
公益通報者保護制度　法律所管課

法律名 所管課 担当・係 担当電話番号（直通） 備考

あ 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成二十年法律第八十三号） 畜産課 酪農・中小家畜振興担当 0952-25-7122

あへん法（昭和二十九年法律第七十一号） 薬務課 麻薬・毒劇物担当 0952-25-7082

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和三十一年法律第百六十号） 薬務課 薬事・血液担当 0952-25-7082

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（昭和二十二年法律第二百十七号） 医務課 医療企画担当 0952-25-7073

い 医師法（昭和二十三年法律第二百一号） 医務課 医療人材政策室 0952-25-7358 臨床研修に関すること

薬務課 薬事・血液担当 0952-25-7082

畜産課 衛生担当 0952-25-7122
同法第83条～第83条の5に関

するもののみ

医療法（昭和二十三年法律第二百五号） 医務課 医療企画担当 0952-25-7073

え 栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号） 健康増進課 健康づくり・歯科保健担当 0952-25-7075

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（昭和四十二年法律第百四十九号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

お 卸売市場法（昭和四十六年法律第三十五号） 流通・貿易課 企画担当Ⅱ 0952-25-7252

温泉法（昭和二十三年法律第百二十五号） 薬務課 製薬・温泉担当 0952-25-7483

か 介護保険法（平成九年法律第百二十三号） 長寿社会課 サービス指導担当 0952-25-7266

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号） 長寿社会課　 サービス指導担当 0952-25-7266

覚醒剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号） 薬務課 麻薬・毒劇物担当 0952-25-7082

貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号） 産業政策課 金融担当 0952-25-7093

ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

化製場等に関する法律（昭和二十三年法律第百四十号） 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律（令和二年法律第二十二号） 畜産課 肉用牛振興担当 0952-25-7121

家畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号） 畜産課 肉用牛振興担当 0952-25-7121

家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号） 畜産課 衛生担当 0952-25-7122

家畜取引法（昭和三十一年法律第百二十三号） 畜産課 肉用牛振興担当 0952-25-7121

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成十一年法律第百十二号） 畜産課 酪農・中小家畜振興担当 0952-25-7122

こども未来課 保育幼稚園担当 0952-25-7382

教育総務課 総務調整担当（政策担当） 0952-25-7398

家庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号） くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当 0952-25-7059

火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号） 医務課 看護担当 0952-25-7072

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（平成十年法律第百十四号） 健康増進課 感染症対策担当 0952-25-7075

幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号） 道路課
管理担当

維持担当

0952-25-7155

0952-25-7156

き 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号） 河川砂防課 管理第一担当 0952－25－7161

教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号） 教職員課 免許担当 0952-25-7226

狂犬病予防法（昭和二十五年法律第二百四十七号） 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

行政書士法（昭和二十六年法律第四号） 法務私学課 情報公開・文書担当 0952-25-7009

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号） 水産課 漁業調整担当 0952-25-7145

漁船法（昭和二十五年法律第百七十八号） 水産課 保安漁船担当 0952-25-7145

く クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

（令和2年10月1日現在）

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（昭和三十五年法律第百四十五号）

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）



法律名 所管課 担当・係 担当電話番号（直通） 備考

け 計量法（平成四年法律第五十一号） くらしの安全安心課 食育・計量担当 0952-25-7069

下水道法（昭和三十三年法律第七十九号） 下水道課 下水道担当 0952-25-7185

検疫法（昭和二十六年法律第二百一号） 健康増進課 感染症対策担当 0952-25-7075

健康増進法（平成十四年法律第百三号） 健康増進課 健康づくり・歯科保健担当 0952-25-7075

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号） 健康増進課 疾病対策担当 0952-25-7074

建設業法（昭和二十四年法律第百号） 建設・技術課 建設業担当 0952-25-7153

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号） 建設・技術課 建設業担当 0952-25-7153

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号） 建築住宅課 建築指導担当 0952-25-7165

