
３４．登録検査機関（平成30年２月２日現在）

（１）水道法第２０条関係

　○市町村の機関
機関名 連絡先

長野県企業局 ０２６８－２２－２１１０
(上田水道管理事務所） ＦＡＸ　　 ２２－２９９４

長野県企業局 ０２６３－５２－３３３０
(松塩水道用水管理事務所） ＦＡＸ　　 ５２－３３３１

長野市上下水道局 ０２６－２２７－０６６９
（犀川浄水場） ＦＡＸ　２２７－９１１４

０２６３－４８－６８３０
ＦＡＸ　　 ４８－６８９０

佐久圏域 ０２６７－６２－１１０７
水道水質検査協議会 ＦＡＸ　　 ６３－２２５６

上伊那圏域 ０２６５－７９－１１３１
水道水質管理協議会 ＦＡＸ　　 ７９－１１３０
上田市上下水道局 ０２６８－２２－０６５８

(染屋浄水場） ＦＡＸ　　 ２２－１９７９

０２６－２２６－９９８０
ＦＡＸ　２２６－９９８３

松本市上下水道局

長野市保健所

　※「公益法人改革推進のための厚生労働省関係一括法」により、平成１６年４月１日から水道水質検査及び簡
易専用水道の管理に関する検査について、指定機関による実施から登録機関による実施に改正されました。



　○厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関（長野県を区域としている機関）
登録
番号

機関名 連絡先 登録年月日

　　　〒３７１－００１３　　　群馬県前橋市西片貝町５丁目１８番地の３６
　　　ＴＥＬ０２７－２２３－７７３６　　　ＦＡＸ０２７－２２３－５３０８

　　　〒５００－８１４８　　　岐阜県岐阜市曙町４丁目６番地

　　　ＴＥＬ０５８－２４７－１３００　　　ＦＡＸ０５８－２４８－０２２９

　　　〒３３０－０８５５　　　埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１

　　　ＴＥＬ０４８－６４９－１１５１　　　ＦＡＸ０４８－６４９－５４９３
　　　〒９２０－０３６５　　　石川県金沢市神野町東１１５番地
　　　ＴＥＬ０７６－２４９－７２２２　　　ＦＡＸ０７６－２６９－３６６３
　　　〒９２０－１１５４　　　　石川県金沢市太陽が丘3丁目１番２
　　　ＴＥＬ０７６－２２４－２１２２　　　ＦＡＸ０７６－２２４－２１３２
　　　〒３９０－０８０２　　　松本市旭２丁目１０番１５号
　　　ＴＥＬ０２６３－３４－５５１１　　　ＦＡＸ０２６３－３４－００７５
　　　〒３８０－０９１８　　　長野市アークス１３－１１
　　　ＴＥＬ０２６－２２７－３２２２　　　ＦＡＸ０２６－２２７－３８０６
　　　〒３８６－００１６　　　上田市国分９４４番地１
　　　ＴＥＬ０２６８－２９－１１３２　　　ＦＡＸ０２６８－２９－１１５６
　　　〒３９６－００１１　　　伊那市日影９番地
　　　ＴＥＬ０２６５－７２－５８５７　　　ＦＡＸ０２６５－７３－７３２１

　　　〒３９５－００５１　　　飯田市高羽町６丁目２番地２

　　　ＴＥＬ０２６５－２４－１７７７　　　ＦＡＸ０２６５－２４－２３３０
　　　〒９５９－０２３２　　　新潟県燕市吉田東栄町８番１３号
　　　ＴＥＬ０２５６－９３－４５０９　　　ＦＡＸ０２５６－９２－６８９９
　　　〒９４０－２１２７　　　新潟県長岡市新産２丁目１２番地７
　　　ＴＥＬ０２５８－４６－７１５１　　　ＦＡＸ０２５８－４６－９８５１
　　　〒９４２－００６３　　　新潟県上越市下門前１６６６番地
　　　ＴＥＬ０２５－５４３－７６６４　　　ＦＡＸ０２５－５４３－７８８２
　　　〒４００－００８６　　　山梨県甲府市小瀬町１１４５番地１
　　　ＴＥＬ０５５－２４２－０８８０　　　ＦＡＸ０５５－２４２－０８８１
　　　〒９５５－０８０５　　　新潟県三条市吉田１４１１番地甲
　　　ＴＥＬ０２５６－３４－７０７２　　　ＦＡＸ０２５６－３５－６４８３
　　　〒３９４－００３１　　　岡谷市田中町３丁目３番２４号
　　　ＴＥＬ０２６６－２３－２１５５　　　ＦＡＸ０２６６－２３－０７３３
　　　〒７３３-０８１２　　　　広島県広島市西区己斐本町３丁目１３番１６号
　　　ＴＥＬ０８２-２７２－９０００　　　　ＦＡＸ０８２-２７２－１２３０
　　　〒１３３－００５７　　　東京都江戸川区西小岩５丁目１８番６号
　　　ＴＥＬ０３－３６７２－９１７１　　　ＦＡＸ０３－３６５０－８５０１
　　　〒４６３－０８０８　　　愛知県名古屋市守山区花咲台２丁目２０１番地
　　　ＴＥＬ０５２－７３９－１３５０　　　ＦＡＸ０５２－７３９－１３５６　　
　　　〒４６２－０００６　　　愛知県名古屋市北区若鶴町１５２番地
　　　ＴＥＬ０５２－９０２－４４５６　　　ＦＡＸ０５２－９０２－４６０１

