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 山形市の中核市移行に伴い、平成

 これにより、村山保健所の管轄区域が

 

保健所名

山形県村山保健所

山形市保健所

山形市動物愛護セ

ンター 

 

 

 

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務

 

 平成31

山形市にお住いの方や事業者の皆様

る予定の方）

す）のとおり

 ご不明な点については、

 山形市以外の市町にお住まいの方や事業者の皆様

ある、又は山形市以外の市町で営業する予定の方）

ご利用ください。

 

項目 

各種保健

衛生統計

管轄区域について

山形市の中核市移行に伴い、平成

これにより、村山保健所の管轄区域が

保健所名 

山形県村山保健所 

山形市保健所 

山形市動物愛護セ

 

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務

31年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

山形市にお住いの方や事業者の皆様

る予定の方）に対する保健衛生行政サービスについては

す）のとおり分担されます。

ご不明な点については、

山形市以外の市町にお住まいの方や事業者の皆様

ある、又は山形市以外の市町で営業する予定の方）

ご利用ください。 

 
山形県村山保健所が

引き続き

各種保健 

衛生統計 
 

管轄区域について                      

山形市の中核市移行に伴い、平成

これにより、村山保健所の管轄区域が

管轄区域

 寒河江市、上山市、

村山市、天童市、

東根市、尾花沢市、

東村山郡、西村山

郡、北村山郡

山形市 

山形市動物愛護セ

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務

年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

山形市にお住いの方や事業者の皆様

に対する保健衛生行政サービスについては

分担されます。 

ご不明な点については、各保健所

山形市以外の市町にお住まいの方や事業者の皆様

ある、又は山形市以外の市町で営業する予定の方）

 

山形県村山保健所が

引き続き窓口となる事務

                      

山形市の中核市移行に伴い、平成 31 年４月に市の保健所が

これにより、村山保健所の管轄区域が次のように

管轄区域 

寒河江市、上山市、

村山市、天童市、

東根市、尾花沢市、

東村山郡、西村山

北村山郡 

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務

年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

山形市にお住いの方や事業者の皆様（山形市

に対する保健衛生行政サービスについては

 

各保健所へお問い合わせください。

山形市以外の市町にお住まいの方や事業者の皆様

ある、又は山形市以外の市町で営業する予定の方）

山形県村山保健所が 

窓口となる事務 
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年４月に市の保健所が

次のように変わります。

所在地

山形市十日町１－６－６

山形市城南町１－１－１

霞城セントラル３・４階

山形市大字

1030－１

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務

年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

（山形市内に営業所や事業所がある、又は山形市で営業す

に対する保健衛生行政サービスについては

へお問い合わせください。

山形市以外の市町にお住まいの方や事業者の皆様

ある、又は山形市以外の市町で営業する予定の方）については、これまでどおり村山保健所を

担当課

 

                      

年４月に市の保健所が

変わります。

所在地 

山形市十日町１－６－６

山形市城南町１－１－１

霞城セントラル３・４階

大字船町字〆張

－１ 

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務

年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

に営業所や事業所がある、又は山形市で営業す

に対する保健衛生行政サービスについては、下表（主なものを抜粋掲載していま

へお問い合わせください。 

山形市以外の市町にお住まいの方や事業者の皆様（（山形市以外の市町に営業所や事業所が

については、これまでどおり村山保健所を

担当課 

○人口動態調査、医療施設静態・動

態調査、患者調査、病院報告等の

衛生統計

○国民健康・栄養調査

                               

年４月に市の保健所が新たに設置されます。

変わります。 

山形市十日町１－６－６ 代表：

保健企画課

山形市城南町１－１－１ 

霞城セントラル３・４階 

代表：

保健所準備課

 ※H31.
字〆張

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務

年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

に営業所や事業所がある、又は山形市で営業す

下表（主なものを抜粋掲載していま

 

（（山形市以外の市町に営業所や事業所が

については、これまでどおり村山保健所を

山形市保健所

窓口となる事務

○人口動態調査、医療施設静態・動

態調査、患者調査、病院報告等の

衛生統計 

○国民健康・栄養調査

 

 

 

         

設置されます。

電話番号

代表：023-627

保健企画課 

代表：023-647

保健所準備課 

H31.３.31

村山保健所が引き続き窓口となる事務、山形市の保健所が窓口となる事務     

年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

に営業所や事業所がある、又は山形市で営業す

下表（主なものを抜粋掲載していま

（（山形市以外の市町に営業所や事業所が

については、これまでどおり村山保健所を

山形市保健所が 

窓口となる事務 

○人口動態調査、医療施設静態・動

態調査、患者調査、病院報告等の

○国民健康・栄養調査 

         

設置されます。 

電話番号 

627-1100 

647-1131 

.31 まで 

      

年４月以降、山形市に係る保健衛生行政を管轄するのは市の保健所となりますので、

に営業所や事業所がある、又は山形市で営業す

下表（主なものを抜粋掲載していま

（（山形市以外の市町に営業所や事業所が

については、これまでどおり村山保健所を

 

