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 ＦＡＸ

北海道
環境生活部環境局生物多様性保全課
動物管理グループ

060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目           
(011)231-4111(内24-386)

(011)232-6790

青森県
健康福祉部保健衛生課食品衛生グ
ループ

030-8570 青森市長島1-1-1
(017)734-9214
(017)734-8047

岩手県
環境生活部県民くらしの安全課食の安
全安心担当

020-8570 盛岡市内丸10番1号
(019)629-5270
(019)629-5279

宮城県
環境生活部食と暮らしの安全推進課
環境水道班

980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
(022)211-2645
(022)211-2698

秋田県
生活環境部生活衛生課食品安全・安
心班

010-0951 秋田市山王4-1-1
(018)860-1593
(018)860-3856

山形県
環境エネルギー部危機管理・くらし安
心局食品安全衛生課食品衛生企画担
当

990-8570 山形市松波2-8-1
(023)630-2677
(023)624-8058

福島県 保健福祉部食品生活衛生課 960-8670 福島市杉妻町2-16
(024)521-7245
(024)521-7925

茨城県
保健福祉部生活衛生課環境・動物愛
護グループ

310-8555 水戸市笠原町978番6
(029)301-3418
(029)301-0800

栃木県
保健福祉部生活衛生課衛生・水道担
当

320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
(028)623-3110
(028)623-3116

群馬県
健康福祉部食品・生活衛生課食品衛
生係

371-8570 前橋市大手町1-1-1
(027)226-2442
(027)243-3426

埼玉県
保健医療部生活衛生課総務･動物指
導担当

330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
(048)830-3612
(048)824-2194

千葉県
健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医
班

260-8667 千葉市中央区市場町1-1
(043)223-2642
(043)227-2713

東京都
福祉保健局健康安全部環境保健衛生
課動物管理担当

163-8001 新宿区西新宿2-8-1
(03)5320-4412
(03)5388-1426

神奈川県
保健福祉局生活衛生部生活衛生課動
物愛護グループ

231-8588 横浜市中区日本大通1
(045)210-4947
(045)210-8864

新潟県
福祉保健部生活衛生課動物愛護・衛
生係

950-8570 新潟市中央区新光町4番地１
(025)280-5206
(025)284-6757

富山県 厚生部生活衛生課食品乳肉係 930-8501 富山市新総曲輪1-7
(076)444-3230
(076)444-3497

石川県
健康福祉部薬事衛生課食品衛生グ
ループ

920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
(076)225-1443
(076)225-1444

福井県
健康福祉部医薬食品・衛生課食品安
全グループ

910-8580 福井市大手3-17-1
(0776)20-0354
(0776)20-0640

山梨県
福祉保健部衛生薬務課食品衛生・動
物愛護担当

400-8501 甲府市丸の内1-6-1
(055)223-1489
(055)223-1492

長野県
健康福祉部食品・生活衛生課乳肉・動
物衛生係

380-8570 長野市南長野字幅下692-2
(026)235-7154
(026)232-7288

岐阜県
健康福祉部生活衛生課乳肉・動物指
導係

500-8570 岐阜市藪田南2-1-1
(058)272-1986
(058)278-2627

静岡県
健康福祉部生活衛生局衛生課動物愛
護班

420-8601 静岡市葵区追手町9-6
(054)221-2347
(054)221-2342

愛知県
健康福祉部保健医療局生活衛生課獣
医衛生・動物愛護グループ

460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
(052)954-6298
(052)954-6921

三重県
健康福祉部食品安全課生活衛生・動
物愛護班

514-8570 津市広明町13
(059)224-2359
(059)224-2344

滋賀県
健康医療福祉部生活衛生課管理・営
業係

520-8577 大津市京町4丁目1-1
(077)528-3641
(077)528-4860

京都府 健康福祉部生活衛生課動物愛護担当 602-8570
京都市上京区下立売通り新町西
入薮ノ内町

(075)414-4763
(075)414-4780

大阪府
大阪府環境農林水産部動物愛護管理
センター

583-0862 羽曳野市尺度53番地の4
(072)-958-8212
(072)-956-1811
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兵庫県
健康福祉部健康局生活衛生課環境衛
生班

650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
(078)362-3259
(078)362-3970

