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環境省

地方環境事務所（環境省許可申請先一覧）

事務所名
郵便番号

住所

電話番号

ＦＡＸ

ホームページ

アドレス

北海道地方環境事務所(西北海道)
〒060-0001

北海道札幌市中央区北1条西10丁目1番地

011-251-8700

011-219-7072

ユーネットビル9階

http://hokkaido.env.go.jp/

稚内自然保護官事務所

〒097-8527

北海道稚内市末広5-6-1 稚内地方合同庁舎

0162-33-1100 0162-33-1101
上川自然保護官事務所

〒078-1751

北海道上川郡上川町本町41

01658-2-2574

01658-2-2681

東川自然保護官事務所

〒071-1423

北海道上川郡東川町東町1-13-15

0166-82-2527 0166-82-5086
上士幌自然保護官事務所

〒080-1408

北海道河東郡上士幌町字 上士幌東3線235-33

01564-2-3337

01564-2-2933

羽幌自然保護官事務所
〒078-4116

北海道苫前郡羽幌町北6条1丁目(北海道海鳥センター内)

01646-9-1101 01646-9-1102
支笏湖自然保護官事務所

〒066-0281

北海道千歳市支笏湖温泉

0123-25-2350 0123-25-2351
洞爺湖自然保護官事務所

〒049-5602

北海道虻田郡虻田町字泉23-3

0142-76-4877 0142-76-4876
苫小牧自然保護官事務所

〒059-1365

北海道苫小牧市字植苗156-26

0144-58-2271

0144-51-8222

釧路自然環境事務所(東北海道)
〒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 http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/higashihokkaido/topics/37/
ウトロ自然保護官事務所

〒099-4355

北海道斜里郡斜里町ウトロ東186

01522-4-2297

01522-4-3646

羅臼自然保護官事務所

〒086-1822

北海道目梨郡羅臼町湯の沢388

0153-87-2402 0153-87-2468
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川湯自然保護官事務所

〒088-3465

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-2

015-483-2335 015-483-2862
阿寒湖自然保護官事務所

〒085-0467

北海道阿寒郡阿寒町字阿寒湖温泉1-1-1

0154-67-2624 0154-67-2631
釧路湿原自然保護官事務所

〒084-0922

北海道釧路市北斗2-2101

0154-56-2345 0154-56-2267
東北地方環境事務所
〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町3-2-23

022-722-2870

022-722-2872

仙台第二合同庁舎6階

http://tohoku.env.go.jp/

青森自然保護官事務所

〒030-0861

青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎8階

017-721-4148 017-721-4555
十和田自然保護官事務所

〒018-5501

青森県十和田市大字奥瀬字十和田486

0176-75-2728 0176-75-2746
鹿角自然保護官事務所

〒018-5201

秋田県鹿角市花輪字向畑123-4

0186-30-0330 0186-30-0331
盛岡自然保護官事務所

〒020-0024

岩手県盛岡市菜園1-3-6 農林会館7F

019-621-2501 019-621-2502
西目屋自然保護官事務所

〒036-1411

青森県中津軽郡西目屋村大字田代字 神田61-1

0172-85-2622 0172-85-2635
藤里自然保護官事務所

〒018-3201

秋田県山本郡藤里町藤琴字里栗63

0185-79-3001 0185-79-3005
秋田自然保護官事務所

〒010-0951

秋田県秋田市山王3-1-7 東カンビル5F

018-867-8588 018-867-8589
鳥海南麓自然保護官事務所

〒999-8207

山形県酒田市草津字湯ノ台71-1

0234-64-4681

0234-64-4683

宮古自然保護官事務所

〒027-0001

岩手県宮古市日立浜町11-30

0193-62-3912 0193-62-3914
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大船渡自然保護官事務所