　　　〒３８４－２３０５　　　北佐久郡立科町大字芦田１８３５番地１

　　　ＴＥＬ０２６７－５６－２１８９　　　ＦＡＸ０２６７－５６－１８４３
　　　〒３７０－０８８６　　　群馬県高崎市下大島町６２５
　　　ＴＥＬ０２７－３９５－０６０６　　　ＦＡＸ０２７－３９５－０６０７
　　　〒３９０－１２４２　　　松本市和田４０１０番地５
　　　ＴＥＬ０２６３－８８－３９１１　　　ＦＡＸ０２６３－８８－３３６６
　　　〒３８１－００２５　　　長野市大字北長池字南長池境２０５８番地３　
　　　ＴＥＬ０２６－２６３－２０１０　　　ＦＡＸ０２６－２６３－２０１２
　　　〒３９９－００３３　　　松本市大字笹賀５６５２番地１６６
　　　ＴＥＬ０２６３－２７－１６０６　　　ＦＡＸ０２６３－２７－２１３３
　　　〒５０９－０２０１　　　岐阜県可児市川合１３６番地８
　　　ＴＥＬ０５７４－６３－７７０３　　　ＦＡＸ０５７４－６３－７７０６
　　　〒０３６－０１６４　　　青森県平川市松崎西田４１番地１０
　　　ＴＥＬ０１７２-４３-１１００　　　　ＦＡＸ０１７２-４３-１１６６
　　　〒４００－００４７　　　山梨県甲府市徳行２丁目２番３８号
　　　ＴＥＬ０５５-２２８－２８５８ 　　　ＦＡＸ０５５－２２８－８３４３
　　　〒４４１－８１５６　　　愛知県豊橋市高師町字北新切２６７番地５
　　　ＴＥＬ０５３２－４６－８５２１　　　ＦＡＸ０５３２－４６－８５７４
　　　〒４２６－００４１　　　静岡県藤枝市高柳２３１０
　　　ＴＥＬ０５４－６３４－１０００　　　ＦＡＸ０５４－６３４－１０１０
　　　〒４６３－００３７　　　愛知県名古屋市守山区天子田２丁目７１０番地
　　　ＴＥＬ０５２－７７１－２７１７　　　ＦＡＸ０５２－７７１－２６４１
　　　〒１５４－００１２　　　東京都世田谷区駒沢３丁目１５番１号
　　　ＴＥＬ０３－４５４４－７６００　　　ＦＡＸ０３－４５４４－７７００
　　　〒４５３－０８０１　　　愛知県名古屋市中村区太閤４丁目２番８号
　　　ＴＥＬ０５２－４５１－８２６１　　　ＦＡＸ０５２－４５１－２３７３
　　　〒４６５－００２１      名古屋市名東区猪子石２丁目７１０番地　
       ＴＥＬ０５２－７７１－５１６１　　　ＦＡＸ０５２－７７１－５１６４ 
　　　〒４００－０１１１　　　山梨県甲斐市竜王新町２２７７番地１２
　　　ＴＥＬ０５５－２７８－１６００　　　ＦＡＸ０５５－２７８－１６０１
　　　〒１０４－８３５１　　　東京都中央区新川１丁目５番１７号

