推進室 循環型社会推進室(充て職)
企画課 リサイクル推進室

廃棄物・リサイクル対策部 企画課

広報室 会計課
地方環境室 廃棄物・リサイクル対策部

政策評価広報課 広報室
会計課 政策評価室

企画官 総務課
環境情報室 地方環境室

総務課 調査官
調査官 秘書課

(25.4)大臣官房 (28.4)大臣官房

秘書課 参事官(3)
審議官(6)(うち1は充て職)参事官(3)   ― (26.3) 参事官(4)

(27年度) (28年度)
2015年度 2016年度

審議官(6)   ― (25.9)審議官(6)(うち1は充て職) サイバーセキュリティ・情報化審議官

2017年度 2020年度 2021年度
(29年度) (平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

臨時水俣病認定審査会
環境省国立研究開発法人審議会
有明海・八代海等総合調査評価委員会

公害対策会議
公害健康被害補償不服審査会
中央環境審議会

環境調査研修所

国立水俣病総合研究センター

浄化槽推進室 浄化槽推進室
放射性物質汚染廃棄物対策室 放射性物質汚染廃棄物対策室

リサイクル推進室 リサイクル推進室
廃棄物適正処理推進課 廃棄物適正処理推進課

企画官(2)参事官(4)(うち1は充て職)
企画官(2)

廃棄物規制課 廃棄物規制課
参事官(4)(うち1は充て職)

総務課 総務課
循環型社会推進室(充て職) 循環型社会推進室(充て職)

環境再生・資源循環局
次長 次長

×(29.7.14廃止)

(29.7)環境再生・資源循環局

希少種保全推進室
鳥獣保護管理室 鳥獣保護管理室
希少種保全推進室

自然環境整備課 自然環境整備課
野生生物課 野生生物課

国立公園利用推進室 国立公園利用推進室

生物多様性センター
国立公園課 国立公園課

生物多様性戦略推進室 生物多様性戦略推進室
生物多様性センター

墓苑管理事務所
自然環境計画課 自然環境計画課

国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)
墓苑管理事務所

調査官 調査官

自然環境局
総務課 総務課

(29.7)自然環境局

地下水・地盤環境室(充て職) 地下水・地盤環境室(充て職)
農薬環境管理室 農薬環境管理室

閉鎖性海域対策室
土壌環境課 土壌環境課

閉鎖性海域対策室

水環境課
海洋環境室 海洋環境室

自動車環境対策課(充て職) 自動車環境対策課(充て職)
水環境課

大気生活環境室 大気生活環境室

調査官
大気環境課 大気環境課

総務課 総務課
調査官

(29.7)水・大気環境局 水・大気環境局

参事官 参事官 国際協力・環境インフラ戦略室 国際協力・環境インフラ戦略室
参事官 参事官

フロン対策室 フロン対策室
参事官 国際協力・環境インフラ戦略室 国際協力・環境インフラ戦略室 国際連携課 国際連携課

フロン対策室 市場メカニズム室 市場メカニズム室
国際連携課 国際連携課 国際連携課

市場メカニズム室 市場メカニズム室 脱炭素ビジネス推進室 脱炭素ビジネス推進室
フロン対策室 フロン対策室

地球温暖化対策事業室 地球温暖化対策事業室 地球温暖化対策事業室
市場メカニズム室

事業監理官
地球温暖化対策事業室 地球温暖化対策事業室
事業監理官 事業監理官 事業監理官 事業監理官

地球温暖化対策課 地球温暖化対策課 地球温暖化対策課 地球温暖化対策課 地球温暖化対策課
気候変動適応室 気候変動適応室 気候変動適応室

脱炭素化イノベーション研究調査室
低炭素社会推進室 低炭素社会推進室
研究調査室 研究調査室 脱炭素化イノベーション研究調査室 脱炭素化イノベーション研究調査室
調査官 調査官 低炭素社会推進室 脱炭素社会移行推進室 脱炭素社会移行推進室

