
県・市町の環境行政組織（平成１９年４月１日現在） 

 (1) 県 

部  室  名 所  在  地 TEL 

環 境 政 策 室 082-513-2911 

環 境 対 策 室 082-513-2917 

環 境 調 整 室 082-513-2925 

自 然 環 境 保 全 室 082-513-2931 

循 環 型 社 会 推 進 室 082-513-2951 

環  境  部 

産 業 廃 棄 物 対 策 室

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

082-513-2963 

事 務 所 名 所  在  地 TEL 

広島地域事務所  厚生環境局 環境管理課 〒738-0004 廿日市市桜尾 2-2-68 0829-32-1181 

呉地域事務所   厚生環境局 環境管理課 〒737-0811 呉市西中央 1-3-25 0823-22-5400 

芸北地域事務所  厚生環境局 環境管理課 〒731-0221 広島市安佐北区可部 4-12-1 082-814-3181 

東広島地域事務所 厚生環境局 環境管理課 〒739-0014 東広島市西条昭和町 13-10 082-422-6900 

尾三地域事務所  厚生環境局 環境管理課 〒723-0015 三原市円一町 2-4-1 0848-64-2322 

福山地域事務所  厚生環境局 環境管理課 〒720-8511 福山市三吉町 1-1-1 084-921-1311 
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備北地域事務所  厚生環境局 環境管理課 〒728-0013 三次市十日市東 4-6-1 0824-63-5181 

広島地域事務所  農林局 林務第一課 〒730-0011 広島市中区基町 10-52 082-228-2111 

呉地域事務所   農林局 林務課 〒737-0811 呉市西中央 1-3-25 0823-22-5400 

芸北地域事務所  農林局 林務第一課 〒731-0221 広島市安佐北区可部 4-12-1 082-814-3181 

東広島地域事務所 農林局 林務課 〒739-0014 東広島市西条昭和町 13-10 082-422-6900 

尾三地域事務所  農林局 林務課 〒722-0002 尾道市古浜町 26-12 0848-25-2011 

福山地域事務所  農林局 林務第一課 〒720-0031 福山市三吉町 1-1-1 084-921-1311 

備北地域事務所  農林局 林務課 〒728-0013 三次市十日市東 4-6-1 0824-63-5181 
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備北地域事務所  農林局 林務第一課 〒737-0011 庄原市東本町 1-4-1 0824-72-2015 

保 健 環 境 セ ン タ ー 〒734-0007 広島市南区皆実町 1-6-29 082-255-7131 

 

