
地方自治体連絡先一覧（愛玩動物看護師養成所指定関係）

都道府県 組織 郵便番号 住所
電話
 ＦＡＸ

URL

北海道 環境生活部環境局自然環境課 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
(011)231-4111
(011)232-6790

-

青森県 健康福祉部保健衛生課 030-8570 青森県青森市長島1丁目１－１
(017)734-9214
(017)734-8047

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
kenko/hoken/

岩手県 環境生活部 県民くらしの安全課 020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
(019)629-5323
(019)629-5279

https://www.pref.iwate.jp/kurashikan
kyou/anzenanshin/pet/index.html

宮城県 環境生活部食と暮らしの安全推進課 980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番
1号13階南側

(022)211-2645
(022)211-2698

https://www.pref.miyagi.jp/soshik
i/shoku-k/youseihennkou.html

秋田県
生活環境部生活衛生課
食品安全・動物愛護チーム

010-8570 秋田県山王四丁目１番１号
(018)860-1593
(018)860-3856

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/ar
chive/61042

山形県 防災くらし安心部食品安全衛生課 990-8570 山形県山形市松波二丁目８番１号
(023)-630-2621
(023)-624-8058

https://www.pref.yamagata.jp/020071
/kensei/shoukai/soshikiannai/bosai/
020071.html

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

-

茨城県
保健医療部生活衛生課
動物愛護グループ

310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６
（029）301-3418
（029）301-3439

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfuku
shi/seiei/kankyo/aiganndobutukanng
oshi.html

栃木県
保健福祉部生活衛生課
衛生・水道担当

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

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/ind
ex.html

群馬県 健康福祉部食品・生活衛生課 371-8570 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号
(027)226-2442
(027)220-4300

-

埼玉県
保健医療部生活衛生課
総務・動物指導担当

330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１
５－１

(048)830-3612
(048)824-2194

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki
/a0706/index.html

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

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/pet
/doubutsu/aigandoubutkangoshiyous
eijo.html

東京都
福祉保健局健康安全部環境保健衛
生課

163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎30階北側

(03)5320-4392
(03)5388-1426

https://www.fukushihoken.metro.toky
o.lg.jp/kankyo/aigo/aigankangoshi_yo
useijyo.html

神奈川県
健康医療局生活衛生部生活衛生課
動物愛護・水道グループ

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 950-8570 新潟県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番7号
(076)444-3230
(076)444-3497

https://www.pref.toyama.jp/1207/kur
ashi/seikatsu/seikatsu/doubutsuaigo
/index.html

石川県
健康福祉部薬事衛生課
生活衛生・動物愛護グループ

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

-

福井県
健康福祉部健康医療局医薬食品・
衛生課　食品安全グループ

910-8580 福井市大手3丁目17-1
(0776)20-0354
(0776)20-0630

-

山梨県 福祉保健部衛生薬務課 400-0821 山梨県甲府市丸の内1丁目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 長野市大字南長野字幅下692-2
(026)235-7154
(026)232-7288

-

岐阜県 健康福祉部生活衛生課 500-8570 岐阜県岐阜市薮田南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 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
(054)-221-2347
(054)-221-2342

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/k
o-510/seiei/index2.html

愛知県
保健医療局生活衛生部生活衛生課
獣医衛生・動物愛護グループ

460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
(052)954-6298
(052)954-6921

-

三重県
医療保健部 食品安全課
生活衛生・動物愛護班

514-8570 三重県津市広明町13番地
(059)-224-2359
(059)-224-2344

-

滋賀県 健康医療福祉部生活衛生課 520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
(077)528-3641
(077)528-4860

-

京都府 文化生活部生活衛生課 602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮
ノ内町

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

http://www.pref.kyoto.jp/doubutsu/in
dex.html

大阪府
環境農林水産部　動物愛護畜産課
畜産衛生グループ

559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタ
ワー）23階

(06)6210-9618
(06)6613-6276

https://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu
/tikusaneisei/

兵庫県
保健医療部生活衛生課
環境衛生班

650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁
目10-1

(078)362-3259
(078)362-3970

-

奈良県
文化・教育・くらし創造部
消費・生活安全課動物愛護係

630-8501 奈良県奈良市登大路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

640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1
(073)441-2624
(073)432-1952

-
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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 鳥取県鳥取市東町1丁目220
(0857)26-7877
(0857)26-8171

https://www.pref.tottori.lg.jp/kurashi/

島根県 健康福祉部薬事衛生課食品衛生係 690-8501 島根県松江市殿町1 (0852)22-5264 -

岡山県 保健医療部生活衛生課 700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
(086)226-7338
(086)231-1434

https://www.pref.okayama.jp/page/7
49557.html

広島県 健康福祉局食品生活衛生課 730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
(082)513-3103
(082)227-1057

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshi
ki/58/aigandoubutukangoshi-
youseijo-shitei.html

山口県 環境生活部生活衛生課 753-8501 山口県山口市滝町1番1号
(083)933-2871
(083)933-3079

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/sos
hiki/39/19334.html

徳島県
危機管理環境部消費者くらし安全局
安全衛生課

770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
(088)621-2229
(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 香川県高松市番町四丁目1番10号
(087)832-3179
(087)862-3606

https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/d
oubutsuaigo/index.html

愛媛県
保健福祉部　健康衛生局　薬務衛生
課

790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
(089)912-2396
(089)912-2389

-

高知県 健康政策部薬務衛生課 780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番２０号
(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 福岡県福岡市博多区東公園７-７
(092)643-3281
(092)643-3282

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki
/4400308/

佐賀県 健康福祉部生活衛生課 840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
(0952)25-7077
(0952)25-7303

-

長崎県
県民生活環境部生活衛生課
食品乳肉衛生班

850-8570 長崎県長崎市尾上町３－１
(095)895-2364
(095)824-4780

-

熊本県
健康福祉部　健康危機管理課　衛生
環境室　動物愛護班

862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目
18-1

(096)333-2248
(096)387-0167

https://www.pref.kumamoto.jp/soshik
i/30/

大分県 生活環境部食品・生活衛生課 870-8501
大分市大手町３－１－１
大分県庁舎別館５Ｆ

(097)506-3054
(097)506-1743

https://www.pref.oita.jp/soshiki/1390
0/

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

http://202.75.8.137/kurashi/aigo/ind
ex.html

鹿児島県 くらし保健福祉部生活衛生課 890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１
号(行政庁舎３階)

(099)286-2788
(099)286-5562

-

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

-
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