総務課 総務課 総務課
地球環境局

総務課 総務課
(29.7)地球環境局 (30.4)地球環境局 (31.4)地球環境局 (2.4)地球環境局

(29.7)総合環境政策統括官

環境リスク評価室 環境リスク評価室
参事官

総合環境政策統括官

環境安全課
参事官 環境リスク評価室

環境安全課 化学物質審査室 化学物質審査室 化学物質審査室
環境リスク評価室 環境安全課 環境安全課

参事官 参事官

化学物質審査室 石綿健康被害対策室 石綿健康被害対策室 石綿健康被害対策室
石綿健康被害対策室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室

保健業務室 保健業務室
環境保健企画管理課 環境保健企画管理課

特殊疾病対策室 保健業務室

環境保健部
保健業務室 環境保健企画管理課

環境保健部 環境影響審査室 環境影響審査室 環境影響審査室
環境保健企画管理課 環境保健部 環境保健部

環境影響審査室 環境影響評価課 環境影響評価課 環境影響評価課
環境影響評価課 環境教育推進室 環境経済課 環境経済課

計画官

環境計画課 環境研究技術室

環境教育推進室 環境経済課 地域循環共生圏推進室 地域循環共生圏推進室
環境経済課 計画官 計画官

環境計画課 環境計画課計画官 企画官
環境計画課 環境教育推進室 環境教育推進室企画官

環境研究技術室 環境研究技術室
企画評価・政策プロモーション室環境研究技術室 政策評価室 企画評価・政策プロモーション室

調査官 調査官政策評価室 調査官
総合政策課 総合政策課 総合政策課調査官

総合政策課 会計課 会計課 会計課
会計課 広報室

企画官広報室 広報室
総務課 総務課 総務課広報室

総務課 地方環境室 地方環境室 地方環境室
調査官地方環境室 調査官 調査官

秘書課 秘書課調査官 秘書課
秘書課 審議官(5)(うち1は充て職) 審議官(5)(うち1は充て職)

(29.7)大臣官房

審議官(5)(うち1は充て職) サイバーセキュリティ・情報化審議官 サイバーセキュリティ・情報化審議官
公文書監理官(充て職)審議官(6)(うち1は充て職) サイバーセキュリティ・情報化審議官 公文書監理官(充て職)

(30年度)

事務次官
地球環境審議官

2018年度 2019年度

政策立案総括審議官 政策立案総括審議官サイバーセキュリティ・情報化審議官 政策立案総括審議官
(30.4)大臣官房 (31.4)大臣官房 (3.4)大臣官房

∩
∩

∩
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環境省 地方支分部局

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
(19年度) (20年度) (21年度) (22年度) (23年度) (24年度)

箱根自然環境事務所 箱根自然環境事務所

自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(4)

●組織(福島以外)

総務課

廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く)

野生生物課

環境対策課

放射能汚染対策課(東北・関東に限る)

国立公園・保全整備課

新潟事務所 新潟事務所 新潟事務所

東北地方環境事務所  東北地方環境事務所 

自然保護官事務所(13) 自然保護官事務所(15)

(24.1)福島環境再生事務所 福島環境再生事務所

※組織及び事務所内訳は別頁に示す。

関東地方環境事務所 関東地方環境事務所 関東地方環境事務所

自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(9)

日光自然環境事務所 日光自然環境事務所 日光自然環境事務所

自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2)

箱根自然環境事務所

松本自然環境事務所

中部地方環境事務所

自然保護官事務所(4)

長野自然環境事務所

自然保護官事務所(4)

近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

自然保護官事務所(7)

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
(13年度) (14年度) (15年度) (16年度) (17年度) (18年度)

(地方環境対策調査官(107))

(自然保護事務所(11))

北海道地方環境事務所 

自然保護官事務所(3)

北海道地区環境対策調査官事務所 ●組織

(13.10)地方環境対策調査官事務所(9) (地方環境対策調査官事務所(9)) (17.10)地方環境事務所(7)

東北地区環境対策調査官事務所 総務課

関東地区環境対策調査官事務所 廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く)

