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団体コード 都道府県名 市区町村名

012068 北海道 釧路市
012106 北海道 岩見沢市
013340 北海道 木古内町
013471 北海道 長万部町
014001 北海道 倶知安町
014028 北海道 岩内町
014591 北海道 美瑛町
016616 北海道 釧路町
016675 北海道 鶴居村
016934 北海道 標津町
022047 青森県 黒石市
022063 青森県 十和田市
023035 青森県 今別町
023043 青森県 蓬田村
023078 青森県 外ヶ浜町
023612 青森県 藤崎町
023621 青森県 大鰐町
023671 青森県 田舎館村
024015 青森県 野辺地町
024066 青森県 横浜町
024121 青森県 おいらせ町
024236 青森県 大間町
024252 青森県 風間浦村
024261 青森県 佐井村
024414 青森県 三戸町
032018 岩手県 盛岡市
032026 岩手県 宮古市
032051 岩手県 花巻市
032069 岩手県 北上市
032093 岩手県 一関市
032115 岩手県 釜石市
032140 岩手県 八幡平市
032166 岩手県 滝沢市
033014 岩手県 雫石町
033219 岩手県 紫波町
033227 岩手県 矢巾町
033812 岩手県 金ケ崎町
034029 岩手県 平泉町

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の７第１項及び第３項に基づく
狂犬病予防法の特例に係る「求め」があった市区町村



団体コード 都道府県名 市区町村名

034614 岩手県 大槌町
042161 宮城県 富谷市
043222 宮城県 村田町
043231 宮城県 柴田町
044211 宮城県 大和町
044229 宮城県 大郷町
044245 宮城県 大衡村
044458 宮城県 加美町
072028 福島県 会津若松市
073644 福島県 檜枝岐村
074080 福島県 猪苗代町
074471 福島県 会津美里町
082147 茨城県 高萩市
082295 茨城県 稲敷市
112305 埼玉県 新座市
112372 埼玉県 三郷市
112437 埼玉県 吉川市
122025 千葉県 銚子市
122033 千葉県 市川市
122173 千葉県 柏市
122190 千葉県 市原市
122203 千葉県 流山市
122220 千葉県 我孫子市
122271 千葉県 浦安市
122289 千葉県 四街道市
122301 千葉県 八街市
123226 千葉県 酒々井町
131016 東京都 千代田区
131024 東京都 中央区
131032 東京都 港区
131041 東京都 新宿区
131059 東京都 文京区
131067 東京都 台東区
131075 東京都 墨田区
131083 東京都 江東区
131091 東京都 品川区
131113 東京都 大田区
131121 東京都 世田谷区
131130 東京都 渋谷区
131148 東京都 中野区
131156 東京都 杉並区



団体コード 都道府県名 市区町村名

131164 東京都 豊島区
131172 東京都 北区
131181 東京都 荒川区
131199 東京都 板橋区
131202 東京都 練馬区
131211 東京都 足立区
131229 東京都 葛飾区
131237 東京都 江戸川区
132012 東京都 八王子市
132021 東京都 立川市
132039 東京都 武蔵野市
132047 東京都 三鷹市
132063 東京都 府中市
132071 東京都 昭島市
132101 東京都 小金井市
132110 東京都 小平市
132128 東京都 日野市
132136 東京都 東村山市
132144 東京都 国分寺市
132152 東京都 国立市
132195 東京都 狛江市
132209 東京都 東大和市
132217 東京都 清瀬市
132225 東京都 東久留米市
132250 東京都 稲城市
132292 東京都 西東京市
134210 東京都 小笠原村
141305 神奈川県 川崎市
153427 新潟県 弥彦村
172022 石川県 七尾市
222224 静岡県 伊豆市
261009 京都府 京都市
271004 大阪府 大阪市
271403 大阪府 堺市
272035 大阪府 豊中市
272078 大阪府 高槻市
272116 大阪府 茨木市
272124 大阪府 八尾市
272159 大阪府 寝屋川市
272205 大阪府 箕面市
272221 大阪府 羽曳野市



団体コード 都道府県名 市区町村名

272272 大阪府 東大阪市
273015 大阪府 島本町
273210 大阪府 豊能町
292010 奈良県 奈良市
293440 奈良県 斑鳩町
293636 奈良県 田原本町
294250 奈良県 王寺町
294268 奈良県 広陵町
294276 奈良県 河合町
303810 和歌山県 美浜町
303828 和歌山県 日高町
303836 和歌山県 由良町
303909 和歌山県 印南町
303925 和歌山県 日高川町
312029 鳥取県 米子市
352128 山口県 柳井市
362018 徳島県 徳島市
362069 徳島県 阿波市
382019 愛媛県 松山市
382035 愛媛県 宇和島市
382043 愛媛県 八幡浜市
382108 愛媛県 伊予市
384011 愛媛県 松前町
384887 愛媛県 鬼北町
385069 愛媛県 愛南町
392014 高知県 高知市
392057 高知県 土佐市
392103 高知県 四万十市
392120 高知県 香美市
393444 高知県 大豊町
394017 高知県 中土佐町
394025 高知県 佐川町
394033 高知県 越知町
394122 高知県 四万十町
394246 高知県 大月町
403415 福岡県 宇美町
404012 福岡県 小竹町
435015 熊本県 錦町
435058 熊本県 多良木町
435066 熊本県 湯前町
435074 熊本県 水上村



団体コード 都道府県名 市区町村名

435112 熊本県 五木村
435139 熊本県 球磨村
435317 熊本県 苓北町
464902 鹿児島県 錦江町
465232 鹿児島県 大和村
473154 沖縄県 伊江村


