
福祉保健局における外部労働者からの通報窓口一覧  

あへん法 健康安全部薬務課麻薬対策担当 03-5320-4505

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律

医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434
・特別区及び保健所設置市は各区（市）が権限を持っている。
・多摩地区（保健所設置市は除く）は、都保健所

医師法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律

①健康安全部薬務課安全対策担当（製造販売業・製造業）
②健康安全部薬務課監視指導担当（薬局及び販売業、無許可事業者等）

①03-5320-4514
②03-5320-4512

・特別区又は保健所設置市における薬局及び販売業、無許可事業者について
は特別区又は保健所設置市が権限を持つ。
・動物用医薬品等に関する内容は産業労働局が所管

医療法
①医療政策部医療安全課医務担当
②医療政策部医療安全課指導担当
③医療政策部医療安全課医療法人担当

①03-5320-4431
②03-5320-4432
③03-5320-4426

①病院に関することを所管（診療所に関することは保健所が所管）
　病院の開設・変更、休止・廃止　など

②病院に関することを所管（診療所に関することは保健所が所管）
　広告制限、報告の徴収及び立入検査　など

③医療法人に関すること
　報告の徴収及び立入検査、運営管理すべき事項　など

栄養士法 保健政策部健康推進課保健栄養担当（栄養士に関する部分） 03-5320-4357 管理栄養士に関しては、国(厚生労働省）が所管

温泉法
健康安全部環境保健衛生課指導担当
（温泉の利用許可、成分分析・掲示等に関すること）

03-5320-4391
・特別区及び保健所設置市は各区（市）が権限を持っている。
・（土地の掘削許可、増掘又は動力装置許可に関すること）は環境局

外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練等に係
る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例
等に関する法律

医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434 直接の処分権は国にある。

介護保険法 高齢社会対策部介護保険課介護保険担当 03-5320-4590

覚醒剤取締法 健康安全部薬務課麻薬対策担当 03-5320-4505

化製場等に関する法律
①健康安全部食品監視課乳肉水産担当（化製場に関すること）
②健康安全部環境保健衛生課動物管理担当（動物の飼養又は収容の許可に関
すること）

①03-5320-4413
②03-5320-4412

※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

看護師等の人材確保の促進に関する法律 医療政策部医療人材課看護担当 03-5320-4447

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律

①感染症対策部防疫・情報管理課防疫担当
②感染症対策部防疫・情報管理課結核担当（結核に関する部分）

①03-5320-4088
②03-5320-4483

獣医師の届出違反は産業労働局

がん登録等の推進に関する法律
①保健政策部健康推進課がん登録担当（全国がん登録関係）
②医療政策部医療政策課がん対策担当（院内がん登録関係）

①03-5809-0248
②03-5320-4389

ア　死亡者情報票の作成・提出に関しては保健所が所管
イ　全国がん登録データベースの整備及び同データベースへの登録情報の記
録並びに全国がん登録情報（２以上の都道府県に係る都道府県がん情報を含
む。）の利用・提供に関しては国（厚生労働省）が所管

狂犬病予防法 健康安全部環境保健衛生課動物管理担当 03-5320-4412

クリーニング業法
①健康安全部環境保健衛生課指導担当
②健康安全部健康安全課試験・免許担当（ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師免許に関すること）

①03-5320-4391
②03-5320-4358

※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

健康増進法

①健康安全部食品監視課食品保健表示担当
(特別用途表示、誇大表示の禁止に関する部分）
②保健政策部健康推進課保健栄養担当（特定給食施設関係）
③保健政策部健康推進課事業調整担当（受動喫煙関係）

①03-5320-4408
②03-5320-4357
③03-5320-4361

①特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管
　特別用途食品の申請、許可、勧告等の行政処分は、消費者庁所管
②特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管
③特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 保健政策部疾病対策課被爆者援護担当 03-5320-4473

備考（関係行政機関等）連絡先法律名 通報窓口（法令主管課）
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備考（関係行政機関等）連絡先法律名 通報窓口（法令主管課）

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 健康安全部環境保健衛生課指導担当 03-5320-4391
※特別区に存する延べ床面積10,000㎡以下の特定建築物は各区の所管
※八王子市及び町田市に存する特定建築物は市の所管