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号） 建築住宅課 建築指導担当 0952-25-7165

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

こ 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号） 法務私学課 公益法人担当 0952-25-7002

興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

小売商業調整特別措置法（昭和三十四年法律第百五十五号） 産業政策課 商業担当 0952-25-7182

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号） 建築住宅課 建築指導担当 0952-25-7165 建築物に係る部分のみ

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年八月十七日法律第八十号） 国民健康保険課 国保運営担当、国保医療担当 0952-25-7057

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号） 国民健康保険課 国保運営担当、国保医療担当 0952-25-7057

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) こども未来課 子ども・若者育成支援担当 0952-25-7350

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律（平成四年法律第五十三号） くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当 0952-25-7059

さ 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号） 危機管理防災課 災害対策・国民保護担当 0952-25-7362

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号） 危機管理防災課 災害対策・国民保護担当 0952-25-7362

採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号） 河川砂防課 管理第二担当 0952-25-7161

し 歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号） 医務課 医療企画担当 0952-25-7073

歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号） 医務課 医療企画担当 0952-25-7073

歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号） 医務課 医療企画担当 0952-25-7073

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号） 循環型社会推進課
監視指導担当

3R推進担当

0952-25-7108

0952-25-7078

自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号） 有明海再生・自然環境課 自然環境担当 0952-25-7080

こども家庭課 児童福祉担当 0952-25-7056

総合福祉センター
相談第一課

相談第二課

0952-26-1212

0955-73-1141

障害福祉課 指導担当 0952-25-7143 各保健福祉事務所

こども未来課 保育幼稚園担当 0952-25-7382

こども家庭課 児童福祉担当 0952-25-7056

総合福祉センター
相談第一課

相談第二課

0952-26-1212

0955-73-1141

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号） 福祉課 地域福祉担当 0952-25-7053
介護福祉士実務者養成施設の

み

福祉課 地域福祉担当 0952-25-7053
福祉人材センター及び社会福

祉法人の所轄法人のみ

長寿社会課
高齢者福祉担当

サービス指導担当

0952-25-7054

0952-25-7266

障害福祉課 指導担当 0952-25-7143

こども未来課 保育幼稚園担当 0952-25-7382

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）



法律名 所管課 担当・係 担当電話番号（直通） 備考

獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号） 畜産課 衛生担当 0952-25-7122

獣医療法（平成四年法律第四十六号） 畜産課 衛生担当 0952-25-7122

住宅宿泊事業法（平成二十九年法律第六十五号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法律第八十一号） 建築住宅課 住宅計画担当 0952-25-7165

柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号） 医務課 医療企画担当 0952-25-7073

種苗法（平成十年法律第八十三号） 農政企画課 企画担当 0952-25-7257

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成六年法律第百十三号） 流通・貿易課 企画担当Ⅱ 0952-25-7252

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（平成十七年法律第百二十三号） 障害福祉課 指導担当 0952-25-7143

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号） 障害福祉課 企画担当 0952-25-7401

浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号） 下水道課 浄化槽担当 0952-25-7185
各保健福祉事務所

環境保全課

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成二十四年法律第五十七号） 循環型社会推進課
監視指導担当

３Ｒ推進担当

0952-25-7108

0952-25-7078

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号） 循環型社会推進課
監視指導担当

産業廃棄物担当
0952-25-7108

消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号） くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当 0952-25-7059

消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号） くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当 0952-25-7059

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号） 産業人材課 スキルアップ担当 0952-25-7310

職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号） 産業人材課 スキルアップ担当 0952-25-7310

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成二年法律第七十号） 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号） 生活衛生課 食品安全衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号） 循環型社会推進課
監視指導担当

３Ｒ推進担当

0952-25-7108

0952-25-7078

食品表示法（平成二十五年法律第七十号） 生活衛生課 食品安全衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

植物防疫法（昭和二十五年法律第百五十一号） 園芸課 環境保全型農業担当 0952-25-7120

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号） 男女参画・女性の活躍推進課 － 0952-25-7062

