
■地方環境事務所等一覧 R5.1.1時点

地方環境事務所　/　自然保護官事務所等 住所 電話番号

北海道地方環境事務所 北海道札幌市北区北八条西2丁目 札幌第1合同庁舎3階 011-299-1950

稚内自然保護官事務所 北海道稚内市末広5-6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1100

大雪山国立公園管理事務所 北海道上川郡上川町中央町603番地 01658-2-2574

大雪山国立公園管理事務所 東川管理官事務所 北海道上川郡東川町東町1-13-15 0166-82-2527

大雪山国立公園管理事務所 上士幌管理官事務所 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線235-33 01564-2-3337

支笏洞爺国立公園管理事務所　 北海道千歳市支笏湖温泉 0123-25-2350

支笏洞爺国立公園管理事務所 洞爺湖管理官事務所　 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5 （洞爺湖ビジターセンター 2階） 0142-73-2600

釧路自然環境事務所 北海道釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階 0154-32-7500

ウトロ自然保護官事務所 北海道斜里郡斜里町ウトロ西186-10（知床世界遺産センター内） 0152-24-2297

羅臼自然保護官事務所 北海道目梨郡羅臼町湯の沢6-27 0153-87-2402

阿寒摩周国立公園管理事務所 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-2 015-483-2335

阿寒摩周国立公園管理事務所 阿寒湖管理官事務所 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-1-1（阿寒湖畔エコミュージアムセンター内） 0154-67-2624

釧路湿原自然保護官事務所 北海道釧路市北斗2-2101（釧路湿原野生生物保護センター内） 0154-56-2345

東北地方環境事務所 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

十和田八幡平国立公園管理事務所 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 0176-75-2728

十和田八幡平国立公園管理事務所 盛岡管理官事務所 岩手県盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎1階 019-621-2501

十和田八幡平国立公園管理事務所 鹿角管理官事務所 秋田県鹿角市花輪字向畑123-4 0186-30-0330

八戸自然保護官事務所 青森県八戸市根城9-13-9 八戸合同庁舎地下1階 0178-73-5161

宮古自然保護官事務所 岩手県宮古市日立浜町11-30 0193-62-3912

大船渡自然保護官事務所 岩手県大船渡市末崎町字大浜221-117 0192-29-2759

石巻自然保護官事務所 宮城県石巻市泉町4-1-9 石巻法務合同庁舎1階 0225-24-8217

裏磐梯自然保護官事務所 福島県耶麻郡北塩原村大字檜原字 剣ヶ峯1093 0241-32-2221

羽黒自然保護官事務所 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰39-4 0235-62-4777

関東地方環境事務所 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階 048-600-0516

日光国立公園管理事務所 栃木県日光市本町9-5 0288-54-1076

日光国立公園管理事務所 那須管理官事務所 栃木県那須郡那須町湯本207-2 那須高原ビジターセンター2階 0287-76-7512

檜枝岐自然保護官事務所 福島県南会津郡檜枝岐村下ノ原867-1 0241-75-7301

片品自然保護官事務所 群馬県利根郡片品村大字鎌田下半瀬3885-1 0278-58-9145

奥多摩自然保護官事務所 東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1 0428-83-2157

小笠原自然保護官事務所 東京都小笠原村父島西町（小笠原世界遺産センター内） 04998-2-7174

母島自然保護官事務所 東京都小笠原村母島字静沢 04998-3-2577

富士箱根伊豆国立公園管理事務所　 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 旧札場164 0460-84-8727

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 伊豆諸島管理官事務所　 東京都大島町元町字家の上445-9 大島合同庁舎1階 04992-2-7115

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士五湖管理官事務所　 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1（生物多様性センター内） 0555-72-0353

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 沼津管理官事務所　 静岡県沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎5階 055-931-3261

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 下田管理官事務所　 静岡県下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎1階 0558-22-9533

南アルプス自然保護官事務所 山梨県南アルプス市芦安芦倉516 南アルプス市芦安支所2階 055-280-6055

南アルプス自然保護官事務所 [静岡事務室] 静岡県静岡市葵区追手町5-1 静岡市静岡庁舎新館13階 055-280-6055

伊那自然保護官事務所 長野県伊那市長谷溝口1394 伊那市長谷総合支所2階 0265-98-1205

中部地方環境事務所 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 052-955-2130

白山自然保護官事務所 石川県白山市白峰ホ-25-1 076-259-2902

伊勢志摩国立公園管理事務所 三重県志摩市阿児町鵜方3098-26 0599-43-2210

信越自然環境事務所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎 026-231-6570

上信越高原国立公園管理事務所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3 嬬恋村商工会館2階 0279-97-2083

上信越高原国立公園管理事務所 谷川管理官事務所 群馬県利根郡みなかみ町月夜野1744-1 0278-62-0300
上信越高原国立公園管理事務所 志賀高原管理官事務所 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 0269-34-2104
妙高高原自然保護官事務所 新潟県妙高市大字関川2279-2 0255-86-2441