奈良県
くらし創造部消費・生活安全課動物愛
護係

630-8501 奈良市登大路町30
(0742)27-8675
(0742)22-0300

和歌山県
環境生活部県民局食品・生活衛生課
食品衛生班

640-8585 和歌山市小松原通1-1
(073)441-2630
(073)432-1952

鳥取県
生活環境部くらしの安心局くらしの安
心推進課

680-8570 鳥取市東町1-220
(0857)26-7877
(0857)26-8171

島根県
健康福祉部薬事衛生課食品衛生グ
ループ

690-8501 松江市殿町128
(0852)22-5264
(0852)22-6041

岡山県
保健福祉部生活衛生課食の安全推進
班

700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
(086)226-7338
(086)231-1434

広島県
健康福祉局食品生活衛生課乳肉水産
グループ

730-8511 広島市中区基町10-52
(082)513-3103
(082)227-1057

山口県
環境生活部生活衛生課食の安心・安
全推進班食品衛生グループ

753-8501 山口市滝町1番1号
(083)933-2974
(083)933-3079

徳島県
危機管理部消費者くらし安全局安全衛
生課

770-8570 徳島市万代町1-1
(088)621-2293
(088)621-2848

香川県
健康福祉部生活衛生課乳肉衛生・動
物愛護グループ

760-8570 高松市番町4-1-10
(087)832-3179
(087)862-3606

愛媛県
保健福祉部健康衛生局薬務衛生課乳
肉衛生・動物愛護係

790-8570 松山市一番町4-4-2
(089)912-2396
(089)912-2389

高知県
健康政策部食品・衛生課動物愛護担
当

780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
(088)823-9673
(088)823-9264

福岡県
保健医療介護部生活衛生課乳肉衛生
係

812-8577 福岡市博多区東公園7-7
(092)643-3281
(092)643-3282

佐賀県
健康福祉部生活衛生課動物愛護・乳
肉衛生担当

840-8570 佐賀市城内1-1-59
(0952)25-7077
(0952)25-7303

長崎県
県民生活部生活衛生課食品乳肉衛生
班

850-8570 長崎市江戸町2番13号
(095)895-2364
(095)824-4780

熊本県
健康福祉部健康危機管理課乳肉衛生
班

862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
(096)333-2248
(096)387-0167

大分県
生活環境部食品安全・衛生課生活衛
生班

870-8501 大分市大手町3-1-1
(097)506-3054
(097)506-1743

宮崎県 福祉保健部衛生管理課乳肉衛生担当 880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
(0985)26-7077
(0985)26-7347

鹿児島県 保健福祉部生活衛生課乳肉衛生係 890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号
(099)286-2788
(099)286-5562

沖縄県 環境部自然保護課自然保護班 900-8570 那覇市泉崎1-2-2
(098)866-2243
(098)866-2855

札幌市 保健福祉局保健所動物管理センター 063-0869
北海道札幌市西区八軒9条東5丁
目１-31

(011)736-6134
(011)736-6137

仙台市 動物管理センター 983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町6-3-
3

(022)258-1626
(022)258-1815

さいたま市 保健福祉局保健部生活衛生課 330-9588
埼玉県さいたま市浦和区常盤6-
4-4

(048)829-1299
(048)829-1967

千葉市
保健福祉局健康部生活衛生課食品衛
生班

260-8722
千葉県千葉市中央区千葉港2番1
号

(043)245-5215
(043)245-5556

横浜市 動物愛護センター 221-0864
神奈川県横浜市神奈川区菅田町
75-4

(045)471-2111
(045)471-2133

川崎市 健康福祉局保健所生活衛生課 210-8577
神奈川県川崎市川崎区宮本町1
番地

(044)200-2447
(044)200-3927

相模原市
健康福祉局保健所生活衛生課生活衛
生班

252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-
11-15

(042)769-8347
(042)750-3066

新潟市 動物愛護センター 950-0933
新潟県新潟市中央区清五郎343
番地2

(025)288-0017
(025)288-0018

静岡市 動物指導センター 421-1222 静岡県静岡市葵区産女953番地
(054)278-6409
(054)278-2987
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浜松市
都市整備部動物園動物愛護教育セン
ター

431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町199
(053)487-1616
(053)487-1675