 (2) 市町 

課（室）名 
市町 

環境保全関係 廃棄物関係 自然環境関係
所在地 TEL FAX 

広島市 
環境政策課 

環境保全課 
環境政策課 －  広島市中区国泰寺町 1-6-34 

環境政策課 

082-504-2505 
082-504-2229

呉市 
環境政策課 

環境管理課 

環境政策課 

業 務 課 

施設管理課 

環境政策課

公園緑地課

農林振興課

 呉市中央 6-2-9 
環境政策課 

0823-25-3301 

環境政策課 

0823-32-1621

竹原市 市民生活課 市民生活課 産業文化課  竹原市中央 5-1-35 

市民生活課 

0846-22-7734 

産業文化課 

0846-22-7745 

0846-22-8579

三原市 
環境管理課 

環境政策課 
環境管理課 環境政策課

環境管理課 

 三原市宮沖 5-5-10 

環境政策課 

 三原市港町 3-5-1 

環境管理課 

0848-63-1210 

環境政策課 

0848-67-6194 

環境管理課 

0848-67-6069

環境政策課 

0848-67-6199

尾道市 生活環境課 
生活環境課 

清掃事務所（一廃） 

農林水産課

生活環境課

生活環境課，農林水産課 

 尾道市久保 1-15-1 

清掃事業所 

 尾道市長者原 1-220-75 

生活環境課 

0848-25-7132 

清掃事務所 

0848-48-2900 

農林水産課 

0848-20-7506 

生活環境課 

0848-37-2740

清掃事務所 

0848-48-2820

農林水産課 

0848-20-2377
 



課（室）名 
市町 

環境保全関係 廃棄物関係 自然環境関係
所在地 TEL FAX 

福山市 環境保全課 
環境管理課 

産業廃棄物対策課 
環境保全課  福山市東桜町 3-5 

環境管理課 

084-928-1071 

環境保全課 

084-928-1072 

産業廃棄物対策課 

084-928-1168 

084-927-7021

府中市 環境整備課 環境整備課 －  府中市鵜飼町 74-2 0847-41-0828 0847-43-9223

三次市 かいてき環境室 資源リサイクル室 かいてき環境室

かいてき環境室 

 三次市十日市中 2-8-1 

資源リサイクル室 

三次市廻神町 1820-12 

かいてき環境室 

0824-62-6136 

資源リサイクル室 

0824-66-3449 

かいてき環境室

0824-62-6137

資源リサイクル室

0824-66-3168

庄原市 環境衛生課 環境衛生課 環境衛生課  庄原市是松町 20-25 0824-72-1398 0824-72-5517

大竹市 環境整備課 環境整備課 

経 済 課

都市計画課

環境整備課

環境整備課 

 大竹市東栄 3-4 

経済課，都市計画課 

 大竹市小方 1-11-1 

環境整備課 

0827-52-5224 

経済課 

0827-59-2130

都市計画課 

0827-59-2166 

環境整備課 

0827-52-5180

経済課，都市計画課

0827-57-7130

東広島市 環境保全課 環境政策課 －  東広島市西条栄町 8-29 

環境保全課 

082-420-0928 

環境政策課 

082-420-0926 

082-421-5601

廿日市市 環境政策課 環境政策課 環境政策課  廿日市市下平良 1-11-1 0829-20-0001 0829-31-0999

安芸高田市 市民生活課 
市民生活課 

下水道課（し尿） 
市民生活課

市民生活課 

 安芸高田市吉田町吉田 791 

下水道課 

 安芸高田市吉田町吉田 269-4 

市民生活課 

0826-42-5616 

下水道課 

0826-47-1204 

市民生活課 

0826-42-2210

下水道課 

0826-47-1207

江田島市 環 境 課 環 境 課 環 境 課  江田島市能美町中町 4859-9 0823-40-2768 0823-45-2265

府中町 環境保全課 生活環境課 環境保全課  安芸郡府中町大通 3-5-1 
環境保全課 

082-286-3244 
082-286-4022

海田町 生活安全課 生活安全課 生活安全課  安芸郡海田町上市 14-18 082-823-9208 082-823-7927

熊野町 生活環境課 生活環境課 －  安芸郡熊野町 3815-1 082-820-5606 082-854-8009

坂町 環境防災課 環境防災課 －  安芸郡坂町平成ヶ浜 1-1-1 082-820-1506 082-820-1522

安芸太田町 住民生活課 住民生活課 住民生活課
 山県郡安芸太田町大字戸河内

784-1 
0826-28-1960 0826-28-1622

北広島町 町民課 町民課 町民課  山県郡北広島町有田 1234 0826-72-0854 0826-72-5242

大崎上島町 保健衛生課 保健衛生課 保健衛生課  豊田郡大崎上島町木江 4968 0846-62-0303 0846-62-0304

世羅町 環境整備課 環境整備課 
環境整備課

産業観光課
 世羅郡世羅町大字西上原123-1

環境整備課 

0847-22-4513 

産業観光課 

0847-22-5304 

環境整備課 

0847-22-4566

産業観光課 

0847-22-2768

神石高原町 環境衛生課 環境衛生課 環境衛生課  神石郡神石高原町小畠 2025 0847-89-3336 0847-85-3394

 

 