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三十五号） 畜産課 酪農・中小家畜振興担当 0952-25-7122

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号） 健康増進課 感染症対策担当 0952-25-7075

森林組合法（昭和五十三年法律第三十六号） 生産者支援課 団体指導担当 0952-25-7364

森林病害虫等防除法（昭和二十五年法律第五十三号） 林業課 造林間伐担当 0952-25-7131

す 水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号） 生産者支援課 団体指導担当 0952-25-7364

水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号） 環境課 大気・水質担当 0952-25-7774

各保健福祉事務所

環境保全課

・佐賀市の区域については、

佐賀市環境保全課

水道法（昭和三十二年法律第百七十七号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

水防法（昭和二十四年法律第百九十三号） 河川砂防課 管理第二担当 0952-25-7161

せ 製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号） 生活衛生課 食品安全衛生担当 0952-25-7077

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（昭和三十二年法律第百六十四号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077

生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号） 福祉課 生活保護担当 0952-25-7058



法律名 所管課 担当・係 担当電話番号（直通） 備考

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号） 福祉課 生活保護担当 0952-25-7058
各保健福祉事務所

福祉支援課

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号） 障害福祉課 精神保健福祉担当 0952-25-7064

そ 測量法（昭和二十四年法律第百八十八号） 土地対策課 収用・地籍担当 0952-25-7034

た ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号） 環境課 大気・水質担当 0952-25-7774
各保健福祉事務所

環境保全課

大気汚染防止法（昭和四十三年六月十日法律第九十七号） 環境課 大気・水質担当 0952-25-7774

各保健福祉事務所

環境保全課

・佐賀市の区域における粉じ

ん（石綿（アスベストを除

く。））ついては、佐賀市環

境保全課

大規模小売店舗立地法（平成十年法律第九十一号） 産業政策課 商業担当 0952-25-7182

大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号） 危機管理防災課 災害対策・国民保護担当 0952-25-7362

大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号） 薬務課 麻薬・毒劇物担当 0952-25-7082

宅地造成等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号） 都市計画課 開発担当 0952-25-7158

宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号） 建築住宅課 総務宅建担当 0952-25-7164

ち 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号） 都市計画課 街路・区画整理担当 0952-25-7159

中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号） 産業政策課 経営担当 0952-25-7182

中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号） 産業政策課 経営担当 0952-25-7182

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号） 生産者支援課 鳥獣対策担当 0952-25-7113

調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号） 健康増進課 健康づくり・歯科保健担当 0952-25-7075

地力増進法（昭和五十九年法律第三十四号） 園芸課 環境保全型農業担当 0952-25-7120

つ 積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年法律第百十一号） 建築住宅課 総務宅建担当 0952-25-7164

て 電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和四十五年法律第九十六号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

電気工事士法（昭和三十五年法律第百三十九号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

電気用品安全法（昭和三十六年法律第二百三十四号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

と 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号） 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号） 道路課 管理担当 0952-25-7155

道路法（昭和二十七年法律第百八十号） 道路課 管理担当 0952-25-7155

特定家庭用機器再商品化法（平成十年法律第九十七号） 循環型社会推進課
監視指導担当

３Ｒ推進担当

0952-25-7108

0952-25-7078

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和四十六年法律第百七号） 環境課 大気・水質担当 0952-25-7774

各保健福祉事務所

環境保全課

・佐賀市の区域については、

佐賀市環境保全課

建設・技術課 建設業担当 0952-25-7153 建設業

建築住宅課
総務宅建担当

住宅計画担当

0952-25-7164

0952-25-7165

宅建業

情報提供

特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号） くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当 0952-25-7059

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成十七年法律第五十一号） 環境課 大気・水質担当 0952-25-7774
各保健福祉事務所

環境保全課

毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号） 薬務課 麻薬・毒劇物担当 0952-25-7082