〒022-0001

岩手県大船渡市末崎町字大浜221-117

0192-29-2759 0192-29-2802
仙台自然保護官事務所

※連絡先：東北地方環境事務所内

〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町3-2-23

022-722-2870

022-722-2872

仙台第二合同庁舎6階

裏磐梯自然保護官事務所

〒969-2701

福島県耶麻郡北塩原村大字檜原字 剣ヶ峯1093

0241-32-2221 0241-32-3019
羽黒自然保護官事務所

〒997-0141

山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰39-4

0235-62-4777 0235-62-4537
関東地方環境事務所
〒330-6018

埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

048-600-0516

048-600-0517

明治安田生命さいたま新都心ビル18階

http://kanto.env.go.jp/

新潟事務所
〒950-0078

新潟県新潟市万代島5番1号 新潟万代島ビル15F

025-249-7575

025-290-6675

成田自然保護官事務所

〒282-0112

千葉県成田市東三里塚字岩之台121番地2
成田国際空港南部第5・第6貨物ビル事務棟204号

0476-32-9072

0476-32-9073

奥多摩自然保護官事務所

〒198-0212

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171-1

0428-83-2157 0428-83-2162
小笠原自然保護官事務所

※連絡先：関東地方環境事務所内

〒330-6018

埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

048-600-0516

048-600-0517

南アルプス自然保護官事務所

明治安田生命さいたま新都心ビル18階

※連絡先：関東地方環境事務所内

〒330-6018

埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

048-600-0516

048-600-0517

明治安田生命さいたま新都心ビル18階

日光自然環境事務所
〒321-1434

栃木県日光市本町9-5

0288-54-1076 0288-53-4154
尾瀬自然保護官事務所

※連絡先：日光自然環境事務所

福島県南会津郡檜枝岐村
0288-54-1076 0288-53-4154
日光湯元自然保護官事務所

※連絡先：日光自然環境事務所

栃木県日光市湯元
0288-54-1076 0288-53-4154
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箱根自然環境事務所
〒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

富士五湖自然保護官事務所

〒403-0005

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 0555-72-0623
沼津自然保護官事務所

〒410-0831

静岡県沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎5階

0559-31-3261 0559-31-3529
下田自然保護官事務所

〒415-0036

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 0558-22-9626
中部地方環境事務所
〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦3-4-6

052-955-2130

052-951-8889

桜通大津第一生命ビル4階

http://chubu.env.go.jp/

志摩自然保護官事務所
〒517-0501

三重県志摩市阿児町鵜方3098-26

0599-43-2210 0599-43-2373
白山自然保護官事務所

〒920-2501

石川県白山市白峰ホ-25-1

07619-8-2902 07619-8-2085
名古屋自然保護官事務所

〒455-0845

名古屋市港区野跡4-11-2 稲永ビジターセンター内

052-389-2877

052-389-2878

長野自然環境事務所

〒380-0846

長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎

026-231-6570 026-235-1226
志賀高原自然保護官事務所

〒381-0401

長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2104 0269-34-3828
妙高高原自然保護官事務所

〒949-2112

新潟県妙高市大字関川2279-2

0255-86-2441 0255-86-2464
戸隠自然保護官事務所

〒381-4102

長野県長野市戸隠豊岡9794-128

026-254-3060 026-254-3089
万座自然保護官事務所

〒377-1523

群馬県吾妻郡嬬恋村大字芦生田字 川原590

0279-97-2083

0279-97-4302
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松本自然環境事務所

〒390-1501

長野県松本市安曇124-7

0263-94-2024 0263-94-2651
立山自然保護官事務所

〒930-0229

富山県中新川郡立山町前沢新町282

0764-62-2301 0764-63-5472
平湯自然保護官事務所

〒506-1433

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12

0578-9-2353

0578-9-3638

上高地自然保護官事務所

〒390-1516

（※冬季連絡先：松本自然環境事務所 ）

長野県松本市安曇4468

0263-95-2032 0263-95-2172
近畿地方環境事務所
〒540-6591

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

06-4792-0700

06-4790-2800

大阪マーチャンダイズマートビル8階

http://kinki.env.go.jp/

神戸自然保護官事務所

〒650-0024

神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎７階

078-331-1146 078-331-1148
竹野自然保護官事務所

〒669-6201

兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4

0796-47-0236 0796-47-0249
浦富自然保護官事務所

〒681-0003

鳥取県岩美郡岩美町浦富字出逢1098-3

0857-73-1146 0857-73-1146
熊野自然保護官事務所

〒647-0043

和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-20

0735-22-0342 0735-23-1344
吉野自然保護官事務所

〒639-3111

奈良県吉野郡吉野町大字上市133 中央公民館5階

07463-4-2202 07463-4-2204
中国四国地方環境事務所

〒700-0984

岡山県岡山市桑田町18-28

086-223-1577

086-224-2081

明治生命岡山桑田町ビル1階

http://chushikoku.env.go.jp/

広島事務所
〒730-0013

広島市中区八丁堀16-11 日本生命広島第2ビル2F

082-511-0006 082-211-0455
岡山自然保護官事務所
〒700-0984

岡山県岡山市桑田町1-36 岡山地方合同庁舎4F

086-227-7285 086-227-7285
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高松事務所
〒760-0023