名古屋市
健康福祉局健康部食品衛生課獣医務
係

460-8508
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-
1

(052)972-2649
(052)955-6225

京都市
保健福祉局医療衛生推進室医務衛生
課動物愛護担当

604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る
柳八幡町65京都朝日ビル6階

(075)222-4271
(075)213-2997

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課 530-8201 大阪府大阪市北区中之島1-3-20
(06)6208-9996
(06)6232-0364

堺市
健康福祉局健康部保健所動物指導セ
ンター

590-0013
大阪府堺市堺区東雲西町1丁8番
17号

(072)228-0168
(072)228-8156

神戸市 保健福祉局健康部生活衛生課 650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-
1

(078)322-5264
(078)322-2725

岡山市 保健福祉局保健管理課生活衛生係 700-8546 岡山県岡山市北区鹿田町1-1-1
(086)803-1276
(086)803-1756

広島市 健康福祉局動物管理センター 730-0043
広島県広島市中区富士見町11番
27号

(082)243-6058
(082)243-6276

北九州市
保健福祉局保健衛生部保健衛生課食
品衛生係

803-8501
福岡県北九州市小倉北区城内1-
1

(093)582-2435
(093)582-4037

福岡市
保健福祉局生活衛生部生活衛生課動
物愛護管理係

810-8620 福岡県福岡市中央区天神1-8-1
(092)711-4273
(092)733-5588

熊本市
健康福祉局保健衛生部動物愛護セン
ター

861-8045 熊本県熊本市東区小山2-11-1
(096)380-2153
(096)380-2185

旭川市 保健所衛生検査課生活衛生係 070-8525 北海道旭川市7条通10丁目
(0166)25-5324
(0166)26-8201

函館市
市立函館保健所生活衛生課環境衛生
担当

040-0001 北海道函館市五稜郭町23-1
(0138)32-1524
(0138)32-1505

青森市 健康福祉部青森市保健所生活衛生課 030-0962 青森県青森市佃2丁目19-13
(017)765-5288
(017)765-5283

八戸市 健康部八戸市保健所衛生課 031-8686 青森県八戸市内丸1-1-1
(0178)43-2313
(0178)43-2231

盛岡市 保健所生活衛生課 020-0884 岩手県盛岡市神明町3-29
(019）603-8311
(019）654-5665

秋田市 保健所衛生検査課動物衛生担当 010-0976 秋田県秋田市八橋南一丁目8-3
(018)883-1182
(018)883-1344

郡山市
保健福祉部保健所生活衛生課動物愛
護係

963-8024 福島県郡山市朝日2-15-1
(024)924-2157
(024)934-2860

いわき市 保健所生活衛生課動物愛護係 973-8408
福島県いわき市内郷高坂町四方
木田191番地

(0246)27-8592
(0246)27-8600

宇都宮市
保健福祉部生活衛生課環境衛生グ
ループ

321-0974 栃木県宇都宮市竹林町972番地
(028)626-1108
(028)627-9244

前橋市 健康部保健所衛生検査課生活衛生係 371-0014
群馬県前橋市朝日町三丁目36番
17号

(027)220-5777
(027)223-8835

高崎市 動物愛護センター 370-0867 群馬県高崎市乗附町2747番地
(027)330-2323
(027)323-3110

川越市
保健医療部保健所食品・環境衛生課
環境衛生担当

350-1104 埼玉県川越市大字小ヶ谷817-1
(049)227-5103
(049)224-2261

越谷市 保健医療部保健所生活衛生課 343-0023 越谷市東越谷10-81
(048)973-7532
(048)973-7536

船橋市 動物愛護指導センター 273-0016 千葉県船橋市潮見町32-2
(047)435-3916
(047)435-3917

柏　市 動物愛護ふれあいセンター 277‐0924 千葉県柏市風早2丁目4番地3
(04)7190-2828
(04)7193-1211

八王子市 健康部（保健所）生活衛生課 192-0083 東京都八王子市旭町13-18
(042)645-5113
(042)644-9100

横須賀市
健康部保健所生活衛生課動物愛護セ
ンター

237-0062 神奈川県横須賀市浦郷町5-2931
(046)869-0040
(046)876-6606

富山市 福祉保健部保健所生活衛生課監視係 939-8588 富山県富山市蜷川459-1
(076)428-1154
(076)428-1157
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金沢市 保健所衛生指導課 920-8533 石川県金沢市西念3-4-25
(076)234-5114
(076)220-2518