中国地区環境対策調査官事務所

北越地区環境対策調査官事務所 環境対策課

中部地区環境対策調査官事務所 国立公園・保全整備課

近畿地区環境対策調査官事務所 野生生物課

自然保護官事務所(8)

四国地区環境対策調査官事務所

九州地区環境対策調査官事務所
●事務所内訳

釧路自然環境事務所

自然保護官事務所(5)

新潟事務所

東北地方環境事務所 

自然保護官事務所(13)

関東地方環境事務所

自然保護官事務所(4)

日光自然環境事務所

自然保護官事務所(2)

箱根自然環境事務所

松本自然環境事務所

中部地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

長野自然環境事務所

自然保護官事務所(4)

近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

中国四国地方環境事務所

広島事務所

自然保護官事務所(6)

自然保護官事務所

米子自然環境事務所

自然保護官事務所

阿蘇自然環境事務所

高松事務所

自然保護官事務所(4)

九州地方環境事務所

福岡事務所

自然保護官事務所(8)

自然保護官事務所

那覇自然環境事務所

自然保護官事務所(5)
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環境省 地方支分部局

2013年度 2014年度 2017年度
(25年度) (26年度) (29年度)

自然保護官事務所(5)

自然保護官事務所(9)

2015年度 2016年度
(27年度) (28年度)

箱根自然環境事務所

自然保護官事務所(4)

自然保護官事務所(7)

●組織(福島以外) ●組織(福島以外) ●組織(福島以外)

(29.7)地方環境事務所(8)

総務課 総務課 総務課

廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く) 廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く) 廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く)

野生生物課 野生生物課 野生生物課

環境対策課 環境対策課 環境対策課

放射能汚染対策課(関東に限る) 放射能汚染対策課(関東に限る) 放射能汚染対策課(関東に限る)

国立公園・保全整備課 国立公園課 国立公園課

北海道地方環境事務所  北海道地方環境事務所 

自然保護官事務所(9)

自然環境整備課 自然環境整備課

管理官事務所(2)

釧路自然環境事務所 釧路自然環境事務所

阿寒摩周国立公園管理事務所

管理官事務所

自然保護官事務所(3)

新潟事務所

 東北地方環境事務所  東北地方環境事務所 

自然保護官事務所(14) 十和田八幡平国立公園管理事務所

福島環境再生事務所

自然保護官事務所(11)

(29.7)福島地方環境事務所

※組織及び事務所内訳は別頁に示す。

関東地方環境事務所

日光国立公園管理事務所

管理官事務所(2)

自然保護官事務所(9)

松本自然環境事務所

中部地方環境事務所

自然保護官事務所(4)

長野自然環境事務所

自然保護官事務所(5)

近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

中国四国地方環境事務所 中国四国地方環境事務所 中国四国地方環境事務所

広島事務所 広島事務所 広島事務所

自然保護官事務所(8)

自然保護官事務所 自然保護官事務所 大山隠岐国立公園管理事務所

米子自然環境事務所 米子自然環境事務所 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所

阿蘇自然環境事務所 阿蘇自然環境事務所 阿蘇自然環境事務所 管理官事務所

高松事務所 高松事務所 高松事務所

自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3)

九州地方環境事務所 九州地方環境事務所 九州地方環境事務所 九州地方環境事務所

福岡事務所 福岡事務所 福岡事務所 福岡事務所

自然保護官事務所(8) 自然保護官事務所(8) 自然保護官事務所(9) 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

自然保護官事務所 自然保護官事務所 自然保護官事務所 自然保護官事務所(9)

那覇自然環境事務所 那覇自然環境事務所 那覇自然環境事務所
沖縄奄美自然環境事務所

自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7)

2020年度 2021年度
(平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

2018年度 2019年度
(30年度)

管理官事務所

管理官事務所 釧路自然環境事務所 釧路自然環境事務所

自然保護官事務所(3) 阿寒摩周国立公園管理事務所 阿寒摩周国立公園管理事務所

管理官事務所 管理官事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所

管理官事務所 管理官事務所

自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5)