香川県高松市寿町2-1-1高松第一生命ビル新館6F

087-811-7240

087-822-6203

高松自然保護官事務所

〒760-0068

香川県高松市松島町1-17-33 高松第二地方合同庁舎3階

087-834-8080 087-834-8095
松山自然保護官事務所

〒790-0808

愛媛県松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎4階

089-931-5803 089-931-6813
高知自然保護官事務所

〒780-0850

高知県高知市丸ノ内1-3-30 四国森林管理局内別館2階

088-820-7680 088-826-2850
土佐清水自然保護官事務所

〒787-0305

高知県土佐清水市天神町11-7

0880-82-2350 0880-82-2358
米子自然環境事務所
〒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

松江自然保護官事務所

〒690-0015

島根県松江市上乃木5-17-31

0852-21-7626 0852-21-7626
九州地方環境事務所
〒862-0913

熊本県熊本市尾ノ上1-6-22

096-214-0311

096-214-0354

http://kyushu.env.go.jp/

対馬自然保護官事務所

〒817-1603

長崎県対馬市上県町佐護西里2956-5

0920-84-5577 0920-84-5578
佐世保自然保護官事務所

〒858-0922

長崎県佐世保市鹿子前918-1

0956-28-3575 0956-28-5839
五島自然保護官事務所

〒853-0015

長崎県五島市東浜町2-1-1福江地方合同庁舎2F

0959-72-4827 0959-72-2852
雲仙自然保護官事務所

〒854-0621

長崎県南高来郡小浜町雲仙320

0957-73-2423

0957-73-2587

天草自然保護官事務所

〒863-0021

熊本県本渡市港町10-2

0969-23-8366 0969-24-0730
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えびの自然保護官事務所

〒889-4302

宮崎県えびの市末永1495-5

0984-33-1108 0984-33-6160
鹿児島自然保護官事務所

〒892-0822

鹿児島県鹿児島市泉町18-2 鹿児島港湾合同庁舎2階

099-226-1842 099-219-1244
屋久島自然保護官事務所

〒891-4311

鹿児島県熊毛郡屋久町 安房前岳2739-343

0997-46-2992 0997-46-2977
福岡事務所
〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2-6-23 博多駅前第2ビル7F

092-437-8851 092-481-6465
阿蘇自然環境事務所
〒869-2225

熊本県阿蘇市黒川1180

0967-34-0254 0967-34-2082
くじゅう自然保護官事務所

〒879-4911

大分県玖珠郡九重町大字田野260-1

0973-79-2631 0973-79-2635
那覇自然環境事務所
〒900-0027

沖縄県那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル4F

098-858-5824

098-858-5825

奄美自然保護官事務所

〒894-3104

鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551

0997-55-8620

0997-55-8621

やんばる自然保護官事務所

〒905-1413

沖縄県国頭郡国頭村字比地263-1

0980-50-1025 0980-50-1026
沖縄南部自然保護官事務所

〒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

石垣自然保護官事務所

〒907-0011

沖縄県石垣市八島町2-27

0980-82-4768 0980-82-0279
西表自然保護官事務所

〒907-1432

沖縄県八重山郡竹富町字古見

0980-85-5581 0980-85-5582
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各都道府県関連部署一覧
[都道府県名 ]

関連部署名

郵便番号
電話番号
[北海道]

住所
ＦＡＸ

E-mail アドレス

北海道庁環境生活部環境局自然環境課
〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

011-204-5206

011-232-6790

[青森県]

青森県環境生活部自然保護課
〒030-8570

青森市長島一丁目1-1

017-734-9257

017-734-8072

[岩手県]

岩手県環境生活部自然保護課
〒020-8570

盛岡市内丸10番1号

019-629-5371

019-629-5379

[宮城県]

宮城県環境生活部自然保護課

FA0031@pref.iwate.jp

野生生物保護班

〒980-8570

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

022-211-2673

022-211-2693

[秋田県]

sizen@pref.miyagi.jp

秋田県生活環境文化部自然保護課
〒010-8570

秋田市山王四丁目１－１

018-860-1612

018-860-3835

[山形県]

