
業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

16 火薬類製造業
経済産業大臣（一部
産業保安監督部長）
または知事

許可 火薬類取締法 ―
経済産業省　中部近畿産業保安監督
部　近畿支部　保安課
県総合政策部　防災危機管理局

06-6966-6050

077-528-3433

06-6966-6093

077-528-6037

17 電気用品製造業（輸入事業を含む）
近畿経済産業局長
（一部経済産業大臣） 届出 電気用品安全法 ― 近畿経済産業局　産業部　消費経済

課　製品安全室 06-6966-6098 06-6966-6085

18 計量器製造業 経済産業大臣 届出 計量法 ― 滋賀県計量検定所 077-563-3145 077-563-3393

19 消費生活用製品製造業（輸入事業を含む）
近畿経済産業局長
（一部経済産業大臣） 届出 消費生活用製品安全法 ― 近畿経済産業局　産業部　消費経済

課　製品安全室 06-6966-6098 06-6966-6085

20 動物用医薬品等製造業 農林水産大臣 許可
医療品、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

５年 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

21 毒物・劇物製造業・輸入業 厚生労働大臣
または知事 登録 毒物及び劇物取締法 ５年 薬務感染症対策課 077-528-3634 077-528-4863

販　売　業

業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

22 毒物・劇物販売業
知事（保健所長）
保健所を設置する市
の市長（保健所長）

登録 毒物及び劇物取締法 ６年 各保健所 別１ 別１

23 火薬類販売業（競技用紙雷管含む） 知事 許可 火薬類取締法 ― 県総合政策部　防災危機管理局 077-528-3433 077-528-6037

24
農薬販売（農薬を販売する
者あるいは廃止する者は届
出が必要）

知事 届出 農薬取締法 ― 滋賀県病害虫防除所 0748-46-4926 0748-46-5559

25 高圧ガス販売業（工業用） 知事 届出 高圧ガス保安法 ― 県総合政策部　防災危機管理局 077-528-3433 077-528-6037

26 医療機器販売業・貸与業 知事　（保健所長） 許可又は届出
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

６年 各保健所 別１ 別１

27 塩販売業（卸売） 財務（支）局長 登録 塩事業法 ― 近畿財務局　理財部　理財第２課 06-6949-6368 06-6949-0204

28 酒類販売業 税務署長 免許 酒税法 ― 大津税務署酒類指導官
各税務署　酒税事務担当部門

29 米穀の出荷又は販売の事業 農林水産大臣 届出 主要食糧の需給及び価格の
安定に関する法律 ― 近畿農政局　生産部　生産振興課 075-414-9021 075-414-9030
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

30 家畜商 知事 免許 家畜商法 ― 県畜産課 077-528-3851 077-528-4883

31 食品販売業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

許可・届出 食品衛生法 許可は５年を
下らない期間

県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3643
077-522-8427

別１

077-528-4861
077-525-6161

別１

32 深夜における酒類提供飲食店営業 公安委員会 届出 風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律 ― 警察署　生活安全課

