
内線
環境部生活環境課 026-224-5035 ○ 026-224-8909 seikatukankyo@city.nagano.lg.jp 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
環境部生活環境課　資源再生センター 026-221-5316 ○ 026-221-5319 sigen@city.nagano.lg.jp 381-0026 長野市松岡二丁目42-1
環境部生活環境課　衛生センター 026-221-6746 ○ 026-221-6806 eisei@city.nagano.lg.jp 380-0913 長野市大字川合新田2938
環境部環境保全温暖化対策課 026-224-5034 ○ kankyo@city.nagano.lg.jp
環境部廃棄物対策課 026-224-7320 ○ haitai@city.nagano.lg.jp
環境部生活環境課　公費解体対策室 026-224-9727 ○ 026-224-9705 kaitaitaisaku@city.nagano.lg.jp
環境エネルギー部環境業務課廃棄物減量推進担当 0263-47-1096 ○ 0263-40-1335 kankyo-s@city.matsumoto.lg.jp 390-0851 松本市大字島内7576‐1
環境エネルギー部環境・地域エネルギー課環境政策担当 0263-34-3268 ○ s-kankyo@city.matsumoto.lg.jp
環境エネルギー部環境保全課生活衛生担当 0263-34-3024 ○ kankyo-k@city.matsumoto.lg.jp
環境エネルギー部廃棄物対策課許認可担当、監視指導担当 0263-47-1350 ○ 0263-40-1335 haikibutsu-t@city.matsumoto.lg.jp 390-0851 松本市大字島内7576‐1
生活環境部廃棄物対策課 ○ haiki@city.ueda.lg.jp
生活環境部ごみ減量企画室 ○ genryo@city.ueda.lg.jp
生活環境部資源循環型施設建設関連事業課 0268-71-8082 ○ 0268-71-7910 junkan@city.ueda.lg.jp 386-0027 上田市常磐城2320番地
生活環境部生活環境課（し尿） 0268-23-5120 ○ 0268-22-4127 seikan@city.ueda.lg.jp 386-8601 上田市大手一丁目11番16号
市民環境部環境課 ○ 1447 0266-22-7281 seisou@city.okaya.lg.jp
市民環境部市民生活課（し尿） ○ 1166 0266-23-4817 shimin@city.okaya.lg.jp
市民協働環境部環境課廃棄物対策係 0265-22-4511 5464・5465 ikankyou@city.iida.lg.jp
市民協働環境部環境課環境衛生係 5461・5462 -

諏訪市 市民環境部環境課環境衛生係 0266-52-4141 ○ 211・212 0266-57-0660 kankyou@city.suwa.lg.jp 392-8511 諏訪市高島一丁目22番30号
須坂市 市民環境部生活環境課 026-248-9019 ○ 026-251-2459 s-seikatsukankyo@city.suzaka.lg.jp 382-8511 須坂市大字須坂１５２８番地１
小諸市 市民生活部生活環境課ごみ減量推進係 0267-22-1700 ○ 2271・2273 0267-23-8857 genryo@city.komoro.lg.jp 384-8501 小諸市相生町三丁目３番３号
伊那市 市民生活部生活環境課環境衛生係 0265-78-4111 ○ 2214 0265-73-4151 sei@city.ina.lg.jp 396-8617 伊那市下新田3050番地
駒ヶ根市 民生部生活環境課環境衛生係 0265-83-2111 ○ 541・542・543 0265-83-1278 kankyo@city.komagane.lg.jp 399-4192 駒ヶ根市赤須町20番1号
中野市 くらしと文化部環境課衛生係 0269-22-2111 ○ 245 0269-22-5923 kankyo@city.nagano-nakano.lg.jp 383-8614 中野市三好町一丁目３番19号
大町市 民生部生活環境課環境衛生係 0261-22-0420 ○ 461,462 0261-21-1322 seikatsu@city.omachi.nagano.jp 398-8601 大町市大町3887番地
飯山市 民生部市民環境課生活環境係 0269-67-0726 ○ 0269-62-3127 shiminkankyo@city.iiyama.lg.jp 389-2292 飯山市大字飯山1110-1