 

○人口動態調査、医療施設静態・動

態調査、患者調査、病院報告等の
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項目 
山形県村山保健所が 

引き続き窓口となる事務 
担当課 

山形市保健所が 

窓口となる事務 

医事・薬事 

○病院の許可、届出（書類提

出先は山形市保健所） 

○医薬品卸売販売業、配置販

売業、再生医療機器等の許

可、届出、監視指導 

○特定毒物研究者の許可、届

出 

○覚せい剤原料取扱者等の指

定及び届出 

○麻薬取扱いに関する免許の

許可、届出、監視指導 

医薬事室 ○病院の監視指導 

○診療所、歯科診療所、助産所、施

術所、歯科技工所等の許可、届出、

監視指導 

○薬局、医療品店舗販売業・特例販

売業、高度管理医療機器等販売・

貸与業、管理医療機器販売・貸与

業の許可、届出、監視指導 

○薬局製剤製造販売業・製造業の許

可、届出、監視指導 

○毒物劇物販売業の登録、届出、監

視指導 

結核・感染症 

対  策 

○肝炎治療医療費助成の申請 精神保健・感染

症対策室 

○結核、感染症の届出・相談・申請 

○エイズ、性感染症、B 型・C 型肝

炎ウィルスの検査・相談 

精神保健 

○精神保健福祉法に基づく申

請・通報等に関する事前調

査、診察の調整 

精神保健・感染

症対策室 

○精神保健福祉に関する相談、保健 

指導 

動物愛護 

  
（山形市動物愛護センター） 

○動物取扱業の登録、届出、監視指

導 

○特定動物の飼養許可、届出 

○放浪犬の捕獲、抑留、返還 

○犬による咬傷事故の届出 

○負傷動物の保護、収容 

○犬猫の引取り 

○犬猫等の個体に関する届出 

○動物(ペット)に関する苦情・相談 

○化製場等の設置許可、監視指導 

食品衛生   

○食品営業関係の許可、届出、監視

指導 

○漬物、こんにゃく等製造業の届

出、監視指導 

○集団給食施設の届出、監視指導 

○食中毒予防、発生時の調査及び拡

大防止 

○食品表示（衛生事項）に関する相

談、指導 

○フグ取扱いに関する届出 

○生食用牛肉取扱いに関する届出 

○食鳥処理事業の許可、監視指導 
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項目 
山形県村山保健所が 

引き続き窓口となる事務 
担当課 

山形市保健所が 

窓口となる事務 

営業衛生 

○建築物清掃業等の知事登

録、報告 

○住宅宿泊事業法に関する届

出、指導監督 

○簡易水道の設置申請、施設

等の変更手続き、監視指導 

生活衛生課 ○旅館業、興行場、公衆浴場に関す

る許可、監視指導 

○理容所、美容所、クリーニング所

に関する開設届、検査、監視指導 

○出張による理美容に関する届出 

○コインオペレーションクリーニ

ング営業施設の届出、監視指導 

○温泉利用に関する許可、報告、監

視指導 

○入浴施設（旅館、公衆浴場）にお

ける浴槽水の水質検査（レジオネ

ラ属菌）の届出 

○遊泳用プールに関する届出、監視

指導 

○特定建築物に関する届出、監視指

導 

○衛生害虫等の相談、助言 

○小規模水道の設置申請、施設等の

変更手続き、監視指導 

栄養改善  
 

 

○特定給食施設の届出 

○給食施設に対する栄養管理の指

導助言 

○食品表示（保健事項）に関する相

談、指導 

○食品の誇大表示の禁止に関する

相談、指導 

難  病 
○指定難病に関する特定医療

費助成の申請 

子ども家庭支援

課 

○難病の療養相談 

母子保健   

○小児慢性特定疾病医療費助成の

申請、療養相談 

○女性の健康相談、健康教育 

○特定不妊治療費助成の申請 

検  査 

○業態者検便、一般依頼検便 

○食品検査 

○浴槽水・環境水検査（レジ

オネラ属菌、大腸菌、大腸

菌群の検査） 

○大腸菌のベロ毒素検査、菌

株同定検査 

検査課 
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項目 
山形県村山保健所が 

引き続き窓口となる事務 
担当課 

山形市保健所が 

窓口となる事務 

資格免許 

○医療従事者（医師、歯科医

師、薬剤師、保健師、助産

師、看護師、准看護師、理

学療法士、作業療法士、視

能訓練士、臨床検査技師、

診療放射線技師）の免許申

請 

医薬事室  

○クリーニング師の免許申

請、免許証記載事項訂正申

請、再交付申請 

○調理師、製菓衛生師の免許

申請、名簿訂正申請、書換

え交付申請、再交付申請 

生活衛生課  

○管理栄養士、栄養士の免許

申請 

地域健康福祉課  

 