県警生活安全企画課 別５

33 動物用医薬品販売業 知事 許可
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

６年 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

34 動物用医薬品販売従事登録 知事 許可
医療品、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

― 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

35 薬局・医薬品販売業
知事（保健所長）
保健所を設置する市
の市長（保健所長）

許可
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

６年 各保健所 別１ 別１

36 飼料・飼料添加物販売業 知事 届出 飼料の安全性の確保及び品
質の改善に関する法律 ― 県畜産課 077-528-3855 077-528-4883

37 肥料販売業 知事 届出 肥料取締法 ― 県農業経営課 077-528-3842 077-528-4882

38 給油所で揮発油（ガソリン）を販売する場合 経済産業局長 登録 揮発油等の品質の確保等に
関する法律 ― 近畿経済産業局　資源エネルギー環

境部　資源・燃料課 06-6966-6044 06-6966-6090

39 液化石油ガス販売業
経済産業大臣（一部
産業保安監督部長）
又は知事

登録
液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
法律

―
経済産業省　中部近畿産業保安監督
部　近畿支部　保安課
県総合政策部　防災危機管理局

06-6966-6050

077-528-3433

06-6966-6093

077-528-6037

40 石油販売業 経済産業大臣 届出 石油の備蓄の確保等に関す
る法律 ― 近畿経済産業局　資源エネルギー環

境部　資源・燃料課 06-6966-6044 06-6966-6090

41 たばこ小売販売業 財務局長 許可 たばこ事業法 ― 日本たばこ産業㈱　北関西支社　営
業総務部 06-7637-1960 06-6453-0303

42 計量器販売業 知事 届出 計量法 ― 滋賀県計量検定所 077-563-3145 077-563-3393

43 猟銃等販売業 知事 許可 武器等製造法 ― 県総合政策部防災危機管理局 077-528-3433 077-528-6037

44 第一種動物取扱業（ペットショップ等）

動物保護管理センタ
ー所長
大津市保健所長（大
津市）

登録 動物の愛護及び管理に関す
る法律 ５年 県動物保護管理センター

大津市動物愛護センター
0748-75-1911
077-574-4601

0748-75-4450
077-574-4550
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

45 特定動物（危険な動物）の飼育許可

動物保護管理センタ
ー所長
大津市保健所長（大
津市）

許可 動物の愛護及び管理に関す
る法律

５年を越えな
い期間

県動物保護管理センター
大津市動物愛護センター

0748-75-1911
077-574-4601

0748-75-4450
077-574-4550

46 動物用高度管理医療機器販売・貸与業 知事 許可
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

６年 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

47 動物用管理医療機器等販売・貸与業 知事 届出
医療品、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

― 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

48 動物用医薬品等製造販売業 農林水産大臣 許可
医療品、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