興行場法 健康安全部環境保健衛生課指導担当 03-5320-4391 ※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

公衆浴場法 健康安全部環境保健衛生課指導担当 03-5320-4391 ※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

高齢者の医療の確保に関する法律
➀保健政策部国民健康保険課国民健康保険組合指導担当（国民健康保険組合
関係）
②保健政策部国民健康保険課調整担当（国民健康保険団体連合会関係）

➀03-5320-4168
②03-5320-4164

国民健康保険法
➀保健政策部国民健康保険課国民健康保険組合指導担当（国民健康保険組合
関係）
②保健政策部国民健康保険課調整担当（国民健康保険団体連合会関係）

➀03-5320-4168
②03-5320-4164

子ども・子育て支援法 少子社会対策部保育支援課保育助成担当 03-5320-4129

歯科医師法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434

歯科衛生士法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434

歯科技工士法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434
・特別区及び保健所設置市は各区（市）が所管（8条2項以外）
・多摩地区（保健所設置市は除く）は、都保健所

児童虐待の防止等に関する法律 少子社会対策部家庭支援課児童相談所運営担当 03-5320-4127

児童福祉法

①少子社会対策部育成支援課児童施設担当
　（児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院）
②少子社会対策部育成支援課ひとり親福祉担当
　（母子生活支援施設）
③少子社会対策部保育支援課保育計画担当
　（保育所）
④少子社会対策部家庭支援課子育て事業担当
　（児童厚生施設）
⑤少子社会対策部保育支援課民間保育援助担当
　（ベビーホテル等の認可外保育施設）
⑥少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当
　（助産施設）
⑦少子社会対策部保育支援課保育士養成担当
　（保育士試験の指定試験機関、保育士登録）
⑧障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設運営担当
　（障害児通所支援事業所、障害児入所施設）

①03-5320-4122
②03-5320-4125
③03-5320-4128
④03-5320-4371
⑤03-5320-4131
⑥03-5320-4375
⑦03-5320-4130
⑧03-5320-4374

※④については、児童相談所設置区は移管済み
※③⑤及び⑧については、八王子市及び児童相談所設置区は移管済み
※60条の２違反に関する内容は警視庁

視能訓練士法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434

社会福祉施設職員等退職手当共済法 生活福祉部地域福祉課推進担当 03-5320-4045

社会福祉法
指導監査部指導調整課社会福祉法人担当（法人の設立・認可に関すること）
※社会福祉施設での法令違反等に関する通報は、各施設の設置根拠法令の通
報先にご連絡ください。

03-5320-4044

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律

少子社会対策部保育支援課認定こども園担当 03-5320-4250 ・八王子市、児童相談所を設置する特別区については、各区市が担当

柔道整復師法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434
・特別区及び保健所設置市は各区（市）が所管
・多摩地区（保健所設置市は除く）は、都保健所
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備考（関係行政機関等）連絡先法律名 通報窓口（法令主管課）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律

①障害者施策推進部地域生活支援課居住支援担当
（短期入所事業所、共同生活援助（グループホーム）、福祉ホーム）
②障害者施策推進部地域生活支援課在宅支援担当
（居宅介護等事業所、自立生活援助事業所、一般相談支援事業所）
③障害者施策推進部地域生活支援課就労支援担当
（就労移行支援事業所、就労継続支援事業所（A型・B型）、就労定着支援事
業所）
④障害者施策推進部施設サービス支援課障害者支援施設担当
（療養介護事業所、生活介護事業所、障害者支援施設、自立訓練事業所（生
活訓練・機能訓練））

①03-5320-4151
②03-5320-4325
③03-5320-4158
④03-5320-4156

※109条違反に関する内容は警視庁

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 健康安全部食品監視課食鳥検査担当 03-5320-4457 ※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

食品衛生法 健康安全部食品監視課監視計画担当 03-5320-4404 ※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

食品表示法 健康安全部食品監視課食品表示担当 03-5320-4408
※都が食品表示法の品質事項に係る事務を行うのは東京都内のみに事務所及
び事業所がある業者（都道府県内食品関連事業者）