戸隠自然保護官事務所 長野県長野市戸隠豊岡1554 長野市戸隠支所3階 026-254-3060

中部山岳国立公園管理事務所 長野県松本市安曇124-7 0263-94-2024

中部山岳国立公園管理事務所 立山管理官事務所 富山県中新川郡立山町前沢1209-18　駅前プラザ2階 076-462-2301

中部山岳国立公園管理事務所 上高地管理官事務所 長野県松本市安曇4468（冬期間連絡先：中部山岳国立公園管理事務所） 0263-95-2032

中部山岳国立公園管理事務所 平湯管理官事務所 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12 0578-89-2353

近畿地方環境事務所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75　桜ノ宮合同宿舎4階 06-6881-6500

吉野熊野国立公園管理事務所　 和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-20 0735-22-0342

吉野熊野国立公園管理事務所 吉野管理官事務所 奈良県吉野郡吉野町上市2294-6 07463-4-2202

吉野熊野国立公園管理事務所 田辺管理官事務所 和歌山県田辺市中屋敷町24-49 田辺市社会福祉センター3階 0739-23-3955

竹野自然保護官事務所 兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4 0796-47-0236

浦富自然保護官事務所 鳥取県岩美郡岩美町浦富字出逢1098-3 0857-73-1146

神戸自然保護官事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎7階 078-331-1146

中国四国地方環境事務所 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2号合同庁舎11階 086-223-1577

大山隠岐国立公園管理事務所 鳥取県米子市東町124-16 米子地方合同庁舎4階 0859-34-9331

大山隠岐国立公園管理事務所 松江管理官事務所 島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階 0852-21-7626

大山隠岐国立公園管理事務所 隠岐管理官事務所 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55 08512-2-0149

広島事務所 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎3号館1階 082-511-0006

四国事務所 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館2階 087-811-6227

松山自然保護官事務所 愛媛県松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎4階 089-931-5803

土佐清水自然保護官事務所 高知県土佐清水市天神町11-7 0880-82-2350

九州地方環境事務所 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階 096-322-2412

福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1階 092-437-8851

佐世保自然保護官事務所 長崎県佐世保市木場田町2番19号 佐世保合同庁舎5階 0956-42-1222

五島自然保護官事務所 長崎県五島市東浜町2-1-1福江地方合同庁舎2階 0959-72-4827

雲仙自然保護官事務所 長崎県雲仙市小浜町雲仙320 0957-73-2423

天草自然保護官事務所 熊本県天草市港町10-2 三貴ビル5階 0969-23-8366

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 熊本県阿蘇市黒川1180 0967-34-0254

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 くじゅう管理官事務所 大分県玖珠郡九重町大字田野260-2 0973-79-2631

霧島錦江湾国立公園管理事務所 鹿児島県鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第2地方合同庁舎2階 099-213-1811

霧島錦江湾国立公園管理事務所 えびの自然保護官事務所 宮崎県えびの市末永1495-5 0984-33-1108

屋久島自然保護官事務所 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房前岳2739-343 0997-46-2992

那覇自然環境事務所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 098-836-6400

奄美群島国立公園管理事務所 鹿児島県大島郡大和村思勝551 0997-55-8620

奄美群島国立公園管理事務所 ［住用事務室］ 鹿児島県奄美市住用石原467-1 0997-69-2280

奄美群島国立公園管理事務所 徳之島管理官事務所 鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1 天城町役場4階 0997-85-2919

やんばる自然保護官事務所 沖縄県国頭郡国頭村字比地263-1 0980-50-1025

慶良間自然保護官事務所 ［座間味事務室］ 沖縄県島尻郡座間味村座間味109 座間味村役場2階 098-987-2662 

慶良間自然保護官事務所 ［渡嘉敷事務室］ 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷183 渡嘉敷村役場2階 098-987-2662 

石垣自然保護官事務所 沖縄県石垣市八島町2-27（国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター内） 0980-82-4768

西表自然保護官事務所 沖縄県八重山郡竹富町字古見（西表野生生物保護センター内） 0980-84-7130

【中国四国地区】○瀬戸内海国立公園（岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県）○大山隠岐国立公園　○足摺宇和海国立公園

【九州地区】○瀬戸内海国立公園（福岡県、大分県）○西海国立公園　○雲仙天草国立公園　○阿蘇くじゅう国立公園　○霧島錦江湾国立公園　○屋久島国立公園

【沖縄地区】○奄美群島国立公園　○やんばる国立公園　○慶良間諸島国立公園　○西表石垣国立公園

【北海道地区】○利尻礼文サロベツ国立公園　○大雪山国立公園　○支笏洞爺国立公園

【東北地区】○十和田八幡平国立公園　○三陸復興国立公園　○磐梯朝日国立公園

【関東地区】○日光国立公園　○尾瀬国立公園　○秩父多摩甲斐国立公園　○小笠原国立公園　○富士箱根伊豆国立公園　○南アルプス国立公園

【中部地区】○白山国立公園　○伊勢志摩国立公園

【近畿地区】○瀬戸内海国立公園（大阪府、和歌山県、兵庫県）○吉野熊野国立公園　○山陰海岸国立公園

【信越地区】○上信越高原国立公園　○中部山岳国立公園　○妙高戸隠連山国立公園

【釧路地区】○知床国立公園　○阿寒摩周国立公園　○釧路湿原国立公園