５年 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

不動産・建築業

業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

49 建設業 国土交通大臣
又は知事 許可 建設業法 ５年 県監理課 077-528-4114 077-524-0943

50 宅地建物取引業 国土交通大臣
又は知事 免許 宅地建物取引業法 ５年 県住宅課 077-528-4231 077-528-4911

51 電気工事業
経済産業大臣（一部
産業保安監督部長）
又は知事

登録又は届出 電気工事業の業務の適正化
に関する法律

登録５年
届出―

経済産業省　中部近畿産業保安監督
部　近畿支部電力安全課
県総合政策部防災危機管理局

06-6966-6052

077-528-3433

06-6966-6092

077-528-6037

運輸業等

業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

52 旅客自動車運送事業 運輸局長 許可 道路運送法 貸切バス
（５年）

近畿運輸局　自動車交通部　旅客第
一課（バス関係）
近畿運輸局　自動車交通部　旅客第
二課（タクシー関係）
近畿運輸局　滋賀運輸支局

06-6949-6445

06-6949-6446

077-585-7253

06-6949-6531

06-6949-6531

077-584-2079

53 貨物自動車運送事業（一般貨物、特定貨物） 運輸局長 許可 貨物自動車運送事業法 ― 近畿運輸局　自動車交通部　貨物課
近畿運輸局　滋賀運輸支局

06-6949-6447
077-585-7253

06-6949-6531
077-584-2079
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

54 貨物利用運送事業 運輸局長 登録 貨物利用運送事業法 - 近畿運輸局　自動車交通部　貨物課
近畿運輸局　滋賀運輸支局

06-6949-6447
077-585-7253

06-6949-6531
077-584-2079

55 貨物軽自動車運送事業 運輸支局長 届出 貨物自動車運送事業法 ― 近畿運輸局　滋賀運輸支局 077-585-7253 077-584-2079

56 倉庫業 国土交通大臣（一部
運輸局長） 登録 倉庫業法 ― 近畿運輸局　交通政策部

近畿運輸局　滋賀運輸支局
06-6949-6410
077-585-7253

06-6949-6169
077-584-2079

57 自家用自動車有償貸渡し事業（レンタカー） 運輸支局長 許可 道路運送法 ― 近畿運輸局　滋賀運輸支局 077-585-7253 077-584-2079

58 自動車道事業 国土交通大臣 免許 道路運送法 ― 近畿運輸局 06-6949-6445 06-6949-6531

59 自動車分解整備業事業 運輸局長 認証 道路運送車両法 ― 近畿運輸局　自動車技術安全部
近畿運輸局　滋賀運輸支局

06-6949-6453
077-585-7252 077-500-8085

鉱　　業

業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

60 鉱業 経済産業局長 登録 鉱業法（鉱業権）
採掘（期限の
定めなし）
試掘（２年）

近畿経済産業局　資源エネルギー環
境部　資源・燃料課 06-6966-6044 06-6966-6090

61 採石業 知事 認可 採石法 ２年以内
（５年以内）

県砂防課
各土木事務所管理調整課 077-528-4191 077-528-4907

62 採石業 知事 登録 採石法 ― 県モノづくり振興課 077-528-3791 077-528-4876

63 砂利採取業 知事 認可 砂利採取法（ただし河川砂
利に限る） １年以内 県流域政策局　河川・港湾室 077-528-4156 077-528-4904

64 砂利採取業

知事（下記８市３町
以外）
市町長（湖南市、草津
市、米原市、長浜市、
野洲市、栗東市、甲賀
市、高島市、竜王町、
多賀町、日野町）

認可 砂利採取法 ２年以内
（３年以内）

県砂防課
各土木事務所管理調整課（下記８市
３町以外）
湖南市・草津市・米原市・長浜市・野洲
市、栗東市、甲賀市、高島市、竜王町、
多賀町、日野町各担当課

077-528-4191 077-528-4907

65 砂利採取業 知事 登録 砂利採取法 ― 県モノづくり振興課 077-528-3791 077-528-4876
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

金融・保険業

業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

66 損害保険代理業 財務（支）局長 登録 保険業法 ― 近畿財務局　理財部　金融監督第４課
保険監督室 06-6949-6371 06-6949-1646

サービス業・その他

業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

67 家畜人工授精師家畜人工授精所 知事 許可 家畜改良増殖法 ― 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

68 獣医業 知事 届出 獣医療法 ― 県家畜保健衛生所 0748-37-7511 0748-37-4821

69 測量業 国土交通大臣 登録 測量法 ５年 国土交通省　近畿地方整備局　建政
部　建設産業第二課 06-6942-1141 06-6942-1854

70 解体工事業 知事 登録 建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律 ５年 県監理課 077-528-4114 077-524-0943

71 指定給水装置工事事業者 市町（組合・企業団）
水道事業者 指定 水道法 ― 各市町担当課

72 地方卸売市場 知事 許可 卸売市場法、県卸売市場法
施行条例 ― 食のブランド推進課 077-528-3891 077-528-4881

73 質屋営業 公安委員会 許可 質屋営業法 ― 警察署　生活安全課
県警生活安全企画課 別５

74 貸金業 知事又は財務局長 登録 貸金業法 ３年
財務省　近畿財務局　大津財務事務
所　理財課
県中小企業支援課

077-522-4362

077-528-3732

077-525-3433

077-528-4871

75 不動産鑑定業 国土交通大臣
又は知事 登録 不動産の鑑定評価に関する

法律 ５年 県民活動生活課 077-528-3417 077-528-4840

76 旅行業
観光庁長官（一種）
知事（二種、三種、地
域限定、代理業）

登録 旅行業法 ５年
（旅行業のみ）

近畿運輸局　観光部　観光企画課
県商工観光労働部　観光交流局

06-6949-6466
077-528-3741

06-6949-6135
077-521-5030

77 通訳案内士 関西広域連合長 登録 通訳案内士法 ― 県商工観光労働部　観光交流局 077-528-3741 077-521-5030

78 自動車教習 公安委員会 指定 道路交通法 ― 県警運転免許課 077-585-1255㈹
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