市民環境部美サイクルセンター業務係(ごみ） 0266-72-2905 ○ 0266-71-1634 bisaikuru.c@city.chino.lg.jp 391-0216 茅野市米沢2000番地３
市民環境部環境課公害衛生係（し尿） 0266-72-2101 ○ 264 0266-82-0234 kankyo@city.chino.lg.jp 391-8501 茅野市塚原２丁目６番１号

塩尻市 市民生活事業部生活環境課廃棄物対策係 0263-52-0679 ○ 1111・1112 0263-54-7661 kankyo@city.shiojiri.lg.jp 399-0786 塩尻市大門七番町３-３
環境部生活環境課環境衛生係 0267-62-2111 ○ 382 0267-62-2289 seikatsukankyo@city.saku.lg.jp 385-8501 佐久市中込3056番地
環境部下水道課排水計画係 0267-63-0101 ○ 0267-63-2843 gesuido@city.saku.lg.jp 385-0051 佐久市中込1335番地

千曲市 市民環境部廃棄物対策課リサイクル推進係 026-273-1111 ○ 2221.2222.2231 026-273-1924 haiki@city.chikuma.lg.jp 387-8511 千曲市杭瀬下二丁目1番地
市民生活部生活環境課クリーンリサイクル係 0268-63-6814 ○ 0268-63-6814 389-0516 東御市田中656-2
市民生活部生活環境課環境対策係 0268-64-5896 ○ 0268-63-6908 389-0592 東御市県 281-2

安曇野市 市民生活部廃棄物対策課廃棄物対策担当 0263-71-2490 ○ 0263-72-3176 haikibutsutaisaku@city.azumino.ｌｇ.jp 399-8281 安曇野市豊科6000
小海町 町民課生活環境係 0267-92-2525 ○ 153 0267-92-4335 seikatsukankyo@koumi-town.jp 384-1103 南佐久郡小海町大字豊里57-１
川上村 産業建設課環境係 0267-97-2121 ○ 138 0267-97-2125 kankyou@vill.kawakami.nagano.jp 384-1405 南佐久郡川上村大字大深山525
南牧村 産業建設課環境衛生係 0267-96-2211 ○ 0267-96-2227 kankyoueisei@vill.minamimaki.lg.jp 384-1302 南佐久郡南牧村大字海ノ口1051番地
南相木村 住民課住民係 0267-78-1050 ○ ○ - 0267-78-1051 jyuumin@vill.minamiaiki.lg.jp 384-1211 南佐久郡南相木村3498-1
北相木村 住民福祉課環境衛生係 0267-77-2111 ○ 0267-77-2879 jyuuminhukusi@vill.kitaaiki.lg.jp 384-1201 南佐久郡北相木村2744
佐久穂町 住民税務課生活環境係 0267-86-2552 ○ 0267-86-2633 seikatukankyou@town.sakuho.nagano.jp 384-0697 南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地
軽井沢町 環境課衛生係 0267-45-8556 ○ 0267-46-3165 eisei@town.karuizawa.lg.jp 389-0192 北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
御代田町 町民課環境衛生係 0267-32-3114 ○ 0267-32-3929 kan-eisei@town.miyota.lg.jp 389-0292 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地６
立科町 建設環境課生活環境係 0267-88-8411 ○ 0267-56-2310 t-kankyou@town.tateshina.lg.jp 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2532
青木村 住民福祉課保健衛生係 0268-49-0111 ○ 141 0268-49-3670 kokuho@vill.aoki.lg.jp 386-1601 小県郡青木村大字田沢111

町民福祉課生活環境係（ごみ） 0268-75-2081 ○ kankyo@town.nagawa.nagano.jp
建設水道課上下水道係（し尿） 0268-75-2090 ○ -

