
保安林制度及び林地開発許可制度の都道府県窓口一覧
令和４年６月時点版

都道府県 制度 課（室） 直通電話 制度のサイトURL

保安林制度 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/ho/hoanrin.htm
林地開発許可制度 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/rin/rinkai.htm

保安林制度 017-734-9522 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/hoanrin.html
林地開発許可制度 017-734-9509 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/rintikaihatsu.html

保安林制度 019-629-5801 https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/hozen/hoanrin/1008402.html

林地開発許可制度 019-629-5803 https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/hozen/rinchikaihatu/1008409.html

保安林制度 森林整備課（保安林班） 022-211-2325 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sinrin/sinseih.html
林地開発許可制度 自然保護課 022-211-2676 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/rintikaihatunokyokasinsei.html

保安林制度 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/742
林地開発許可制度 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/745

保安林制度 https://www.pref.yamagata.jp/140023/sangyo/nourinsuisangyou/ringyo/yhoanrin.html

林地開発許可制度 https://www.pref.yamagata.jp/140023/sangyo/nourinsuisangyou/ringyo/rinchikaihatu.html

保安林制度 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055d/hoanrin.html
林地開発許可制度 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055d/rintikaihatsu.html

保安林制度 林業課 029-301-4056 https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/ringyo/rinchi/rringyo_hoanrin.html

林地開発許可制度 林政課 029-301-4031 https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/keikaku/keikaku/contents/rinchi-kaihatsu/index.html

保安林制度 http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/hoanrin1.html
林地開発許可制度 http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/eco/shinrin/hozen/1235728796854.html

保安林制度 https://www.pref.gunma.jp/04/e4210001.html
林地開発許可制度 https://www.pref.gunma.jp/04/e4210020.html

保安林制度 048-830-4313 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0905/hoanrin.html
林地開発許可制度 048-830-4313 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0905/kaihatu.html

保安林制度 043-223-2962 https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/shinrin/hoanrin.html
林地開発許可制度 043-223-2955 https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/rinchikaihatsu/index.html

保安林制度 森林課 03-5320-4856 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/ringyou/hozen/hoanrin/

林地開発許可制度 緑環境課 03-5388-3551 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/natural_environment/rinchikaihatsu/index.html

保安林制度 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f537128/
林地開発許可制度 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f6994/

保安林制度
林地開発許可制度

保安林制度 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00021738.html
林地開発許可制度 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00020202.html

保安林制度 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/hoanrin_hoanrinseigen1.html
林地開発許可制度 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/hoanrin_rinchikaihatsu.html

保安林制度 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/moridukurika/hoanrin/hoanrin.html
林地開発許可制度 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/moridukurika/rinntikaihatu.html

保安林制度 治山林道課 055-223-1660 https://www.pref.yamanashi.jp/chisan/22909740166.html
林地開発許可制度 森林整備課 055-223-1645 https://www.pref.yamanashi.jp/shinrin-sb/rinchihozen.html

保安林制度 https://www.pref.nagano.lg.jp/shinrin/sangyo/ringyo/hozen/hoanrin/index.html

林地開発許可制度 https://www.pref.nagano.lg.jp/shinrin/sangyo/ringyo/hozen/todokedesho.html

保安林制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4276.html
林地開発許可制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4609.html

保安林制度 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-640/hozennka-top-hoannrintop.html

林地開発許可制度 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-640/hozennka-top-rinntikaihatutop.html

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chisan/1203267664630.html

森林整備課(森林管理班） 018-860-1942

森林保全課 058-272-8528

森林保全課 054-221-2643

011-204-5511

森林ノミクス推進課 023-630-2529

森林保全課 024-521-7442

林政課

森林保全課

 森林づくり推進課 026-235-7275

森林整備課 028-623-3288

治山課

森林保全課

森づくり課

森林課

 水源環境保全課

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

富山県

石川県

福井県

027-226-3255

045-210-4355

治山課 025-280-5331

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

森林政策課 076-444-3393

森林管理課 076-225-1644

森づくり課 0776-20-0443

秋田県

山形県

福島県

茨城県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

新潟県

1 / 2 ページ



都道府県 制度 課（室） 直通電話 制度のサイトURL

保安林制度 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinrin/0000002622.html
林地開発許可制度 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinrin/0000070370.html