79 水質特定施設 知事（大津市以外）
大津市長 届出 水質汚濁防止法

県公害防止条例 （設置届、永久）
県環境政策課
各環境事務所
大津市環境政策課

077-528-3357
別３

077-528-2760

077-528-4844
別３

077-522-1097

80 ばい煙発生施設 知事（大津市以外）
大津市長 届出 大気汚染防止法

県公害防止条例 （設置届、永久）
県環境政策課
各環境事務所
大津市環境政策課

077-528-3357
別３

077-528-2760

077-528-4844
別３

077-522-1097

81 旅館業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

許可 旅館業法 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

82 クリーニング業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

届出 クリーニング業法 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

83 理容業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

届出 理容師法 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

84 美容業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

届出 美容師法 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

85 公衆浴場業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

許可 公衆浴場法 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

86

温泉
①利用許可にかかるものを除く
②利用許可にかかるもののみ
③利用許可にかかるもののみ
（大津市）

①②知事または保健
所長
③大津市保健所長

許可 温泉法 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

87 興行場
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

許可 興行場法 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

88 遊泳用プール
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

許可 滋賀県遊泳用プール条例 ―
県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

89 飲食店営業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

許可 食品衛生法 ５年を下らな
い期間

県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
各保健所

077-528-3643
077-522-8427

別１

077-528-4861
077-525-6161

別１

90
遊俗営業・遊戯（まあじゃん
屋、パチンコ屋、ゲームセン
ター）

公安委員会 許可 風俗営業等の規制及び業務
の適正化に関する法律 ― 警察署　生活安全課

県警生活安全企画課 別５
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

91 風俗営業・飲食業（キャバレー、料理店等） 公安委員会 許可 風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律 ― 警察署　生活安全課

県警生活安全企画課 別５

92 遊漁船業 知事 登録 遊漁船業の適正化に関する
法律 ５年 県水産課 077-528-3872 077-528-4885

93

性風俗特殊営業
・店舗型（モーテル、ラブホ
テル、アダルトショップ
等）

・無店舗型（アダルト通販、
レンタル等）

・映像送信型（アダルトサ
イト）

公安委員会 届出 風俗営業等の規制及び業務
の適正化に関する法律 ― 警察署　生活安全課

県警生活安全企画課 別５

94 無店舗型電話異性紹介営業 公安委員会 届出 風俗営業等の規制及び業務
の適正化に関する法律 ― 警察署　生活安全課

県警生活安全企画課 別５

95 金属屑回収業 公安委員会 許可又は届出 滋賀県金属屑回収業条例 ― 警察署　生活安全課
県警生活安全企画課 別５

96 古物商 公安委員会 許可 古物営業法 ― 警察署　生活安全課
県警生活安全企画課 別５

97 自動車リサイクル法解体業、破砕業
知事（大津市を除く）
大津市長 許可 使用済自動車の再資源化等

に関する法律 ５年
県循環社会推進課
各環境事務所
産業廃棄物対策課

077-528-3474
別３

077-528-2062

077-528-4845
別３

077-523-1560

98 自動車リサイクル法引取業・フロン類回収業
知事（大津市を除く）
大津市長 登録 使用済自動車の再資源化等

に関する法律 ５年
県循環社会推進課
各環境事務所
産業廃棄物対策課

077-528-3474
別３

077-528-2062

077-528-4845
別３

077-523-1560

99 有料駐車場 知事 届出 駐車場法 ― 各市町担当課

100 漁業（漁業許可・採捕許可等） 知事 許可 滋賀県漁業調整規則 ３年・他 県水産課 077-528-3872 077-528-4885

101 漁業（漁業権） 知事 免許 漁業法 ５年他 県水産課 077-528-3872 077-528-4885

102 漁業協同組合漁業生産組合 知事 認可 水産業協同組合法 ― 県水産課 077-528-3873 077-528-4885

103 漁業（漁船登録および検認）知事 登録 漁船法 ５年毎の検認 県水産課 077-528-3872 077-528-4885

104 屋外広告業 知事（大津市以外）
市長 登録

屋外広告物法、滋賀県屋外
広告物条例、大津市屋外広
告物条例

５年
県都市計画課（大津市以外）
大津市未来まちづくり部まちづくり
計画課

077-528-4184

077-528-2956

077-528-4906

077-527-1028
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

105 屋外広告物の設置 市町長 許可

屋外広告物法、滋賀県屋外
広告物条例、大津市屋外広
告物条例、長浜市屋外広告
物条例、草津市屋外広告物
条例、守山市屋外広告物条
例、野洲市屋外広告物条例、
高島市屋外広告物条例