沖縄奄美自然環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所

自然保護官事務所(7) 奄美群島国立公園管理事務所 奄美群島国立公園管理事務所

●組織(福島以外) ●組織(福島以外) ●組織(福島以外)

地方環境事務所(8) 地方環境事務所(8) 地方環境事務所(8)

放射能汚染対策課(関東に限る) 放射能汚染対策課(関東に限る)

総務課 総務課 総務課

資源循環課(北海道除く) 資源循環課(北海道含む) 資源循環課

野生生物課 野生生物課 野生生物課

環境対策課  環境対策課  環境対策課

放射能汚染対策課(関東に限る)

国立公園課 国立公園課 国立公園課

北海道地方環境事務所  北海道地方環境事務所  北海道地方環境事務所 

支笏洞爺国立公園管理事務所 大雪山国立公園管理事務所 大雪山国立公園管理事務所

自然環境整備課 自然環境整備課 自然環境整備課

●事務所内訳(福島以外)

管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

管理官事務所 管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(7) 支笏洞爺国立公園管理事務所 支笏洞爺国立公園管理事務所

釧路自然環境事務所

阿寒摩周国立公園管理事務所 自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(5)

自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3)

管理官事務所

新潟事務所 新潟事務所

 東北地方環境事務所  東北地方環境事務所 

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所

自然保護官事務所(12) 自然保護官事務所(12)

関東地方環境事務所 関東地方環境事務所

伊勢志摩国立公園管理事務所

横浜事務所 横浜事務所

日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所

管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

管理官事務所(3) 中部山岳国立公園管理事務所 上信越高原国立公園管理事務所 上信越高原国立公園管理事務所

管理官事務所(4) 管理官事務所(4)

自然保護官事務所(9) 自然保護官事務所(9)

中部地方環境事務所 中部地方環境事務所 中部地方環境事務所 中部地方環境事務所

自然保護官事務所(4) 伊勢志摩国立公園管理事務所 伊勢志摩国立公園管理事務所

信越自然環境事務所 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3)

中部山岳国立公園管理事務所 信越自然環境事務所 信越自然環境事務所 信越自然環境事務所

管理官事務所(3) 管理官事務所(3)

自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2)

近畿地方環境事務所 近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(5) 管理官事務所(3) 管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(5) 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所

中国四国地方環境事務所 中国四国地方環境事務所

広島事務所 広島事務所

吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所

管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5)

九州地方環境事務所 九州地方環境事務所 九州地方環境事務所

大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所

管理官事務所(2)

自然保護官事務所 自然保護官事務所

自然保護官事務所(3)

管理官事務所(2)

管理官事務所 管理官事務所 管理官事務所

四国事務所 四国事務所

自然保護官事務所(3)

福岡事務所 福岡事務所 福岡事務所

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

霧島錦江湾国立公園管理事務所 霧島錦江湾国立公園管理事務所 霧島錦江湾国立公園管理事務所

管理官事務所 管理官事務所 管理官事務所

自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7)
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原子力規制委員会環境省 地方支分部局（福島環境再生事務所・福島地方環境事務所）

2012年度 2013年度 2014年度
(24年度) (25年度) (26年度)

(24.9)原子力規制委員会
(24.9)原子力規制庁 (25.4)原子力規制庁 原子力規制庁

(26.3)長官官房
緊急事態対策監 緊急事態対策監 緊急事態対策監

次長 次長 次長

原子力地域安全総括官 原子力地域安全総括官 (26.10)核物質・放射線総括審議官
審議官(3) 審議官(3) 技術総括審議官

政策評価・広聴広報課 政策評価・広聴広報課 原子力安全技術総括官
総務課 総務課 審議官(3)

国際課 国際課 総務課
技術基盤課 技術基盤課 (27.1)人事課

安全規制管理官(5) 安全技術管理官(4)

原子力防災課 原子力防災課 国際課
監視情報課 監視情報課 (27.1)参事官
安全規制管理官(5) 放射線対策・保障措置課 技術基盤課

(26.10)原子力災害対策・核物質防護課
(26.10)監視情報課
(26.10)放射線対策・保障措置課

原子力防災業務管理官(～26.10)
監視情報課(～26.10)
放射線対策・保障措置課(～26.10)

