
https://www.caa.go.jp/

○食品表示企画（食品表示法）
　　https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

○表示対策（景品表示法）
　　https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

　　　「事例でわかる！景品表示法」
　　　　　https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
　　　　　pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf 

農林水産省等（ＪＡＳ法に基づく食品表示）
○ＪＡＳ規格（日本農林規格等に関する法律（ＪＡＳ法）に関すること）
　　https://www.maff.go.jp/j/jas/

○独立行政法人農林水産消費安全技術センター（ＦＡＭＩＣ）ホームページ（ＪＡＳ規格問い合わせ先）

　　http://www.famic.go.jp/docs/reference/jigyousya.html 

〇米トレーサビリティ法の概要（お米の流通に関する制度）
　　https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/

・県保健福祉事務所

　（県所管区域外は、保健所設置市の保健所等）

・県保健福祉事務所

・横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町は、
　県生活衛生課茅ケ崎駐在事務所　電話0467-83-1500

・横浜市は、市食品衛生課　電話045-671-3378
・川崎市は、市食品安全課　電話044-200-0878

・相模原市は、市農政課 　電話042-769-8239　

・県保健福祉事務所

　（県所管区域外は、保健所設置市の保健所等）

・県農業振興課　電話 045-210-4425

・関東農政局神奈川県拠点（農林水産省）電話 045-211-1334 

１　県保健福祉事務所の相談窓口

担 当 所 属 電　話 郵便番号 所 在 地 所 管 区 域

食品衛生課  

保健福祉課 

食品衛生課  

保健福祉課 

食品衛生課  

保健福祉課 

生活衛生課  

保健福祉課 

食品衛生課  

保健福祉課 

生活衛生課  

保健福祉課 

食品衛生課  

保健福祉課 

食品衛生課  

保健福祉課 

※担当所属の上段は衛生事項、下段は保健事項

・県消費生活課　電話045-312-1121（内線2630～2633） 

・県計量検定所　電話045-421-3484 

食品の表示についての制度等を確認したい場合は・・・　　

消費者庁（食品表示全般に関すること）

農林水産省（米トレーサビリティ法）

食品表示に関する神奈川県内の相談窓口

大和市、綾瀬市

厚木市、海老名市、
座間市、愛川町、
清川村

南足柄市、中井町、
大井町、松田町、
山北町、開成町

258-0021

小田原市、箱根町、
真鶴町、湯河原町

250-0042 小田原市荻窪350-1

開成町吉田島2489-2

0467-24-3900 

046-882-6811

0465-32-8000 

046-224-1111 

046-261-2948 242-0021

243-0004

大和市中央1-5-26

厚木市水引2-3-1

平塚市、大磯町、
二宮町

254-0051 平塚市豊原町6-210463-32-0130平塚保健福祉事務所

　　　同　　　　　秦野センター 

鎌倉保健福祉事務所

　　　同　　　　　三崎センター

厚木保健福祉事務所

　　　同　　　　　大和センター

秦野市、伊勢原市秦野市曽屋2-9-9 257-0031 0463-82-1428

248-0014

0465-83-5111 

三浦市三浦市三崎町六合32238-0221

小田原保健福祉事務所

　　　同　　　　　足柄上センター 

鎌倉市由比ガ浜2-16-13
鎌倉市、逗子市、
葉山町

関 係 す る 法 令 相  談  窓  口 

食品表示法（衛生事項）

食品表示法（品質事項） 

食品表示法（保健事項）

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（米トレーサビリティ法）

不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）

計量法 

機   　関   　名



２　県所管区域外の保健所設置市の保健所等の相談窓口（横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、茅ヶ崎市(寒川町を含む)）

