社団法人 日本動物保護管理協会
（〒107－0062 東京都港区南青山1－1－1 新青山ビルヂング西館23階）
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電話番号

（社）日本獣医師会

山根 義久

107－0062 東京都港区南青山1－1－1

新青山ビル西館23階

03－3475－1601 03－3475－1604

（社）北海道獣医師会

波岸 裕光

063－0804 北海道札幌市西区二十四軒4条5－9－3

獣医師会館

011－642－4826 011－642－4642

（社）青森県獣医師会

山内 正孝

030－0813 青森県青森市松原2－8－2

青森県獣医師会館

017－722－5989 017－722－6010

（社）岩手県獣医師会

金田 義宏

020－0021 岩手県盛岡市中央通3－7－24

獣医師会館

019－651－0310 019－653－0350

（社）宮城県獣医師会

太田 孝

983－0832 宮城県仙台市宮城野区安養寺3－7－2

（社）秋田県獣医師会

砂原 和文

010－0001 秋田県秋田市中通6－7－9

畜産会館3階

018－832－2216 018－832－2274

山形県動物保護管理協会

佐藤

990－2451 山形県山形市吉原2-8-6

ヤマラク会館2階

023－645－5223 023－647－3889

（社）福島県獣医師会

坂本 禮三

960－8043 福島県福島市中町6－31

県農業共済会館内

024－522－3921 024－522－3928

（社）仙台市獣医師会

茂木 国男

983－0034 宮城県仙台市宮城野区扇町6－3－3

022－387－5225 022－387－5257

（社）茨城県獣医師会

古橋 治己

310－0851 茨城県水戸市千波町1234－20

029－241－6242 029－241－6249

（社）栃木県獣医師会

岩上 一紘

320－0032 栃木県宇都宮市昭和3－1－17

028－622－7793 028－621－9660

（社）群馬県獣医師会

木村 芳之

370－0002 群馬県高崎市日高町965番地1

（社）埼玉県獣医師会

髙橋 三男

330－0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1－340

県農業共済会館3階

048－645－1906 048－648－1865

（財）千葉県動物保護管理協会

小川 雅司

260－0001 千葉県千葉市中央区都町463-3

千葉県獣医師会館3階

043－214－7814 043－214－7818

（社）神奈川県獣医師会

後藤 克正

235－0007 神奈川県横浜市磯子区西町14－3

県畜産センター内

045－751－5156 045－751－5893

（社）山梨県獣医師会

佐藤 忠敬

400－0858 山梨県甲府市相生2－15－12

（社）横浜市獣医師会

越久田 健

235－0007 神奈川県横浜市磯子区西町14－3

県畜産センター内

045－751－5032 045－752－1014

（社）川崎市獣医師会

馬場 國敏

211－0067 神奈川県川崎市中原区今井上町34

和田ビル3階

044－733－7313 044－733－7313

（社）東京都家庭動物愛護協会

須田 沖夫

107－0062 東京都港区南青山1－1－1

新青山ビル西館23階

03－3475－1748 03－3405－0150

（社）新潟県動物愛護協会

小川 和雄

950－0965 新潟県新潟市中央区新光町7-2

新潟県商工会館4階

025－284－8201 025－284－8201

（社）富山県獣医師会

大野 芳昭

930－0901 富山県富山市手屋3－10－15

県獣医畜産会館1階

076－451－0120 076-451－0171

（社）石川県獣医師会

大藪 清範

920－3101 石川県金沢市才田町戊324－2

県南部家畜保健衛生所内

076－257－1400 076－257－1404

（社）福井県獣医師会

柴田 晴夫

910－0005 福井県福井市大手2－9－10

電気ビル1階

0776－28－1244 0776－28－1255

長野県動物愛護会

萩原

384－0041 長野県小諸市大字菱平前新田2725

長野県動物愛護センター内

0267－24－5071 0267－26－3282

（社）岐阜県獣医師会

近藤 信雄

500－8385 岐阜県岐阜市下奈良2－2－1

福祉農業会館内

（社）静岡県動物保護協会

池端 昭男

420－0838 静岡県静岡市葵区相生町14－26－3

県獣医畜産会館2階

054－251－6036 054－254－4980

愛知県動物保護管理協会

角井 正樹

460－0002 愛知県名古屋市中区丸の内3－7－9

ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸の内第2・901号

052－961－3435 052－951－2134

（社）名古屋市獣医師会

駒崎 精彌

460－0011 愛知県名古屋市中区大須4－12－21

獣医師会館

052－263－0700 052－264－9381

（社）三重県獣医師会

三野 營治郎

514－0033 三重県津市丸の内２４番１６号タカノビル４階

（財）滋賀県動物保護管理協会

