
熊本県内の公害苦情相談窓口 

H27.3.31現在 

  
部局（所）課名 

郵便番号 

住   所 
電話番号 （内線） 

県庁 環境保全課 
862-8570 

熊本市中央区水前寺６－１８－１ 
096-383-1111 (7334) 

 
有明保健所 

865-0016 

玉名市岩崎１００４－１ 
0968-72-2184 

 

 
八代保健所 

866-8555 

八代市西片町１６６０ 
0965-32-3198 

 

 
人吉保健所 

868-0056 

人吉市寺町１２－１ 
0966-22-3107 

 

 
水俣保健所 

867-0061 

水俣市八幡町２－２－１３ 
0966-63-4104 

 

 
山鹿保健所 

861-0501 

山鹿市山鹿４６５－２ 
0968-44-4121 

 

 
菊池保健所 

861-1331 

菊池市隈府１２７２－１0 
0968-25-4135 

 

 
阿蘇保健所 

869-2301 

阿蘇市内牧１２０４ 
0967-32-0535 

 

 
御船保健所 

861-3200 

御船町辺田見４００ 
096-282-0016 

 

 
宇城保健所 

869-0532 

宇城市松橋町久具４００－１ 
0964-32-0598 

 

 
天草保健所 

863-0013 

本渡市今釜新町３５３０ 
0969-23-0172 

 

熊本市 環境局環境政策課 
860-8601 

熊本市中央区手取本町１－１ 
096-328-2427 

 

 
環境局水保全課 

860-8601 

熊本市中央区手取本町１－１ 
096-328-2436 

 

 
環境局ごみ減量推進課 

860-8601 

熊本市中央区手取本町１－１ 
096-328-2362 

 

 

中央区役所 

まちづくり推進課環境係 

860-8601 

熊本市中央区手取本町１－１ 
096-328-2614 

 

 

東区役所 

まちづくり推進課環境係 

862-8555 

熊本市東区東本町１６－３０ 
096-367-9122 

 

 

西区役所 

まちづくり推進課環境係 

861-5292 

熊本市西区小島２丁目７－１ 
096-329-1146 

 

 

南区役所 

まちづくり推進課環境係 

861-4189 

熊本市南区富合町清藤４０５－３ 
096-357-4114 

 



 

北区役所 

まちづくり推進課環境係 

861-0195  

熊本市北区植木町岩野２３８－１ 
096-272-1112 

 

八代市 環境課 
866-8601 

八代市松江城町１－２５ 
0965-33-4114 

 

 
廃棄物対策課 

866-8601 

八代市松江城町１－２５ 
0965-34-1997 

 

 
坂本支所 地域振興課 

869-6105 

八代市坂本町坂本 4228-12 
0965-45-2212 

 

 
千丁支所 地域振興課 

869-4703 

八代市千丁町新牟田 1502-1 
0965-46-1101 

 

 
鏡支所 市民環境課 

869-4292 

八代市鏡町内田 453-1 
0965-52-1115 

 

 
東陽支所 地域振興課 

869-4301 

八代市東陽町南 1105-1 
0965-65-2111 

 

 
泉支所 地域振興課 

869-4401 

八代市泉町柿迫 3131 
0965-67-2176 

 

人吉市 市民部環境課 
868-8601 

人吉市麓町１６ 
0966-22-2111 (2711) 

荒尾市 市民環境部環境保全課 
864-8686 

荒尾市宮内出目３９０ 
0968-63-1386 

 

 
建設経済部農林水産課 

864-8686 

荒尾市宮内出目３９０ 
0968-63-1443 

 

水俣市 
福祉環境部 

環境モデル都市推進課 

867-8555 

水俣市陣内１－１－１ 
0966-61-1613 

 

玉名市 市民生活部環境整備課 
865-8501 

玉名市岩崎１６３ 
0968-75-1118 (1624) 

山鹿市 市民部環境課 
861-0501 

山鹿市山鹿９８７番地３ 
0968-43-7211 

 

菊池市 市民環境部環境課 
861-1392 

菊池市隈府８８８ 
0968-25-7217 (3253) 

宇土市 市民環境部環境交通課 
869-0492 

宇土市浦田町５１ 
0964-22-1111 (2821) 