(26.3)原子力規制部
原子力規制企画課
安全規制管理官(7)

(26.3)放射線防護対策部(～26.10)
原子力防災政策課(～26.10)

(24.9)放射線審議会

原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24)

(24.9)原子炉安全専門審査会
(24.9)核燃料安全専門審査会
(24.9)原子力規制委員会独立行政法人評価委員会

地方放射線モニタリング対策官(3) 地方放射線モニタリング対策官(3)

(26.3)原子力安全人材育成センター

地域原子力安全統括管理官(2) 地域原子力安全統括管理官(2) 地域原子力規制総括調整官(3)

横須賀原子力艦モニタリングセンター 横須賀原子力艦モニタリングセンター
六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター

2017年度
(29年度)

2015年度 2016年度
(27年度) (28年度)

原子力規制庁 原子力規制庁 原子力規制庁

(27.4)長官官房 (28.4)長官官房 原子力規制技監
緊急事態対策監 緊急事態対策監 (29.4)長官官房

次長 次長 次長

核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官
技術総括審議官 技術総括審議官 緊急事態対策監

総務課 サイバーセキュリティ・情報化参事官 サイバーセキュリティ・情報化参事官
審議官(3) 審議官(3) 審議官(3)

人事課 総務課 総務課
参事官 人事課 人事課

監視情報課 原子力災害対策・核物質防護課 原子力災害対策・核物質防護課 (～29.7)

技術基盤課 参事官 参事官(2)
安全技術管理官(4) 技術基盤課 技術基盤課
原子力災害対策・核物質防護課 安全技術管理官(4) 安全技術管理官(4)

放射線対策・保障措置課 監視情報課 (29.7)放射線防護企画課
原子力規制部 放射線対策・保障措置課 監視情報課

原子力規制企画課 原子力規制部 放射線対策・保障措置課 (～29.7)

原子力安全人材育成センター

安全規制管理官(7) 原子力規制企画課 (29.7)安全規制管理官(2)
安全規制管理官(7) 原子力規制部

原子力安全人材育成センター 原子力規制企画課
原子力安全人材育成センター (29.7)検査監督総括課

安全規制管理官(7)

(29.7)放射線審議会

原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24) (29.7)原子力規制事務所・分室(25)

(29.7)原子炉安全専門審査会
(29.7)核燃料安全専門審査会

(27.4)原子力規制委員会国立研究開発法人審議会 (29.7)原子力規制委員会国立研究開発法人審議会

(27.4)地方放射線モニタリング対策官(8) (28.4)地方放射線モニタリング対策官(10) (29.4)地方放射線モニタリング対策官(13)(～29.7)
地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3)

横須賀原子力艦モニタリングセンター 横須賀原子力艦モニタリングセンター (29.4)原子力艦モニタリングセンター(2)
六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター

2020年度 2021年度
(平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

2018年度 2019年度
(30年度)

原子力規制委員会
原子力規制庁 原子力規制庁 原子力規制庁

原子力規制技監 原子力規制技監 原子力規制技監
(30.4)長官官房 (31.4)長官官房 長官官房

次長 次長 次長

核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官
緊急事態対策監 緊急事態対策監 緊急事態対策監

政策立案参事官 公文書監理官(充て職) 公文書監理官(充て職)
審議官(3) 審議官(3) 審議官(3)

人事課 人事課

サイバーセキュリティ・情報化参事官 政策立案参事官 政策立案参事官
総務課 サイバーセキュリティ・情報化参事官 サイバーセキュリティ・情報化参事官

安全技術管理官(4) 技術基盤課 技術基盤課

人事課 総務課 総務課
参事官(2)
技術基盤課 参事官(2) 参事官(2)