下諏訪町 住民環境課生活環境係 0266-27-1111 ○ 142 0266-28-9936 kankyou@town.shimosuwa.lg.jp 393-8501 諏訪郡下諏訪町4613番地８
富士見町 建設課生活環境係 0266-62-9114 ○ 0266-62-4481 kensetsu@town.fujimi.lg.jp 399-0292 諏訪郡富士見町落合10777番地
原村 建設水道課環境係 0266-79-7933 ○ 0266-79-5504 kankyo@vill.hara.lg.jp 391-0192 諏訪郡原村6549番地１
辰野町 住民税務課生活環境係 0266-41-1111 ○ 2114,2115 0266-41-0575 ch-seikatu@town.tatsuno.lg.jp 399-0493 上伊那郡辰野町中央１番地
箕輪町 住民環境課生活環境係 0265-79-3154 ○ 0265-79-0230 jukan@town.minowa.lg.jp 399-4695 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地
飯島町 住民税務課生活環境係 0265-86-3111 ○ 157 0265-86-2225 jyuumin@town.iijima.lg.jp 399-3797 上伊那郡飯島町飯島2537番地
南箕輪村 住民環境課生活環境係 0265-72-2106 ○ 0265-73-9799 lg-seikatsu@vill.minamiminowa.lg.jp 399-4592 上伊那郡南箕輪村4825番地１
中川村 建設環境課環境水道室 0265-88-3001 ○ 62 0265-88-3890 kankyo@vill.nagano-nakagawa.lg.jp 399-3892 上伊那郡中川村大草4045番地１
宮田村 住民課住民係 0265-85-3183 ○ 0265-85-4725 jumin@vill.miyada.lg.jp 399-4392 上伊那郡宮田村98番地
松川町 住民税務課　環境係 0265-36-7046 ○ 0265-36-5091 jyuuzei@town.matsukawa.lg.jp 399-3303 下伊那郡松川町元大島3823
高森町 環境水道課　環境係 0265-35-9409 ○ 0265-35-6854 kansui@town.nagano-takamori.lg.jp 399-3193 下伊那郡高森町下市田2183番地１
阿南町 建設環境課　環境水道係 0260-22-4053 ○ 63 0260-22-2576 kankyo@town.anan.lg.jp 399-1511 下伊那郡阿南町東條58-1
阿智村 生活環境課　環境係 0265-43-2220 ○ 251 0265-43-3940 kankyo@vill.achi.lg.jp 395-0303 下伊那郡阿智村駒場483番地
平谷村 住民課　住民係 0265-48-2211 ○ 23 0265-48-2212 juumin-03@vill.hiraya.lg.jp 395-0601 下伊那郡平谷村354番地
根羽村 住民課　住民環境係 0265-49-2111 ○ 34 0265-49-2277 eisei@vill.neba.lg.jp 395-0701 下伊那郡根羽村2131番地1
下條村 振興課　建設係 0260-27-2311 ○ 111 0260-27-3536 kensetu@vill.shimojo.lg.jp 399-2101 下伊那郡下條村睦沢8801-１
売木村 産業課　環境衛生係 0260-28-2311 ○ 24 0260-28-2135 sangyou05@vill.urugi.lg.jp 399-1601 下伊那郡売木村968-１
天龍村 建設課　環境水道係 0260-32-1022 ○ 0260-32-2525 seikan@vill-tenryu.jp 399-1201 下伊那郡天龍村平岡878番地
泰阜村 住民福祉課　住民係 0260-26-2111 ○ 237 0260-26-2553 jumin@vill.yasuoka.nagano.jp 399-1895 下伊那郡泰阜村3236番地１
喬木村 生活環境課　環境林務係 0265-33-5127 ○ 0265-33-4511 kankyou@vill.takagi.lg.jp 395-1107 下伊那郡喬木村6664
豊丘村 環境課　環境係 0265-35-9057 ○ 0265-35-9065 kankyo@vill.nagano-toyooka.lg.jp 399-3295 下伊那郡豊丘村大字神稲3120番地
大鹿村 住民税務課　住民係 0265-39-2001 ○ 231 0265-39-2269 jyuu-zei@vill.ooshika.lg.jp 399-3502 下伊那郡大鹿村大字大河原354番地
上松町 住民福祉課生活環境係 0264-52-4802 ○ 35 0264-52-2150 seikan@town.agematsu.nagano.jp 399-5603 木曽郡上松町駅前通り2丁目13番地
南木曽町 建設環境課　環境住宅係 0264-57-2001 ○ 166 0264-57-2270 kankyou@town.nagiso.lg.jp 399-5301 木曽郡南木曽町読書3668-１