１ヶ月～３年 各市町屋外広告物担当窓口

106 建築確認検査業 国土交通大臣
又は知事 指定 建築基準法 ５年 県建築課　建築指導室 077-528-4258 077-528-4912

107 建築士事務所　登録業務 指定事務所登録機関 登録 建築士法 ５年 （一社）　滋賀県建築士事務所協会 077-526-4476 077-522-9610

108 無料職業紹介事業 厚生労働大臣 許可 職業安定法 新規５年
更新５年

滋賀労働局　職業安定部　需給調整
事業室 077-526-8617 077-528-5418

109 有料職業紹介事業 厚生労働大臣 許可 職業安定法 新規３年
更新５年

滋賀労働局　職業安定部　需給調整
事業室 077-526-8617 077-528-5418

110 計量器修理業 知事 届出 計量法 ― 滋賀県計量検定所 077-563-3145 077-563-3393

111 計量証明事業 知事 登録 計量法 ― 滋賀県計量検定所 077-563-3145 077-563-3393

112 警備業 公安委員会 認定 警備業法 ５年 警察署　生活安全課
県警生活安全企画課 別５

113 労働者派遣事業 厚生労働大臣 許可 労働者派遣法 新規３年
更新５年

滋賀労働局　職業安定部　需給調整
事業室 077-526-8617 077-528-5418

114 液化石油ガス設備工事業 知事 届出
液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
法律

― 県総合政策部防災危機管理局 077-528-3433 077-528-6037

115 液化石油ガス保安機関業
経済産業大臣（一部
産業保安監督部長）
又は知事

認定
液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
法律

５年
経済産業省　中部近畿産業保安監督
部　近畿支部　保安課
県総合政策部防災危機管理局

06-6966-6050

077-528-3433

06-6966-6093

077-528-6037

116 高圧ガス用容器再検査事業 知事 登録 高圧ガス保安法 ５年 県総合政策部防災危機管理局 077-528-3433 077-528-6037

117 電気工事業
経済産業大臣（一部
産業保安監督部長）
又は知事

登録又は届出 電気工事業の業務の適正化
に関する法律

登録５年
届出―

経済産業省　中部近畿産業保安監督
部　近畿支部電力安全課
県総合政策部防災危機管理局

06-6966-6052

077-528-3433

06-6966-6092

077-528-6037

118 社会保険労務士業務 全国社会保険労務士
会連合会 登録 社会保険労務士法 ― 滋賀県社会保険労務士会 077-526-3760 077-526-1800

119 特許業務 日本弁理士会 登録 弁理士法 ― 日本弁理士会 03-3581-1211 03-3581-9188
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

120 公証人役場 法務大臣 任命 公証人法 ― 大津地方法務局総務課 077-522-4671 077-528-2204

121 公認会計士業務 日本公認会計士協会 登録 公認会計士法 ― 日本公認会計士協会 03-3515-1120

122 税理士業務 日本税理士会連合会 登録 税理士法 ― 近畿税理士会 06-6941-6886 06-6942-2182

123 行政書士業務 日本行政書士会連合
会

登録、各諸公
官庁許認可申
請等

行政書士法 ― 滋賀県行政書士会 077-525-0360 077-528-5606

124 土地家屋調査士業務 日本土地家屋調査士
連合会 登録 土地家屋調査士法 ― 滋賀県土地家屋調査士会 077-525-0881 077-522-8443

125 医業
知事（保健所長）
保健所を設置する市
の市長（保健所長）

許可又は届出 医療法 ― 各保健所 別１ 別１

126 歯科医業
知事（保健所長）
保健所を設置する市
の市長（保健所長）

許可又は届出 医療法 ― 各保健所 別１ 別１

127 施術業
知事（保健所長）
保健所を設置する市
の市長（保健所長）

届出
あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゅう師等に関す
る法律

― 各保健所 別１ 別１

128 柔道整復業
知事（保健所長）
保健所を設置する市
の市長（保健所長）

届出 柔道整復師法 ― 各保健所 別１ 別１

129 歯科技工業
知事（保健所長）
保健所を設置する市
の市長（保健所長）

届出 歯科技工士法 ― 各保健所 別１ 別１

130 一般廃棄物処理業 市町村長 許可 廃棄物の処理及び清掃に関
する法律 ２年 各市町担当課

131 産業廃棄物処理業 知事（大津市を除く）
大津市長 許可 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律 ５年
県循環社会推進課
各環境事務所
産業廃棄物対策課