上天草市 環境衛生課 
869-3692                

上天草市大矢野町上 1514番地 
0964-56-1111 (1145) 

宇城市 市民環境部環境衛生課 
869-0592 

宇城市松橋町大野８５ 
0964-32-1111 (1186) 

阿蘇市 住環境課 
869-2695 

阿蘇市一の宮町宮地５０４－１ 
0967-22-3169 (1258) 

天草市 市民生活部市民環境課 
863-8631 

天草市東浜町８－１ 
0969-23-1111 (1283) 

合志市 総務部環境衛生課 
861-1195 

合志市竹迫 2140 
096-248-1202 

 



美里町 水道衛生課 
861-4732 

美里町三和 420 
0964-47-1111 （207) 

玉東町 町民福祉課 869-0303玉東町大字木葉７５９ 0968-85-3183 (141) 

南関町 税務住民課 
861-0898 

南関町大字関町１３１６ 
0968-57-8579 (228) 

長洲町 住民環境課 
869-0198 

長洲町大字長洲２７６６ 
0968-78-3122 

 

和水町 税務住民課 
865-0192 

和水町大字江田３８８６ 
0968-86-5723 (511) 

大津町 環境保全課 
869-1292 

大津町大字大津１２３３ 
096-293-3113 

 

菊陽町 環境生活課 
869-1192 

菊陽町大字久保田２８００ 
096-232-2114 (402) 

 
農政課 

869-1192 

菊陽町大字久保田２８００ 
096-232-4916 (412) 

南小国町 町民課 
869-2492 

南小国町大字赤馬場１４３ 
0967-42-1113 (201) 

小国町 住民課 
869-2592 

小国町大字宮原１５６７－１ 
0967-46-2115 (624) 

産山村 住民課 
869-2703 

産山村大字山鹿４８８－３ 
0967-25-2212 (22) 

高森町 財産管理課 
869-1602 

高森町大字高森２１６８ 
0967-62-1111 (231) 

西原村 住民課 
861-2492 

西原村大字小森３２５９ 
096-279-3111 (170) 

南阿蘇村 環境対策課 
869-1411 

南阿蘇村大字河陰１４５－３ 
0967-67-3176 

 

御船町 みず環境課 
861-3296 

御船町大字御船９９５－１ 
096-282-1604 

 

嘉島町 建設課 
861-3192 

嘉島町大字上島５３０ 
096-237-1111 (142) 

益城町 住民生活課 
861-2241 

益城町大字宮園７０２ 
096-286-3111 (114) 

甲佐町 環境衛生課 
861-4607 

甲佐町大字豊内 719-4 
096-234-1169 

 

山都町 環境水道課 
 〒861-3516 

 上益城郡山都町浜町６    
0967-72-4002 

 

氷川町 町民環境課 
869-4814 

氷川町大字島地６４２ 
0965-52-7111 （191) 

芦北町 住民生活課 
869-5498 

芦北町大字芦北２０１５ 
0966-82-2511 (147) 



津奈木町 住民課 
869-5692 

津奈木町大字小津奈木２１２３ 
0966-78-3111 (113) 

錦町 住民福祉課 
868-0392 

錦町大字一武１５８７ 
0966-38-1112 

 

多良木町 町民福祉課 
868-0595 

多良木町大字多良木１６４８ 
0966-42-6111 (174) 

湯前町 保健福祉課 
868-0621 

湯前町１９８９－1 
0966-43-4112 (325) 

水上村 住民福祉課 
868-0795 

水上村大字岩野９０ 
0966-44-0313 (40) 

相良村 保健福祉課 
868-8501 

相良村大字深水２５００－１ 
0966-35-1032 (38) 

五木村 保健福祉課 
868-0201 

五木村甲２６７２－７ 
0966-37-2214 (250) 

山江村 健康福祉課 
868-8502 

山江村大字山田甲１３５６－１ 
0966-24-1700 (150) 

球磨村 健康衛生課 
869-6401 

球磨村大字渡丙１７３０ 
0966-32-1139 

 

あさぎり町 保健環境課 
868-0408 

あさぎり町免田東１１９９番地 
0966-45-7216 

(1502) 

 

苓北町 水道環境課 
863-2503 

苓北町志岐６６０ 
0969-35-1111 (140) 

  

  

  

 