文化環境課 みどり自然課
〒990-8570

自然環境担当

山形市松波二丁目8-1

023-630-2206
[福島県]

shizenhogoka@pref.akita.lg.jp

midori@pref.yamagata.jp

福島県生活環境部環境共生領域自然保護グループ
〒960-8670

福島市杉妻町２－１６

024-521-7251

shizen@pref.fukushima.jp

[東京都] 東京都環境局自然環境部計画課
〒163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1

03-5388-3504
[神奈川県]

S0000631@section.metro.tokyo.jp

神奈川県環境農政部

緑政課

野生生物班

〒231-8588

横浜市中区日本大通1

045-210-4319

045-210-8848

ryokusei.0505@pref.kanagawa.jp
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[埼玉県]

[千葉県]

[茨城県]

[栃木県]

[群馬県]

[新潟県]

[富山県]

[石川県]

埼玉県環境部みどり自然課
〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-3140

048-830-4775

千葉県環境生活部自然保護課
〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

043-223-2972

043-225-1630

茨城県生活環境部環境政策課
〒310- 8555

水戸市笠原町978番6

029-301-2940

029-301-2949

栃木県林務部自然環境課

[長野県]

自然保護担当

宇都宮市塙田1-1-20

028-623-3261

028-623-3212

群馬県環境・森林局

Shizen-kankyou@pref.tochigi.jp

自然環境課

〒371-8570

前橋市大手町1-1-1

027-226-2872

027-225-0077

k-kankyo@pref.gunma.jp

新潟県県民生活・環境部 環境企画課 鳥獣保護係
〒950-8570

新潟市新光町4番地1

025-280-5152

025-280-5166

S030150@mail.pref.niigata.jp

富山県生活環境文化部自然保護課

野生生物係

〒930-8501

富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

076-444-3396

076-444-4430

shizenhogo@pref.toyama.lg.jp

石川県環境安全部自然保護課

076-225-1476

[山梨県]

kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

〒320-8501

〒920-8580

[福井県]

a3140@pref.saitama.lg.jp

金沢市鞍月１丁目1番地
076-225-1479

e170500@pref.ishikawa.lg.jp

福井県安全環境部自然保護課
〒910-8580

福井市大手3-17-1

0776-20-0305

0776-20-0635

sizenho@pref.fukui.lg.jp

山梨県森林環境部みどり自然課
〒400-8501

甲府市丸の内1-6-1

055-223-1520

055-223-1559

長野県自然保護課
〒380-8570
026-235-7178

長野市大字南長野字幅下692-2
026-235-7498

shizenhogo@pref.nagano.jp
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[岐阜県]

岐阜県環境生活部地球環境課
〒500-8570
058-272-1111(代)
(内線2703,2704）

[静岡県]

岐阜市薮田南２－１－１
058-271-5719

静岡県環境森林部自然保護室

c11264@pref.gifu.lg.jp

野生生物係

〒420-8601

静岡市葵区追手町9番6号

054 -221-2545

054 -221-3278

[愛知県]

愛知県環境部自然環境課
〒460-8501

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

052-954-6230

052-963-3526

[三重県]

shizen@pref.aichi.lg.jp

三重県環境森林部自然環境室
〒514-8570

津市広明町１３

059-224-2578

059-224-2070

[滋賀県]

shizenk@pref.mie.jp

滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課
〒520-8577

大津市京町四丁目１番１号

077-528-3481

077-528-4846

[京都府]

dg00@pref.shiga.lg.jp

京都府農林水産部森林保全課
〒602-8570
075-414-5021

[大阪府]

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
075-414-5010

shinrinhozen@pref.kyoto.lg.jp

大阪府動物愛護畜産課
〒540-8570
06-6941-0351
(内線4658・4659)

[兵庫県]

大阪府大阪市中央区大手前2丁目
06-6949-1056
dobutsuaichiku@sbox.pref.osaka.lg.jp

兵庫県農林水産部農林水産局森林動物共生室
〒650-8567

神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

078-362-3463

078-362-3954

[奈良県]

shinrinkyosei@pref.hyogo.jp

奈良県農林部森林保全課鳥獣緑化保護係
〒630-8501

奈良市登大路町30

0742-27-7480
[和歌山県]

shinrin@office.pref.nara.lg.jp

和歌山県環境生活部

〒640-8585
073-441-2779
（内2595,2779）
[鳥取県]

shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp

環境政策局

環境生活総務課

和歌山県和歌山市小松原通1-1
e0325001@pref.wakayama.lg.jp

鳥取県生活環境部公園自然課自然環境保全担当
〒680-8570

鳥取市東町1丁目220

0857-26-7872

0857-26-7561

kouenshizen@pref.tottori.jp
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[島根県]