住民福祉課(ごみ） ○ 171 kankyou@vill,kiso,lg.jp
建設水道課（浄化槽） ○ 181 gesui@vill.kiso.lg.jp

王滝村 福祉健康課　環境保全係 0264-48-2001 ○ 0264-48-2172 seikatsu@vill.nagano-otaki.lg.jp 397-0201 木曽郡王滝村3623
大桑村 住民課生活環境係 0264-55-3080 ○ 42 0264-55-4134 kankyo@vill.okuwa.lg.jp 399-5503 木曽郡大桑村長野2778番地
木曽町 環境水道課　環境係　 0264-22-3320 〇 223 0264-24-3601 kankyo_ct@town.kiso.lg.jp 397-8588 木曽郡木曽町福島2326番地６
麻績村 住民課 0263-67-3001 ○ 161 0263-67-3094 omi-jumin@vill.omi.lg.jp 399-7701 東筑摩郡麻績村麻3837番地
生坂村 住民課　生活環境係 0263-69-3113 ○ 0263-69-3115 jumin@vill.ikusaka.lg.jp 399-7201 東筑摩郡生坂村5493番地２
山形村 住民課環境係 0263-98-3112 ○ 0263-98-3078 kankyo@vill.yamagata.nagano.jp 390-1392 東筑摩郡山形村2030-1
朝日村 建設環境課 0263-99-4103 ○ 0263-99-2745（代） kensetsu@vill.nagano-asahi.lg.jp 390-1102 東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
筑北村 住民福祉課　住民係 0263-66-2606 ○ 0263-66-3370 jyuumin@vill.chikuhoku.lg.jp 399-7501 東筑摩郡筑北村西条4195
池田町 住民課環境整美係 0261-62-2203 ○ 0261-62-9404 kankyo@town.nagano-ikeda.lg.jp 399-8696 北安曇郡池田町大字池田3203-６
松川村 住民課生活環境係 0261-62-3112 ○ 0261-62-9405

kankyou@vill.matsukawa.lg.jp
kankyou@vill.matsukawa.lg.jp 399-8501 北安曇郡松川村76-5

白馬村 住民課環境衛生係 0261-72-5000 ○ 1137 0261-72-7001 jumin@vill.hakuba.lg.jp 399-9393 北安曇郡白馬村大字北城7025番地
小谷村 住民福祉課住民係 0261-82-2581 ○ 0261-82-2232 zyuumin@vill.otari.lg.jp 399-9494 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131
坂城町 住民環境課環境保全係 0268-82-3111 ○ 125 0268-82-8307 juumin@town.sakaki.nagano.jp 389-0692 埴科郡坂城町大字坂城10050
小布施町 健康福祉課住民係 026-214-9109 ○ 265 026-247-3113 jumin@town.obuse.nagano.jp 381-0297 上高井郡小布施町大字小布施1491-２
高山村 村民生活課生活環境係 026-245-1100 ○ 34 026-248-0066 sonmin@vill.nagano-takayama.lg.jp 382-8510 上高井郡高山村大字高井4972
山ノ内町 健康福祉課住民環境係 0269-33-3116 ○ 215 0269-33-1104 jumin@town.yamanouchi.lg.jp 381-0498 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-１
木島平村 民生課生活環境係（ごみ） 0269-82-3111 ○ 122 0269-82-4121 kankyo@vill.kijimadaira.lg.jp 389-2392 下高井郡木島平村大字往郷914-６