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六十六号）



法律名 所管課 担当・係 担当電話番号（直通） 備考

都市計画法（昭和四十三年法律第百号） 都市計画課 開発担当 0952-25-7158

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成二十四年法律第八十四号） 建築住宅課 建築指導担当 0952-25-7165 建築物に係る部分のみ

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号） 河川砂防課 管理第一担当 0952－25－7161

土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号） 環境課 大気・水質担当 0952-25-7774
・佐賀市の区域については、

佐賀市環境保全課

と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号） 生活衛生課 動物愛護・乳肉衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

な 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号） 健康増進課 疾病対策担当 0952-25-7074

の 農業保険法（昭和二十二年法律第百八十五号） 生産者支援課 団体指導担当 0952-25-7364

農産物検査法（昭和二十六年法律第百四十四号） 流通・貿易課 企画担当Ⅱ 0952-25-7252

土地対策課 計画調整担当 0952-25-7034

建築住宅課 住宅計画担当 0952-25-7165

農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号） 園芸課 環境保全型農業担当 0952-25-7120

は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号） 循環型社会推進課 監視指導担当 0952-25-7108

ひ 美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和二十五年法律第百二十七号） 園芸課 環境保全型農業担当 0952-25-7120

ふ 武器等製造法（昭和二十八年法律第百四十五号） 危機管理防災消防保安室 保安担当 0952-25-7027

物価統制令（昭和二十一年勅令第百十八号） くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当 0952-25-7059

不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号） くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当 0952-25-7059

不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号） 建築住宅課 総務宅建担当 0952-25-7164

不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号） 土地対策課 計画調整担当 0952-25-7034

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号） 危機管理防災課 災害対策・国民保護担当 0952-25-7362

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成十三年法律第六十四号） 環境課 大気・水質担当 0952-25-7774
各保健福祉事務所

環境保全課

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号） 文化課　文化財保護室 文化財指導担当 0952-25-7232

へ 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（平成二十一年法律第二十六号） 流通・貿易課 企画担当Ⅱ 0952-25-7252

保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号） 医務課 看護担当 0952-25-7072

母体保護法（昭和二十三年法律第百五十六号） こども家庭課 母子保健担当 0952-25-7056
各保健福祉事務所

福祉支援課

墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成十三年法律第六十五号） 循環型社会推進課
監視指導担当

産業廃棄物担当
0952-25-7108

ま 麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号） 薬務課 麻薬・毒劇物担当 0952-25-7082

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号） 建築住宅課 住宅計画担当 0952-25-7165

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成十四年法律第七十八号） 建築住宅課 住宅計画担当 0952-25-7165

み 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号） 建築住宅課 住宅計画担当 0952-25-7165

や 薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号） 薬務課 薬事・血液担当 0952-25-7082

ゆ 遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号） 水産課 漁業調整担当 0952-25-7145

よ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成七年法律第百十二号） 循環型社会推進課
監視指導担当

３Ｒ推進担当

0952-25-7108

0952-25-7078

養鶏振興法（昭和三十五年法律第四十九号） 畜産課 酪農・中小家畜振興担当 0952-25-7122

養蜂振興法（昭和三十年法律第百八十号） 畜産課 酪農・中小家畜振興担当 0952-25-7122

り 理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号） 医務課 医療企画担当 0952-25-7073

理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

農住組合法（昭和五十五年法律第八十六号）



法律名 所管課 担当・係 担当電話番号（直通） 備考

旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号） 生活衛生課 水道・環境衛生担当 0952-25-7077
各保健福祉事務所

衛生対策課

旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号） 観光課 観光企画担当 0952-25-7386

林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号） 林業課 造林間伐担当 0952-25-7131

林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号） 林業課 企画振興担当 0952-25-7132

ろ 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号） 長寿社会課
高齢者福祉担当

サービス指導担当

0952-25-7054

0952-25-7266

労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号） 労働委員会事務局 総務調整課 0952-25-7242

労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号） 労働委員会事務局 総務調整課 0952-25-7242