原子力規制企画課 原子力規制企画課

放射線防護企画課 安全技術管理官(4) 安全技術管理官(4)
監視情報課 放射線防護企画課 放射線防護企画課
安全規制管理官(2) 監視情報課 監視情報課

原子力安全人材育成センター
原子力安全人材育成センター 原子力安全人材育成センター

原子力規制部 安全規制管理官(2) 安全規制管理官(2)
原子力規制企画課 原子力規制部 原子力規制部
検査監督総括課
安全規制管理官(7) 検査監督総括課 検査監督総括課

安全規制管理官(7) 安全規制管理官(7)

放射線審議会

(30.4)原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24) (3.4)原子力規制事務所・分室(25)

原子炉安全専門審査会
核燃料安全専門審査会
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会

(30.4)原子力艦モニタリングセンター(3) 原子力艦モニタリングセンター(3) 原子力艦モニタリングセンター(3)
地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3)

六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
(23年度) (24年度) (25年度) (26年度)

用地補償第二課

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

中間貯蔵施設整備推進課 中間貯蔵施設整備推進課

用地補償第一課

用地審査課

除染等推進第一課(県北支所)除染等推進第一課(県北支所)

輸送課

調査設計課

工務課

放射能汚染廃棄物対策第二課

廃棄物再生利用推進室

輸送課

減容化施設整備課

中間貯蔵施設整備第一課

中間貯蔵施設整備第二課

減容化施設整備課 中間貯蔵施設等整備事務所 減容化施設整備課

中間貯蔵施設浜通り事務所

中間貯蔵施設等整備事務所

廃棄物再生利用推進室

放射能汚染廃棄物対策第二課

除染対策第三課

最終処分場管理室

放射能汚染廃棄物対策第一課

市町村除染推進課

廃棄物対策課 放射能汚染廃棄物対策第一課

建物解体廃棄物処理推進室

特別地域除染事業推進室

市町村除染推進室

除染対策第三課

除染対策第二課

放射能汚染対策課

特別地域除染企画調整室

除染対策第一課除染対策第一課

特別地域除染企画調整室

特別地域除染事業推進室

特別地域除染企画調整室 特別地域除染事業推進室

特別地域除染事業推進室

経理課

放射能汚染対策課

企画課

除染対策第一課

経理課 経理課

庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課

広報室 広報室 広報室 広報室

(27年度) (28年度)

●福島 組織及び事務所内訳

(24.1)福島環境再生事務所 福島環境再生事務所

2015年度 2016年度

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第四課(浜通り北支所) 除染等推進第四課(浜通り北支所)

市町村除染推進課

建物解体廃棄物処理推進室

放射能汚染廃棄物対策第二課

放射能汚染廃棄物対策第一課

除染対策第二課

工務課

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

調査設計課

中間貯蔵施設企画調整室

除染等推進第五課(浜通り南支所)

中間貯蔵施設整備第三課

中間貯蔵施設整備第四課

中間貯蔵施設整備第五課

中間貯蔵施設整備第六課

中間貯蔵施設整備第六課

中間貯蔵施設浜通り事務所

用地補償第二課

用地総括課 中間貯蔵施設浜通り事務所用地総括課

除染等推進第五課(浜通り南支所)

放射線健康管理事務所

用地補償第一課

用地審査課

除染等推進第一課(県北支所)

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第四課(浜通り北支所)

除染等推進第五課(浜通り南支所)

除染等推進第一課(県北支所)

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第四課(浜通り北支所)

除染等推進第五課(浜通り南支所)

市町村除染・廃棄物対策室

中間貯蔵施設整備第一課

中間貯蔵施設整備第二課

中間貯蔵施設整備第三課

中間貯蔵施設整備第四課

中間貯蔵施設整備第五課

中間貯蔵施設整備第六課

中間貯蔵施設等整備事務所

除染等推進第一課(県北支所)

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第四課(浜通り北支所)

除染等推進第五課(浜通り南支所)

中間貯蔵施設等整備事務所

除染対策第二課

市町村除染推進室

2017年度 2020年度 2021年度
(29年度) (平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