民生課住民係 0269-85-3112 ○ 112 0269-85-4760 jusei@vill.nozawaonsen.lg.jp
建設水道課上下水道係（し尿） 0269-85-3113 ○ 142 0269-85-3803 jougesui＠vill.nozawaonsen.lg.jp

信濃町 住民福祉課環境係 026-255-5924 ○ 026-255-6207 kankyou@town.shinano.lg.jp 389-1392 上水内郡信濃町大字柏原428番地２
小川村 住民福祉課住民係 026-269-2323 ○ 026-269-3578 kankyo@vill.nagano-ogawa.lg.jp 381-3302 上水内郡小川村大字高府8800-８
飯綱町 住民環境課生活環境係 026-253-4762 ○ 026-253-6887 seikan@town.iizuna.lg.jp 389-1293 上水内郡飯綱町大字牟礼2795-１
栄村 民生課住民福祉係 0269-87-3114 ○ 163 0269-87-3083 minsei@vill.sakae.nagano.jp 389-2792 下水内郡栄村大字北信3433
川西保健衛生施設組合 事務局 0268-67-2110 〇 20 0268-67-2085 kawanisi@sas.janis.or.jp 389-0405 東御市下之城1400-2
葛尾組合 0268-82-2349 ○ 0268-82-1204 kumiai@katsurao.net 389-0602 坂城町中之条1850
浅麓環境施設組合 0267-22-7710 ○ 0267-22-8904 cenrok@ctknet.ne.jp 384-0801 小諸市甲1845
千曲衛生施設組合 庶務課　 026-272-0534 ○ 026-273-2838 chikuma-@valley.ne.jp 387-0007 千曲市大字屋代字中島3119
佐久平環境衛生組合 0267-62-1119 ○ 0267-62-5335 sakudaira@sakunet.ne.jp 385-0041 佐久市鍛冶屋477

庶務係 ○ kouiki-syomu@azumino-hotaka.jp
環境第１係（ごみ処理関係・施設整備等） ○ kouiki-jinkai@azumino-hotaka.jp
衛生管理係（し尿） ○ kouiki-eisei@azumino-hotaka.jp 399-8302 安曇野市穂高北穂高1589-2
余熱施設係（余熱利用施設関係） 0263-82-0256 ○ 0263-82-0257 a-land@anc-tv.ne.jp 399-8302 安曇野市穂高北穂高995-1

湖北行政事務組合　 湖北衛生センター 0266-41-3973 ○ 0266-41-2322 info7@kohoku-lg.org 394-8510 岡谷市幸町８番１号（岡谷市役所内）
諏訪市・茅野市衛生施設組合　 中央アメニティパーク 0266-78-8745 ○ 0266-78-8746 c-park@city.suwa.lg.jp 392-0016 諏訪市豊田754-5

伊那中央衛生センター 0265-72-4751 ○ 0265-74-6416 tes@bacillus.jp 399-4431 伊那市西春近2560
庶務課　 0265-72-3121 ○ 2241 0265-78-2248 gyosei@inahp.jp 396-8555 伊那市小四郎久保1313番地１　伊那中央病院内