担 当 所 属 電　話 郵便番号

生活衛生課 045-510-1842 

福祉保健課 045-510-1832

生活衛生課 045-411-7141 

福祉保健課 045-411-7138

生活衛生課 045-320-8442 

福祉保健課 045-320-8439

生活衛生課 045-224-8337 

福祉保健課 045-224-8332

生活衛生課 045-341-1191 

福祉保健課 045-341-1187

生活衛生課 045-847-8444 

福祉保健課 045-847-8438

生活衛生課 045-334-6361 

福祉保健課 045-334-6344

生活衛生課 045-954-6166 

福祉保健課 045-954-6146

生活衛生課 045-750-2451 

福祉保健課 045-750-2445

生活衛生課 045-788-7871 

福祉保健課 045-788-7840

生活衛生課 045-540-2370 

福祉保健課 045-540-2362

生活衛生課 045-930-2365 

福祉保健課 045-930-2357

生活衛生課 045-978-2463 

福祉保健課 045-978-2438

生活衛生課 045-948-2356 

福祉保健課 045-948-2350

生活衛生課 045-866-8474 

福祉保健課 045-866-8426

生活衛生課 045-894-6967 

福祉保健課 045-894-6964

生活衛生課 045-800-2451 

福祉保健課 045-800-2445

生活衛生課 045-367-5751 

福祉保健課 045-367-5746

衛生課

地域支援課

衛生課

地域支援課

衛生課

地域支援課

衛生課

地域支援課

衛生課

地域支援課

衛生課

地域支援課

衛生課

地域支援課

生活衛生課 

健康増進課

保健所生活衛生課 

保健所健康づくり課

生活衛生課

健康増進課

衛生課 

地域保健課

044-856-3113 

044-201-3113 

044-556-6666 

※担当所属の上段は衛生事項、下段は保健事項

225-0024 

224-0032 

244-0003

247-0005 

245-0024

246-0021 

210-8570

212-8570 

211-8570 

所  在  地

232-0024

233-0003

240-0001

241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 

横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1

機   　関   　名

横須賀市保健所 

藤沢市保健所

茅ヶ崎市保健所 

中原区役所地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

高津区役所地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

宮前区役所地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

多摩区役所地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

麻生区役所地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

戸塚福祉保健センター

栄福祉保健センター

泉福祉保健センター

瀬谷福祉保健センター

幸区役所地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

横

浜

市

川崎区役所地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

川

崎

市

鶴見福祉保健センター 

神奈川福祉保健センター

西福祉保健センター

中福祉保健センター

南福祉保健センター

港南福祉保健センター

保土ケ谷福祉保健センター 

旭福祉保健センター

相模原市保健所 

230-0051

221-0824

220-0051

231-0021

222-0032 

226-0013 

磯子福祉保健センター 

金沢福祉保健センター

港北福祉保健センター 

緑福祉保健センター

青葉福祉保健センター

都筑福祉保健センター 

044-861-3113 213-8570 

044-744-3113 

214-8570 

215-8570 

042-754-1111 

235-0016 

236-0021 

横須賀市西逸見町1-38-11

藤沢市鵠沼2131-1 

茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7 0467-85-1171 253-8660 

0466-25-1111 251-0022 

046-822-4300 238-0046 

216-8570 

川崎市中原区小杉町3-245 

川崎市高津区下作延2-8-1 

川崎市宮前区宮前平2-20-5 

横浜市栄区桂町303-19 

横浜市泉区和泉中央北5-1-1 

横浜市瀬谷区二ツ橋町190 

川崎市川崎区東田町8 

川崎市幸区戸手本町1-11-1 

横浜市港北区大豆戸町26-1

横浜市緑区寺山町118 

横浜市中区日本大通35 

横浜市神奈川区広台太田町3-8

横浜市西区中央1-5-10

横浜市南区浦舟町2-33 

横浜市青葉区市ケ尾町31-4 

横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 

横浜市戸塚区戸塚町16-17

横浜市港南区港南4-2-10 

横浜市保土ケ谷区川辺町2-9

252-5277

川崎市多摩区登戸1775-1 

川崎市麻生区万福寺1-5-1044-965-5100 

044-935-3113 

相模原市中央区富士見6-1-1

横浜市磯子区磯子3-5-1 

横浜市金沢区泥亀2-9-1