浜通り南支所 

県北支所

浜通り北支所

県中・県南支所 

県北支所 県北支所

浪江分室

富岡分室

放射線健康管理事務所

県中・県南支所 県中・県南支所 

浜通り南支所 浜通り南支所

富岡分室

浜通り北支所浜通り北支所

浜通り南支所 

浪江分室

浜通り北支所

県北支所

特定物件等補償対策室

用地審査課

用地補償課

県中・県南支所 

用地補償第一課

特定物件等補償対策室

富岡分室

用地補償第二課

用地補償課

用地企画課

中間貯蔵施設整備推進課

用地補償課

調査設計課

用地企画課

中間貯蔵施設整備推進課

輸送基盤整備室 輸送基盤整備室

用地審査室 用地審査室

土壌再生利用推進室

輸送基盤整備室

中間貯蔵施設整備推進課

用地総括課

中間貯蔵施設整備推進課

用地企画課

管理課 管理課管理課

調査設計課

輸送課

調査設計室調査設計課

管理課

工務課

土壌再生利用推進室中間貯蔵施設等整備事務所

工務課工務課

輸送課

土壌再生利用推進室

輸送課

工務課

中間貯蔵総括課

中間貯蔵部

中間貯蔵総括課 中間貯蔵総括課

中間貯蔵部 中間貯蔵部

特定廃棄物処分推進室

最終処分場管理室

廃棄物処理施設運営管理室

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

廃棄物処理施設運営管理室

減容化施設整備課

放射能汚染廃棄物対策第二課

最終処分場管理室

中間貯蔵部

廃棄物再生利用推進室 廃棄物再生利用推進室

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

仮置場対策課

減容化施設整備課

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所 特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

放射能汚染廃棄物対策課

住民帰還対策室

環境再生課

建物解体廃棄物処理推進室 建物解体廃棄物処理推進室

環境再生・廃棄物対策部 環境再生・廃棄物対策部 環境再生・廃棄物対策部 環境再生・廃棄物対策部

環境再生・廃棄物対策総括課 環境再生・廃棄物対策総括課

広報室

経理課

企画課 企画課 企画課 企画課

経理課 経理課 経理課 経理課

企画課

渉外広報課 渉外広報課 渉外広報課 渉外広報課

広報室 広報室 広報室

福島地方環境事務所

庶務課

総務部 総務部 総務部 総務部

総務課 総務課 総務課 総務課

(30年度)

(29.7)福島地方環境事務所

2018年度 2019年度

広報室

復興拠点環境再生室

環境再生課 環境再生課

仮置場対策課 仮置場対策課 仮置場対策課

市町村支援室 市町村支援室

放射能汚染廃棄物対策課 放射能汚染廃棄物対策課 廃棄物対策課

廃棄物再生利用推進室 廃棄物再生利用推進室

放射線健康管理事務所 放射線健康管理事務所 放射線健康管理事務所 放射線健康管理事務所

住民帰還対策室

環境再生課

滞留廃棄物対策室 最終処分場管理室 最終処分場管理室

工務課

輸送課

管理課

最終処分場管理室

放射能汚染廃棄物対策第一課

建物解体廃棄物処理推進室

廃棄物再生利用推進室

除染対策第二課

市町村除染推進室

除染対策第一課

特別地域除染事業推進室

滞留廃棄物対策室

特定廃棄物処分推進室

中間貯蔵施設企画調整室

特定物件等補償対策室

減容化施設整備課

輸送課

中間貯蔵施設浜通り事務所 中間貯蔵施設浜通り事務所 中間貯蔵施設浜通り事務所 中間貯蔵施設浜通り事務所 土壌再生利用推進課

中間貯蔵施設浜通り事務所

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

除染等推進第三課(浜通り南支所)

除染等推進第一課(県北支所)

用地審査課

用地補償第一課

特定物件等補償対策室

調査設計課

中間貯蔵施設企画調整室

輸送基盤整備室

用地総括課

中間貯蔵施設整備推進課

除染等推進第四課(浜通り北支所)

用地補償第二課

除染等推進第二課(県中・県南支所)