保安林制度 https://www.pref.mie.lg.jp/ONORIN/HP/38737024072.htm
林地開発許可制度 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/13077015106.htm

保安林制度 077-528-3931
林地開発許可制度 077-528-3935

保安林制度 http://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/hoanrin.html
林地開発許可制度 http://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/1318296341668.html

保安林制度 06-6210-9554 http://www.pref.osaka.lg.jp/midori/midori/hoanrin.html
林地開発許可制度 06-6210-9560 http://www.pref.osaka.lg.jp/midori/midori/rinpatsu.html

保安林制度 https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk22/af17_000000002.html
林地開発許可制度 https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk22/af17_000000006.html

保安林制度 森林資源生産課 0742-27-7473 http://www.pref.nara.jp/4021.htm
林地開発許可制度 森と人の共生推進課 0742-27-7475 http://www.pref.nara.jp/4022.htm

保安林制度 073-441-2970 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/hoanrin/seido.html
林地開発許可制度 073-441-2979 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kaihatsukyokaseido/index.html

保安林制度 0857-26-7335 https://www.pref.tottori.lg.jp/100822.htm
林地開発許可制度 0857-26-7304 https://www.pref.tottori.lg.jp/100825.htm

保安林制度 https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/chisan/hoan_rin/
林地開発許可制度 https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/chisan/kaihatsu_kyoka/

保安林制度 https://www.pref.okayama.jp/page/detail-73065.html
林地開発許可制度 https://www.pref.okayama.jp/page/detail-5887.html

保安林制度 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hoanringaiyou/
林地開発許可制度 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/87/rinpatu.html

保安林制度 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/107/23312.html
林地開発許可制度 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/107/23322.html

保安林制度 088-621-2450 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/ringyo/2010110100093

林地開発許可制度 088-621-2481 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/ringyo/2010110100116

保安林制度 https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/hozen/hoanrin.html
林地開発許可制度 https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/hozen/hozen.html

保安林制度
林地開発許可制度

保安林制度 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030601/hoanrin2.html
林地開発許可制度 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030601/rinch.html

保安林制度
林地開発許可制度

保安林制度 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00366767/index.html
林地開発許可制度 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00365194/index.html

保安林制度 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shinrin-ringyo/sinrinkanri/hoanrin/

林地開発許可制度 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shinrin-ringyo/sinrinkanri/rinti-kaihatuseido/

保安林制度 096-333-2451 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/93/1872.html
林地開発許可制度 096-333-2450 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/93/50614.html

保安林制度 097-506-3867 https://www.pref.oita.jp/soshiki/16200/hoanrin.html
林地開発許可制度 097-506-3863 https://www.pref.oita.jp/soshiki/16200/rintikaihatukyokaseido.html

保安林制度 http://202.75.8.137/kense/shinse-todokede/shinsesho/shizenkankyo/index.html

林地開発許可制度  http://202.75.8.137/kense/shinse-todokede/shinsesho/shizenkankyo/rinchikaihatsu/index.htmlhttp://202.75.8.137/kurashi/shizen/rinchikaihatsu.html

保安林制度 099-286-3390 https://www.pref.kagoshima.jp/ad07/sangyo-rodo/rinsui/shinrin/hoanrin/g0317.html

林地開発許可制度 099-286-3392 https://www.pref.kagoshima.jp/ad11/rintikaihatu.html

保安林制度 https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/shinrin/hozen/hoanrinnokanri.html

林地開発許可制度 https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/shinrin/hozen/rinchikaihatunokyoninka.html

http://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/biwakokankyoubu/shinrinhozenka/index.html

https://www.pref.ehime.jp/h35900/shinrinhozen.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/4/37/161/農山漁村振興課 092-643-3546

森林整備課

森林整備課

みどり保全課 087-832-3221

森林整備課 089-912-2598

治山林道課 088-821-4581

治山課 086-226-7456

森林保全課 082-513-3706

森林整備課 083-933-3480

森林整備課

森林整備課

森林保全課

自然環境課 0985-26-7163

森づくり推進課

森林管理課 098-866-2295

0952-25-7136

林政課 095-895-2984

0852-22-5169

治山林道課 059-224-2573

森林保全課

森の保全推進課 075-414-5021

治山課

森林保全課

078-362-3473

森林保全課 052-954-6452

森づくり課

森林づくり推進課

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

愛知県

三重県
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