
都道府県身体障害者補助犬法担当窓口一覧 

都道府県 担当課名 担当係名 電話番号 

北海道 障がい者保健福祉課 社会参加グループ 011-204-5278 

青森県 障害福祉課 社会参加推進グループ 017-734-9309 

岩手県 障がい保健福祉課 障害福祉担当 019-629-5447 

宮城県 障害福祉課 社会参加促進・芸術文化担当 022-211-2541 

秋田県 障害福祉課 地域生活支援班 018-860-1332 

山形県 障がい福祉課 地域生活支援担当 023-630-3303 

福島県 障がい福祉課 企画担当 024-521-7170 

茨城県 保健福祉部障害福祉課 身体障害福祉担当 029-301-3363 

栃木県 障害福祉課 社会参加促進担当 028-623-3053 

群馬県 健康福祉部障害政策課 地域生活支援係 027-226-2638 

埼玉県 障害者福祉推進課 社会参加推進担当 048-830-3309 

千葉県 健康福祉部障害福祉課 障害保健福祉推進班 043-223-2340 

東京都 障害者施策推進部計画課 社会参加推進担当 03-5320-4147 

神奈川県 障害福祉課 社会参加推進グループ 045-210-1111 

新潟県 障害福祉課 地域生活支援係 025-280-5212 

富山県 障害福祉課 地域生活支援係 076-444-3213 

石川県 障害保健福祉課 地域生活支援グループ 076-225-1426 

福井県 障害福祉課 社会参加支援グループ 0776-20-0338 

山梨県 福祉保健部障害福祉課 地域生活支援担当 055-223-1461 

長野県 障がい者支援課 在宅支援係 026-235-7104 

岐阜県 障害福祉課 社会参加推進係 058-272-1111 

静岡県 障害福祉課 身体障害福祉班 054-221-3319 

愛知県 障害福祉課 事業所・地域生活支援グループ 052-954-6317 

三重県 障がい福祉課 企画・社会参加班 059-224-2274 

滋賀県 障害福祉課 社会活動担当 077-528-3542 

京都府 障害者支援課 社会参加担当 075-414-4603 

大阪府 障がい福祉室自立支援課 社会参加支援グループ 06-6941-0351 

兵庫県 障害者支援課 ユニバーサル・社会参加支援班 078-341-7711 

奈良県 障害福祉課 社会参加促進係 0742-27-8517 

和歌山県 障害福祉課 在宅福祉班 073-441-2533 

鳥取県 障がい福祉課 自立支援室 0857-26-7866 

島根県 障がい福祉課 療育支援グループ 0852-22-6527 

岡山県 障害福祉課 福祉推進班 086-226-7362 

広島県 障害者支援課 地域生活・発達障害グループ 082-513-3155 

山口県 健康福祉部 障害者支援課 社会参加推進班 083-933-2765 

徳島県 障がい福祉課 企画・社会参加担当 088-621-2237 

香川県 障害福祉課 地域生活支援グループ 087-832-3292 

愛媛県 障がい福祉課 在宅福祉係 089-912-2423 

高知県 障害保健福祉課 地域生活支援担当 088-823-9634 

福岡県 障害者福祉課 社会参加係 092-643-3264 

佐賀県 障害福祉課 地域生活支援担当 0952-25-7064 

長崎県 障害福祉課 地域福祉班 095-895-2453 

熊本県 障がい者支援課 社会参加支援班 096-333-2235 

大分県 障害福祉課 身体障害福祉班 097-506-2725 

宮崎県 障がい福祉課 地域生活支援担当 0985-32-4468 

鹿児島県 障害福祉課 地域生活支援係 099-286-2746 

沖縄県 障害福祉課 地域生活支援班 098-866-2190 
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政令指定都市身体障害者補助犬法担当窓口一覧 