伊南行政組合 事務局 0265-82-8003 ○ 0265-82-8230 inanjimu@juno.ocn.ne.jp 399-4117 駒ヶ根市赤穂3230番地　昭和伊南総合病院内
佐久市・軽井沢町清掃施設組合　 佐久クリーンセンター　（施設係） 0267-62-7337 ○ 0267-62-9854 office@sakukaruizawaclean.or.jp 385-8501 佐久市中込3056番地
南佐久環境衛生組合 衛生センター（し尿） 0267-86-7710 ○ 0267-86-7711 nankan-k@nan-kan.jp 384-0612 佐久穂町大字宿岩306
北部衛生施設組合 北部衛生センター（し尿） 026-255-2560 ○ 026-255-6086 hokubueisei@arion.ocn.ne.jp 389-1303 信濃町大字野尻2553-5

環境課（全般・施設整備） 0264-24-3131 ○ 0264-24-3132 kankyo@union.kiso.lg.jp 397-0001 長野県木曽郡木曽町福島7709
環境センター（し尿） 0264-52-2530 ○ 0264-52-5130 kankyou-c@union.kiso.lg.jp 399-5601 長野県木曽郡上松町上松2048
木曽クリーンセンター（ごみ） 0264-24-3131 ○ 0264-24-3132 kisocc@union.kiso.lg.jp 397-0001 長野県木曽郡木曽町福島7709
飯田環境センター　 0265-22-4066 ○ 0265-53-2555 kankyo.center@minami.nagano.jp 395-0823 飯田市松尾明7513-1
稲葉クリーンセンター 0265-48-6648 ○ 0265-48-6692 icc@minami.nagano.jp 399-2606 飯田市下久堅稲葉1526-1
環境衛生課　 0265-78-2500 ○ 20.21 0265-73-5867 ke@union-kamiina.jp 396-0025 長野県伊那市荒井3500番地1　いなっせ内
上伊那クリーンセンター 0265-98-8337 ○ 0265-98-8338 gs@union-kamiina.jp 396-0621 長野県伊那市富県3790番地
クリーンセンター八乙女 0265-79-8773 ◯ 0265-79-9021 cy@union-kamiina.jp 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪3819番地　

須高行政事務組合 須高衛生センター 026-245-1173 ○ 026-245-1190 sukou@bz01.plala.or.jp 382-8512 須坂市大字小山字布田2104-36
ごみ処理広域化推進室　 0268-71-7705 ○ 0268-71-7910 gomishori@area.ueda.nagano.jp 386-0027 上田市常磐城2320　清浄園2階
上田クリーンセンター 0268-22-0666 ○ 0268-26-0815 ueda-cc@area.ueda.nagano.jp 386-0025 上田市天神三丁目11番31号
丸子クリーンセンター 0268-43-2131 ○ 0268-43-2149 maruko-cc@area.ueda.nagano.jp 386-0403 上田市腰越399-1
東部クリーンセンター 0268-62-1110 ○ 0268-63-6814 seikan@city.tomi.nagano.jp 389-0516 東御市田中656-2
清浄園 0268-22-2339 ○ 0268-23-4100 seijoen@area.ueda.nagano.jp 386-0027 上田市常磐城2320
エコパーク寒川 ○ gaku-1@miy.janis.or.jp
清掃管理係 ○ gaku-4@miy.janis.or.jp
グリーンパークみゆき野（し尿） 0269-62-2781 ○ 0269-62-2939 gp-miyukino@cd.wakwak.com 389-2253 飯山市大字飯山3718番地
東山クリーンセンター 0269-22-7074 ○ 0269-23-1274 hokuei-hc_kanri@nkn.janis.or.jp 383-0013 中野市大字中野1308番地１
事務局 0269-38-5060 ○ 0269-38-5061 j-hokuei@bz01.plala.or.jp 389-2101 中野市大字豊津2508番地（中野市豊田支所内）
最終処分場 0269-23-0536 ○ 0269-23-0536 oomat@alpha.ocn.ne.jp 383-0057 中野市大字大俣1120番地