長野市
保健所食品生活衛生課動物愛護セン
ター

380-0928 長野県長野市若里6-6-1
(026)262-1212
(026)226-9981

岐阜市 保健所生活衛生課動物管理指導係 500-8309 岐阜県岐阜市都通2-19
(058)252-7195
(058)252-0639

豊橋市
健康部保健所生活衛生課動物愛護グ
ループ

441-8539 愛知県豊橋市中野町字中原100
(0532)39-9127
(0532)38-0780

豊田市 動物愛護センター 471-0002 愛知県豊田市矢並町法沢715-4
(0565)42-2533
(0565)80-2020

岡崎市 動物総合センター　動物１係 444-0011
愛知県岡崎市欠町字大山田1番
地

(0564)27-0402
(0564)27-0422

大津市 動物愛護センター 520-0246
滋賀県大津市仰木の里一丁目24
番2号

(077)574-4601
(077)574-4550

高槻市
健康福祉部保健所保健衛生課食品衛
生チーム

569-0052 大阪府高槻市城東町5-7
(072)661-9331
(072)661-1800

豊中市 保健所衛生管理課食品衛生係 561-0881
大阪府豊中市中桜塚4丁目11番1
号

(06)6152-7320
(06)6152-7328

東大阪市 健康部保健所食品衛生課 578-0941
大阪府東大阪市岩田町4-3-22-
500 希来里施設棟5階

(072)960-3803
(072)960-3807

枚方市
健康部保健所保健衛生課食品衛生グ
ループ

573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-2-2
(072)807-7624
(072)845-0685

姫路市 動物管理センター 670-0821 兵庫県姫路市東郷町1451-3
(079)281-9741
(079)281-9841

西宮市 動物管理センター 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1-4
(0798)81-1220
(0798)81-1210

尼崎市 生活衛生課動物愛護センター 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4-1-1
(06)6434-2233
(06)6434-2293

奈良市
健康医療部保健所生活衛生課生活衛
生係

630-8122
奈良県奈良市三条本町13番1号
はぐくみセンター4階

(0742)93-8395
(0742)34-2485

和歌山市
健康局健康推進部生活保健課動物保
健班

640-8137 和歌山県和歌山市吹上5-2-15
(073)488-5114
(073)431-9980

倉敷市 保健所生活衛生課 710-0834 岡山県倉敷市笹沖170
(086)434-9829
(086)434-9833

福山市 動物愛護センター 720-1143
広島県福山市駅家町下山守546-
14

(084)970-1201
(084)970-1202

呉市 動物愛護センター 737-0161 広島県呉市郷原町2380-319
(0823)70-3711
(0823)70-3712

下関市 保健部動物愛護管理センター 751-0881
山口県下関市大字井田（番地な
し）

(083)263-1125
(083)256-6950

高松市 保健所生活衛生課動物愛護係 760-0074 香川県高松市桜町１-10-27
(087)839-2865
(087)839-2879

松山市
保健福祉部保健所生活衛生課動物愛
護担当

790-0813 愛媛県松山市萱町6-30-5
(089)911-1862
(089)923-6627

高知市
健康福祉部保健所生活食品課動物愛
護担当

780-0850 高知県高知市丸ノ内1-7-45
(088)822-0588
(088)822-1880

久留米市 動物管理センター 830-0003
福岡県久留米市東櫛原町569番
地9（二千年橋高架道路下）

(0942)30-1500
(0942)30-1788

長崎市 市民健康部動物管理センター 852-8104 長崎県長崎市茂里町2番2号
(095)844-2961
(095)846-1197

佐世保市 保健福祉部生活衛生課生活衛生係 857-0042 長崎県佐世保市高砂町5-1
(0956)25-9716
(0956)23-8013

大分市 保健所衛生課動物愛護担当班 870-8506 大分県大分市荷揚町6-1
(097)536-2567
(097)532-3490

宮崎市
健康管理部保健衛生課動物愛護セン
ター

889-1601
宮崎県宮崎市清武町木原4543番
地8

(0985)85-6011
(0985)85-6022

鹿児島市 健康福祉局保健所生活衛生課獣疫係 892-8677 鹿児島市山下町11-1
(099)803-6905
(099)803-7026

那覇市 環境部環境衛生課 901-1105
島尻郡南風原町字新川641　エコ
マール那覇プラザ棟４階

(098)951-1530
(098)888-1076