政令指定都市 担当課名 担当係名 電話番号 

札幌市 障がい福祉課 事業管理係 011-211-2936 

仙台市 障害企画課 企画係 022-214-8163 

さいたま市 障害支援課 地域生活支援係 048-829-1308 

千葉市 障害者自立支援課 企画班 043-245-5175 

横浜市 障害福祉課 生活支援係 045-671-3931 

川崎市 障害福祉課 身体障害者福祉係 044-200-2653 

相模原市 障害政策課 計画推進班 042-707-7055 

新潟市 障がい福祉課 在宅福祉係 025-226-1239 

静岡市 障害者福祉課   054-221-1197 

浜松市 障害保健福祉課 社会参加グループ 053-457-2864 

名古屋市 障害企画課 更生係 052-972-2587 

京都市 障害保健福祉推進室 社会参加推進担当 075-222-4161 

大阪市 障がい福祉課   06-6208-7939 

堺市 障害施策推進課 企画調整係 072-228-7818 

神戸市 障害福祉課 計画係 078-322-6579 

岡山市 障害福祉課 福祉係 086-803-1236 

広島市 障害福祉課   082-504-2147 

北九州市 障害福祉課 在宅支援係 093-582-2424 

福岡市 障がい者在宅支援課 施策企画係 092-711-4248 

熊本市 障がい保健福祉課   096-328-2519 
 

 

  

中核市身体障害者補助犬法担当窓口一覧 

中核市 担当課名 担当係名 電話番号 

旭川市 障害福祉課   0166-25-6476 

函館市 障がい保健福祉課 社会参加・給付担当 0138-21-3263 

青森市 障がい者支援課 相談チーム 017-734-5319 

八戸市 障がい福祉課   0178-43-2111 

盛岡市 障がい福祉課 相談認定係 019-651-4111 

秋田市 障がい福祉課 医療給付担当 018-866-2093 

郡山市 障がい福祉課 支援給付係 024-924-2381 

いわき市 障がい福祉課 事業係 0246-22-7486 

宇都宮市 障がい福祉課 福祉サービスグループ 028-632-2361 

前橋市 障害福祉課 福祉サービス係 027-220-5712 

高崎市 障害福祉課 障害福祉担当 027-321-1245 

川越市 障害福祉課 福祉サービス担当 049-224-8811 

越谷市 障害福祉課   048-963-9164 

船橋市 障害福祉課 相談支援係 047-436-2345 

柏市 障害福祉課 相談支援担当 04-7167-1136 

八王子市 障害者福祉課   042-620-7245 

横須賀市 障害福祉課   046-822-8248 

富山市 障害福祉課 障害福祉係 076-443-2056 

金沢市 障害福祉課 企画庶務係 076-220-2289 

長野市 障害福祉課 企画管理担当 026-224-5030 

岐阜市 障がい福祉課 指導係 058-265-4141 

豊橋市 障害福祉課   0532-51-2345 

岡崎市 障がい福祉課   0564-23-6867 

豊田市 障がい福祉課 給付担当 0565-34-6751 

大津市 障害福祉課 管理係 077-528-2745 

高槻市 障がい福祉課   072-674-7164 

東大阪市 障害者支援室   06-4309-3183 



豊中市 障害福祉課   06-6858-2765 

枚方市 障害福祉室 総務・地形グループ 072-841-1752 

姫路市 障害福祉課 給付支援担当 079-221-2305 

尼崎市 障害福祉課   06-6489-6352 

西宮市 生活支援課   0798-35-3157 

奈良市 障がい福祉課 生活支援係 0742-34-4593  

和歌山市 障害福祉課   073-435-1060 

倉敷市 障がい福祉課   086-426-3305 

福山市 障がい福祉課 企画管理担当 084-928-1062 

呉市 障害福祉課 給付グループ 0823-25-3135 

下関市 障害者支援課 給付係 083-231-1917 

高松市 障がい福祉課 生活支援係 087-839-2333 

松山市 障がい福祉課 社会参加担当 089-948-6353 

高知市 障がい福祉課 生活支援係 088-823-9378 

久留米市 障害者福祉課   0942-30-9035 

長崎市 障害福祉課 総務企画係 095-829-1141 

佐世保市 障がい福祉課 庶務係 0956-24-1111 

大分市 障害福祉課   097-537-5786 

宮崎市 障がい福祉課 生活支援係 0985-21-1772 

鹿児島市 障害福祉課 障害福祉係 099-216-1273 

那覇市 障がい福祉課 企画・庶務グループ 098-862-3275 
 

 