松塩地区広域施設組合　 施設１課 0263-47-2079 ○ 0263-48-2685 matukuri@po.mcci.or.jp 390-0851 松本市大字島内7576-1
南諏衛生施設組合　 南諏衛生センター 0266‐62‐2160 ○ 0266‐62‐6694 nanei@town.fujimi.lg.jp 399-0211 諏訪郡富士見町富士見5240
下伊那郡西部衛生施設組合　 くりーんひる西部 0265-45-1280 ○ 0265-45-1281 seibueisei@vill.achi.lg.jp 395-0304 下伊那郡阿智村智里496-11
白馬山麓事務組合 クリーンコスモ姫川 0261-83-3100 　○ 0261-83-3101 5300@vill.hakuba.lg.jp 399-9422 小谷村大字千国上川原乙7276
諏訪南行政事務組合　 諏訪南清掃センター 0266-71-1633 ○ 0266-71-1634 suwaminami.sc@city.chino.lg.jp 391-0216 茅野市米沢2000-3
下伊那南部総合事務組合　 事務局 0260-22-4054 ○ 0260-22-2576 nansou@town.anan.nagano.jp 399-1511 下伊那郡阿南町東条58-1（阿南町役場内）
佐久広域連合 庶務課企画係 0267-62-7721 0267-62-7727 sakukouiki@areasaku.or.jp 385-0043 佐久市取出町183
松本広域連合 福祉・地域課 0263-87-5461 0263-87-5462 info@m-kouiki.or.jp 390-1401 松本市波田4417-1（松本市役所　波田支所４階）
長野広域連合　 環境推進課 026-213-5300 ○ 026-213-5311 kankyo@area-nagano.jp 381-0026 長野市松岡二丁目27番１号

総務課エコパーク管理係 0261-85-5311 ○ 0261-85-5322 398-0001 大町市平4608番地2
白馬リサイクルセンター 0261-72-3312 　○ 0261-72-3313 399-9301 白馬村大字北城9305番地14

北信広域連合 0269-38-5050 0269-38-5051 kouiki@hokusin.or.jp 389-2101 中野市大字豊津2508
諏訪広域連合　　 企画総務課 0266-52-4141 ○ 375 0266-58-1777 kikakusomu@union.suwa.lg.jp 392-8511 諏訪市高島一丁目22番30号（諏訪市役所内）
湖周行政事務組合 総務建設課 0266-78-1090 ○ 0266-78-1091 kosyugomikyodo@city.okaya.lg.jp 394-0055 岡谷市字内山4769-14
佐久市・北佐久郡環境施設組合 総務係 0267-88-6461 ○ 0267-88-6462 info@sakukitasaku.or.jp 385-0002 佐久市上平尾2033

市町村等一般廃棄物行政担当部署一覧（令和３年４月１日時点）

番　号 直通
代表

飯田市大久保町2534番地395-8501

岡谷市幸町８番１号394-8510

上田市天神三丁目11番31号386-0025

松本市丸の内3-7390-8620

長野市大字鶴賀緑町1613番地380-8512

E-mail 郵便番号 所在地

○

市町村等名 廃棄物担当課(室)名
電　　話

FAX

長野市

seikan@city.tomi.nagano.jp

gomisyori@kita-alps.omachi.nagano.jp

389-2601 飯山市大字照岡2600番地1　エコパーク寒川

安曇野市穂高北穂高1000399-8302

下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817番地389-2592

木曽郡木祖村大字薮原1191番地１399-6201

小県郡長和町古町4247番地1386-0603

北アルプス広域連合　

026-224-5108

0263-34-3202

0268-26-0815

0265-22-4673

0268-68-4011

0264-36-3344

0263-82-8779

0269-69-10860269-69-1085

0268-22-0666

0266-23-4811

0264-36-2001

0263-82-2147

東御市

長和町

木祖村

野沢温泉村

穂高広域施設組合　

伊那中央行政組合

木曽広域連合

上田地域広域連合

岳北広域行政組合

北信保健衛生施設組合

松本市

上田市

岡谷市

飯田市

茅野市

佐久市

南信州広域連合

上伊那広域連合

資料１