[岡山県]

農林水産部森林整備課 鳥獣対策室
〒690-8501

松江市殿町1番地

0852-22-5164

0852-22-6549

shinrin@pref.shimane.lg.jp

岡山県生活環境部自然環境課
〒700-8570

岡山市内山下2丁目4番6号

086-226-7310
[広島県]

sizen@pref.okayama.lg.jp

広島県環境部環境対策局自然環境保全室
〒730―8511

広島市中区基町10-52

082-513-2933
[山口県]

kanshizen@pref.hiroshima.jp

山口県庁環境生活部自然保護課
〒753-8501

山口市滝町1番1号

083-933-3050
[徳島県]

[香川県]

[愛媛県]

[高知県]

[福岡県]

[佐賀県]

a15600@pref.yamaguchi.lg.jp

徳島県環境局環境首都課自然共生室いきものふれあい担当
〒770-8570

徳島市万代町１丁目１番地

088-621-2262

088-621-2845

kankyousyutoka@pref.tokushima.lg.jp

香川県みどり保全課
〒760-8570

高松市番町4-1-10

087-832-3462

087-863-1178

midorihozen@pref.kagawa.lg.jp

愛媛県県民環境部自然保護課野生生物係
〒790-8570

松山市一番町4-4-2

089-912-2365

089-934-1461

shizenhogo@pref.ehime.jp

高知県企画振興部鳥獣対策室
〒780-8570

高知市丸ノ内1-2-20

088-823-9039

088-823-9258

122701@ken.pref.kochi.lg.jp

福岡県水産林務部緑化推進課
〒812-8577

福岡市博多区東公園7番7号

092-643-3550

092-643-3541

ryokusui@pref.fukuoka.lg.jp

佐賀県生産者支援課
〒840-8570

佐賀市城内1丁目1-59

0952-25-7113
[長崎県]

seisanshashien@pref.saga.lg.jp

長崎県環境部自然保護課野生生物班
〒850-8570

長崎市江戸町2-13

095-895-2384

095-895-2569

s09040@pref.nagasaki.lg.jp
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[熊本県]

熊本県環境生活部自然保護課
〒862-8570

熊本市水前寺6丁目18番1号

096-333-2274

096-384-5135

[大分県]

大分県農林水産部

森との共生推進室

〒870-8501

大分市大手町3-1-1

097-506-3876

097-506-1766

[宮崎県]

環境保護班

a16210@pref.oita.lg.jp

宮崎県環境森林部自然環境課
〒880-8501

宮崎市橘通東2丁目10番1号

0985-26-7161

0985-38-8489

[鹿児島県]

[沖縄県]

shizenhogo@pref.kumamoto.lg.jp

shizen@pref.miyazaki.lg.jp

鹿児島県環境生活部環境保護課

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10番1号

099-286-2613

099-286-5546

kanho@pref.kagoshima.lg.jp

沖縄県文化環境部自然保護課
〒900-8570

那覇市泉崎1-2-2

098-866-2243

098-866-2240

aa039004@pref.okinawa.jp
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林野庁

森林管理事務所(林野庁許可申請先ホームページ等一覧)

北海道森林管理局

http://www.hokkaido.kokuyurin.go.jp/kyoku/

〃

旭川事務所

〒070-8550

北海道旭川市神楽三条 5-3-11

℡

0166(62)6738

〃

北見事務所

〒090-8588

北海道北見市北斗町 3-11-3

℡

0157(23)1215

〃

帯広事務所

〒080-0808

北海道帯広市東八条南 13 丁目

℡

0155(24)6111

〃

函館事務所

〒042-8550

北海道函館市駒場町 2-13

℡

0138(51)8110

東北森林管理局
〃

青森事務所

関東森林管理局
〃

東京事務所

中部森林管理局
〃

名古屋事務所

http://www.tohoku.kokuyurin.go.jp/
http://www.jomon.ne.jp/~eirin001/
http://www.kanto.kokuyurin.go.jp/
http://www.shinrintokyo.go.jp/
http://www.chubu.kokuyurin.go.jp/
http://www.mori758.go.jp/

近畿中国森林管理局

http://www.kinki.kokuyurin.go.jp/kyoku/

四国森林管理局

http://www.shikoku.kokuyurin.go.jp/

九州森林管理局

http://www.kyusyu.kokuyurin.go.jp/
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