診療放射線技師法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434

水道法 健康安全部環境保健衛生課水道担当 03-5320-4393

製菓衛生師法 健康安全部健康安全課試験・免許担当 03-5320-4358

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律

健康安全部環境保健衛生課生活衛生担当 03-5320-4385

生活困窮者自立支援法 生活福祉部地域福祉課生活援助担当 03-5320-4072

生活保護法
①生活福祉部保護課施設担当（保護施設(救護施設・更生施設・宿所提供施
設)）
②生活福祉部保護課医療担当（医療保護施設）

03-5320-4086

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
①障害者施策推進部精神保健医療課精神保健担当
②医療政策部医療安全課精神医療施設指導担当
（精神医療施設指導に関する部分）

03-5320-4461
03-5320-4415

第18条精神保健指定医の指定所管は国（厚生労働省）が所管

大麻取締法 健康安全部薬務課麻薬対策担当 03-5320-4505

調理師法 健康安全部健康安全課試験・免許担当 03-5320-4358

動物の愛護及び管理に関する法律 健康安全部環境保健衛生課動物管理担当 03-5320-4412

毒物及び劇物取締法 健康安全部薬務課毒劇物指導担当 03-5320-4513

・毒物劇物の製造業・輸入業・特定毒物研究者・特定毒物使用者の監視業務
は、健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課
・23区内の毒物劇物販売業、業務上取扱者の監視業務は、各特別区保健所
・八王子市、町田市を除く多摩地区の毒物劇物販売業、業務上取扱者の監視
業務は、各都保健所
・八王子市内、町田市内の毒物劇物販売業、業務上取扱者の監視業務は、そ
れぞれ八王子市保健所及び町田市保健所

と畜場法 健康安全部食品監視課乳肉水産担当 03-5320-4413

難病の患者に対する医療等に関する法律 保健政策部疾病対策課疾病対策担当 03-5320-4471
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備考（関係行政機関等）連絡先法律名 通報窓口（法令主管課）

美容師法 健康安全部環境保健衛生課指導担当 03-5320-4391 ※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律

健康安全部食品監視課食品表示担当 03-5320-4408
※都が事務を行うのは東京都内のみに事務所及び事業所がある業者（地域米
穀事業者）
※米穀事業者のうち生産者に関する事務は産業労働局所管

保健師助産師看護師法 医療政策部医療人材課免許担当（准看護師に関する部分） 03-5320-4434

母体保護法 少子社会対策部家庭支援課母子保健担当 03-5320-4372

墓地、埋葬等に関する法律 健康安全部環境保健衛生課指導担当 03-5320-4391
※都の所管地域は島しょの町村のみ
※火葬許可書の交付等は区市町村が所管

麻薬及び向精神薬取締法 健康安全部薬務課麻薬対策担当 03-5320-4505

・特別区は各特別区保健所が所管（薬局に限る）
・保健所設置市は各市保健所が所管（卸売販売業及び薬局に限る）
・多摩地区（保健所設置市は除く）は各都保健所が所管（卸売販売業及び薬
局に限る）

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係
る児童の保護等に関する法律

少子社会対策部育成支援課里親担当 03-5320-4221

薬剤師法 健康安全部薬務課監視計画担当 03-5320-4519
・処分の必要がある時は都から意見具申し、厚生労働大臣が処分を実施す
る。

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 健康安全部薬務課毒劇物指導担当 03-5320-4513
・特別区は各特別区保健所が所管
・八王子市・町田市を除く多摩地区は各都保健所が所管
・八王子市は八王子市保健所が、町田市は町田市保健所が所管

理学療法士及び作業療法士法 医療政策部医療人材課免許担当 03-5320-4434

理容師法 健康安全部環境保健衛生課指導担当 03-5320-4391 ※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

旅館業法 健康安全部環境保健衛生課指導担当 03-5320-4391 ※特別区は各区、八王子市及び町田市は市が所管

臨床検査技師等に関する法律 医療政策部医療安全課医務担当 03-5320-4431
多摩地区（保健所設置市は除く）に所在する衛生検査所を所管
（特別区及び保健所設置市に所在する衛生検査所は各区（市）が所管）

老人福祉法 高齢社会対策部施設支援課施設運営担当 03-5320-4264
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