077-528-3474
別３

077-528-2062

077-528-4845
別３

077-523-1560

132 浄化槽工事業 知事 登録 浄化槽法 ５年 県監理課 077-528-4114 077-524-0943

133 浄化槽清掃業 市町村長 許可 浄化槽法 ２年 各市町担当課

134 浄化槽設置届
知事（保健所を設置す
る市又は特別区にあっ
ては、市長又は区長）

届出 浄化槽法 ― 各市町担当課
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業　　　種 許可等を行う者 許認可等の
種　　　類 関係法令 有効期間 提出先・問合せ先 電話番号 FAX

135 浄化槽保守点検業 知事（大津市以外）
大津市長 登録

浄化槽法
滋賀県浄化槽保守点検業者
の登録に関する条例

３年
県循環社会推進課
各環境事務所
廃棄物減量推進課

077-528-3474
別３

077-528-2802

077-528-4845
別３

077-523-2423

136 第一種フロン類充塡回収業 知事 登録 フロン排出抑制法 ５年 県環境政策課 077-528-3357 077-528-4844

137 化製場・死亡獣畜取扱場 知事
市長（大津市） 許可 化製場等に関する法律 ― 県生活衛生課

大津市保健所　衛生課
077-528-3641
077-522-8427

077-528-4860
077-525-6161

138 建築物衛生管理事業
保健所長
大津市保健所長（大
津市）

登録 建築物における衛生的環境
の確保に関する法律 ６年

県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
高島保健所

077-528-3641
077-522-7372

別１

077-528-4860
077-525-6161

別１

139 指定居宅介護支援事業 知事
大津市長 指定 介護保険法 ６年

県医療福祉推進課　在宅介護指導係
大津市介護保険課
各健康福祉事務所

077-528-3523
077-528-2738

別１

077-528-4851
077-526-8382

別１

140 指定居宅サービス事業（指定介護予防サービス事業）
知事
大津市長 指定 介護保険法 ６年

県医療福祉推進課　在宅介護指導係
大津市介護保険課
各健康福祉事務所

077-528-3523
077-528-2738

別１

077-528-4851
077-526-8382

別１

141
指定地域密着型サービス事
業（指定地域密着型介護予
防サービス事業）

各市町長 指定 介護保険法 ６年 各市町長

142 有料老人ホーム業 知事
大津市長 届出 老人福祉法 ― 県医療福祉推進課

大津市長寿政策課　地域包括ケア推進室
077-528-3523
077-528-2741

077-528-4851
077-526-8382

143 老人居宅生活支援事業 知事
大津市長 届出 老人福祉法 ―

県医療福祉推進課　在宅介護指導係
大津市介護保険課
各健康福祉事務所

077-528-3523
077-528-2738

別１

077-528-4851
077-526-8382

別１

144 と畜場 知事
市長（大津市） 許可 と畜場法 ―

県生活衛生課
大津市保健所　衛生課
食肉衛生検査所

077-528-3643
077-522-8427

077-528-4861
077-525-6161

145 工場の立地 市町長 届出 工場立地法 ― 各市町担当部署

146 騒音・振動特定施設 市町村長 届出 騒音規制法・振動規制法 ― 県環境政策課
各市町 077-528-3357 077-528-4844

147 探偵業 公安委員会 届出 探偵業法 ― 警察署　生活安全課
県警生活安全企画課 別５

148 構造計算適合性判定業 国土交通大臣
又は知事 指定 建築基準法 ５年 県建築課　建築指導室 077-528-4258 077-528-4912

149 火薬類運搬業 公安委員会 届出 火薬類取締法 ― 警察署　生活安全課
県警生活安全企画課 別５

150 別４参照（危険物施設の区分） 市町村長等 許可 消防法 ― 各消防本部 各消防本部 各消防本部
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（別1）各保健所一覧