深見 睦弥

520－3252 滋賀県湖南市岩根136－98

動物保護管理センター内

0748－75－6522 0748－75－3295

（社）京都府獣医師会

原

600－8881 京都府京都市下京区西七条掛越町65

京都獣医畜産会館内

075－313－4728 075－313－4813

（社）大阪府獣医師会

松林 驍之介

540－0007 大阪府大阪市中央区馬場町3－35

大阪府農林会館内

06－6941－4514 06－6941－4620

（社）兵庫県獣医師会

和田 英男

674－0074 兵庫県明石市魚住町清水2114番3

（社）京都市獣医師会

岩田 法規

600－8881 京都府京都市下京区西七条掛越町65

京都獣医畜産会館内

075－314－5707 075－314－1655

（社）大阪市獣医師会

山本 博起

537－0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8番11号

NKﾋﾞﾙ2階

06－6972－1345 06－6972－1346

（社）神戸市獣医師会

中島 克元

651－0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4－1－23

三宮ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞﾙ525号

078－231－1675 078－272－2180

（社）奈良県獣医師会

宗

630－8301 奈良県奈良市高畑町1116－6

農業振興会館内

0742－27－5653 0742－20－5650

（社）和歌山県獣医師会

玉井 公宏

640－8268 和歌山県和歌山市広道20番地

第一田中ﾋﾞﾙ

073－436－4529 073-436－1295

（社）鳥取県獣医師会

福田

680－0864 鳥取県鳥取市吉成731-1

大山乳業農業共同組合鳥取支所2階 0857－53－4300 0857－30－1170

島根県動物保護管理協会

田形 和敏

690－0887 島根県松江市殿町105

県農業共済連内

0852－24－2914 0852－24－2925

（社）岡山県獣医師会

唐木 茂樹

700－0973 岡山県岡山市北区下中野350－103

獣医師会館

086－243－1879 086－241－8543

（社）広島県獣医師会

瀧口 次郎

734－0034 広島県広島市南区丹那町4－2

県獣医畜産会館内

082－251－6401 082－255－3424

（社）山口県動物保護管理協会

稲原 輝昭

754－0891 山口県山口市陶943－12

083－973－8333 083-973－8333

（社）徳島県獣医師会

林

770－0063 徳島県徳島市不動本町2－140－3

088－632－9447 088－633－8304

（社）香川県獣医師会

湊

（社）愛媛県獣医師会

岡本 和夫

790－0003 愛媛県松山市三番町4－4－7

（社）高知県獣医師会

宮地 忠義

780－0833 高知県高知市南はりまや町1－16－22

（社）福岡県獣医師会

藏内 勇夫

810－0042 福岡県福岡市中央区赤坂1－4－29

（社）佐賀県獣医師会

梅﨑 信孝

840－0814 佐賀県佐賀市成章町2－16

（社）長崎県獣医師会

竹下 正興

854－0063 長崎県諫早市貝津町3031

（社）熊本県獣医師会

穴見 盛雄

861－2101 熊本県熊本市桜木6－3－54

（社）大分県獣医師会

麻生

870－0901 大分県大分市西新地1－2－29

（社）宮崎県獣医師会

江藤 文夫

880－0806 宮崎県宮崎市広島1－13－10

畜産会館内

0985－24－7532 0985－24－5995

（社）鹿児島県獣医師会

坂本

890－0065 鹿児島県鹿児島市郡元3－3－32

獣医師会館

099－252－6128 099－250－4004

（社）沖縄県獣医師会

福村 圭介

900－0024 沖縄県那覇市古波蔵112

沖縄県家畜衛生試験場内

098－853－8001 098－833－6065

（社）北九州市獣医師会

西間 久高

802－0034 福岡県北九州市小倉北区須賀町14－5

ひさし

清

哲男

武司
豊

繁利
惠

哲
紘

022－297－1735 022－297－1737

027－361－9241 027－363－1681

055－226－3505 055－226－3942

058－273－1111
( 内2620・2621 ）

058－275－1843

059－226－3215 059－226－3216

078－943－0909 078－943－0959

769－0103 香川県高松市国分寺町福家甲3871－3

087－874－1877 087－870－6380
松山建設会館3階

089－948－5367 089－948－5359
088－885－7002 088－880－3153
092－751－4749 092－751－4751

婦人会館内

0952－23－7885 0952－23－8625
0957－26－3678 0957－26－3622

熊本県畜産会館

096－369－7807 096－369－7837
097－555－9527 097－555－9528

093－522－1054 093－522－0925