提出先・問合せ先 電　話　番　号 F　A　X

大 津 市 保 健 所 077-522-6757 077-525-6161

南部健康福祉事務所
（草津保健所） 077-562-3527 077-562-3533

甲賀健康福祉事務所
（甲賀保健所） 0748-63-6111 0748-63-6142

東近江健康福祉事務所
（東近江保健所） 0748-22-1253 0748-22-1617

湖東健康福祉事務所
（彦根保健所） 0749-22-1770 0749-26-7540

湖北健康福祉事務所
（長浜保健所） 0749-65-6660 0749-63-2989

高島健康福祉事務所
（高島保健所） 0740-22-2525 0740-22-5693

（別3）各環境事務所一覧

提 出 先 ・ 問 合 せ 先 電　話　番　号 F　A　X

南 部 環 境 事 務 所 077-567-5456 077-564-1733

甲 賀 環 境 事 務 所 0748-63-6134 0748-63-6135

東 近 江 環 境 事 務 所 0748-22-7759 0748-22-0411

湖 東 環 境 事 務 所 0749-27-2255 0749-27-1688

湖 北 環 境 事 務 所 0749-65-6653 0749-63-4040

高 島 環 境 事 務 所 0740-22-6066 0740-22-6105

（別2）各森林整備事務所一覧

提 出 先 ・ 問 合 せ 先 所　　　　　管 電　話　番　号 F　A　X

西 部・ 南 部 森 林 整 備 事 務 所 大津市、草津市、守山市、栗東市、
野洲市 077-527-0655 077-523-1831

西部・南部森林整備事務所　高島支所 高島市 0740-22-6030 0740-22-6265

甲 賀 森 林 整 備 事 務 所 甲賀市、湖南市 0748-63-6116 0748-63-3927

中 部 森 林 整 備 事 務 所
彦根市、近江八幡市、東近江市、
日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、
甲良町、多賀町

0748-22-7718 0748-22-8798

湖 北 森 林 整 備 事 務 所 長浜市、米原市 0749-65-6616 0749-63-4155155



（別4） 消防法で指定された数量以上の危険物を貯蔵、又は取
り扱う施設は以下のとおり「製造所・貯蔵所・取扱所」
の３つに区分されています。

※ 危険物の定義等は消防法で詳細に決められていますので、各消防本部に必ずご確認ください。

製造所 危険物を製造する目的で、危険物を取り扱うため市町村長等の許可を受けた場所

貯蔵所

危険物を貯蔵する目的で、市町村長等の許可を受けた場所

屋内貯蔵所
（屋内に設置し、タンクを用いない）

屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱
う施設

屋外貯蔵所
（屋外に設置し、タンクを用いない）

屋外の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱
う施設

屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は
取り扱う施設

屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は
取り扱う施設

地下タンク貯蔵所
（地盤面下に埋没しているもの）

地盤面下にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、
又は取り扱う施設

簡易タンク貯蔵所 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱
う施設

移動タンク貯蔵所（タンクローリー）車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設

取扱所

危険物の製造以外の目的で、危険物を取り扱う場所

給油取扱所（ガソリンスタンド） 自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険
物を取り扱う施設

販売取扱所 店舗において容器入りのままで販売するため危
険物を取り扱う施設

移送取扱所
（危険物を送るパイプイライン）

配管及びポンプ並びにこれらに付属する設備に
よって危険物の移送の取り扱いを行う施設

一般取扱所
（上記以外の施設）

給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危
険物を取り扱う施設

（別5）各県警一覧

問合せ先 郵便番号 住　　　所 電話番号

滋賀県警察本部 520-8501 大津市打出浜1-10 077-522-1231

大 津 警 察 署 520-0806 大津市打出浜12-7 077-522-1234

草 津 警 察 署 525-0032 草津市大路二丁目11-16 077-563-0110

守 山 警 察 署 524-0045 守山市金森町494 077-583-0110

甲 賀 警 察 署 528-0037 甲賀市水口町本綾野2-11 0748-62-4155

近江八幡警察署 523-0082 近江八幡市土田町1322番地1 0748-32-0110

東近江警察署 527-0023 東近江市八日市緑町26-18 0748-24-0110

彦 根 警 察 署 522-0007 彦根市古沢町660-3 0749-27-0110

米 原 警 察 署 521-0012 米原市米原1092番地 0749-52-0110

長 浜 警 察 署 526-0021 長浜市八幡中山町300 0749-62-0110

木之本警察署 529-0425 長浜市木之本町木之本1536 0749-82-3021

高 島 警 察 署 520-1622 高島市今津町中沼二丁目4 0740-22-0110

大津北警察署 520-0232 大津市真野二丁目20-23 077-573-1234

156