　　　ＴＥＬ０３－３２９７－０６１１　　　ＦＡＸ０３－３２９７－０６１９

（株）科学技術開発センター

（株）環境技術センター

（株）江東微生物研究所

（株）環境公害センター

（株）環境科学研究所

（株）信濃公害研究所

環境未来（株）

69 （株）コーエキ

73 （株）エヌ・イーサポート H28.3.31

135 いであ（株）

148

（株）総合保健センター

環境保全（株）

（株）メイキョー

75

77

78

83

87

105

110

113

114

96

97

157 前澤工業（株） H28.3.31

H28.3.31128 （株）愛研

155

H28.3.31

H28.3.31

藤吉工業（株）

（株）群馬分析センター

119 （株）イズミテック

126

（株）山梨県環境科学検査センター H28.3.31

H28.3.31149 （財）東海技術センター

（株）静環検査センター H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

65 （社）県央研究所 H28.3.31

56 （社）山梨県食品衛生協会 H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

24 （財）新潟県環境衛生研究所 H28.3.31

21 （財）中部公衆医学研究所 H28.3.31

27 （財）上越環境科学センター H28.3.31

26 （社）新潟県環境衛生中央研究所 H28.3.31

5 （財）岐阜県公衆衛生検査センター H28.3.31

1 （社）群馬県薬剤師会 H28.3.31

8 （社）埼玉県環境検査研究協会 H28.3.31

18

17 （社）長野県薬剤師会 H28.3.31

14 （財）)北陸保健衛生研究所 H28.3.31

13

20 （社）上伊那薬剤師会 H28.3.31

（社）長野市薬剤師会 H28.3.31

19 （社）上田薬剤師会

（財）石川県予防医学協会 H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31

H28.3.31



　○厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関（長野県を区域としている機関）
登録
番号

機関名 連絡先 登録年月日

　　　〒５９０－０９８４　　　大阪府堺市神南辺町１丁４番地の６
　　　ＴＥＬ０７２－２２４－３５３２　　　ＦＡＸ０７２－２２４－３２５７

　　　〒６１１－８５５５　　　京都府宇治市宇治小桜２３番地

　　　ＴＥＬ０７７４－２５－２５２２　　　ＦＡＸ０７７４－２５－２３５５

　　　〒１４１－００３２　　　東京都品川区大崎１丁目１１番２号

　　　ＴＥＬ０３-６７４８-７４８３　　　　 ＦＡＸ０３-５４８７-６７５１　
　　　〒９３０－０８０９　　　富山県富山市興人町２番６２号
　　　ＴＥＬ０７６－４３１－６８１０　　　ＦＡＸ０７６－４３１－２８０９
　　　〒１５１－００５１　　　東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２１番３号
　　　ＴＥＬ０３－３３５０－０１１１
　　　〒９３３－００６２　　　茨城県つくば市高野台２丁目８番１４号
　　　ＴＥＬ０２９-８３６－７０１３　　 　ＦＡＸ０２９-８３６－７４５０
　　　〒９３３－００６２　　　富山県高岡市江尻３５１番地
　　　ＴＥＬ０７６６－２５－１１１１　　　ＦＡＸ０７６６－２５－１１１４
　　　〒９２０－０２０９　　　石川県金沢市東蚊瓜町１丁目１９番地４
　　　ＴＥＬ０７６－２３８－１１８１　　　ＦＡＸ０７６－２３８－９７８１
　　　〒９５０－１１４４　　　新潟県新潟市江南区祖父輿野２６８番地１
　　　ＴＥＬ０２５－２８４－６５０５　　　ＦＡＸ０２５－２８４－４４５５

　　　〒４１０－０８６１　　　静岡県沼津市真砂町２６７番地の２

　　　ＴＥＬ０５５－９５１－５２４０　　　　
　　　〒３７０－３５１１ 　　群馬県高崎市金古町１７０９番地１
　　　ＴＥＬ０２７－３７２－５１１１　　　ＦＡＸ０２７－３７２－５００１
　　　〒５８４－００６７　　大阪府富田林市錦織南２丁目９番２号
　　　ＴＥＬ０７２１－２０－５６１１　　　ＦＡＸ０７２１－２０－５５８０　
　　　〒２２６－０００３　　　神奈川県横浜市緑区鴨居１丁目１３番２号
　　　ＴＥＬ０４５－９２９－００３３　　　ＦＡＸ０４５－９２９－００３９
　　　〒４２１－０１１３　　　静岡県静岡市駿河区下川原１丁目１５番１５号
　　　ＴＥＬ０５４－２６８－６７６３   　　FAX０５４－２６８－６７６４　　
　　　〒４９１－００７６　　　愛知県一宮市貴船町３丁目５番地２
　　　ＴＥＬ ０５８６－７３－１５１２ 　　 ＦＡＸ ０５８６－７３－１６２０ 　　　
　　　〒１９１－００６５　　　東京都日野市旭が丘４丁目７番地１０７

　TEL：０４２－５８９－６２７０　　　FAX：０４２-５８９-６２７１
　　　〒５２４-０１０２　　　滋賀県守山市水保町２４７７番地

　TEL：０７７－５８４－３００３　　　FAX：０７７-５８４-３００６
　　　〒１０８－００２２　　　東京都港区海岸３丁目２０番２０号
　　　ＴＥＬ０３-５４４１-７０１０　　　　 ＦＡＸ０３-５４４１-７０１１
　　　〒４００－０３０６　　　山梨県南アルプス市小笠原６番地
　　　ＴＥＬ０５５-２８３-６１５５　　　　 ＦＡＸ０５５-２６８-２０７５

（２）水道法第３４条の２関係
　○厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道　検査機関（長野県を区域としている機関）
番号 機関名 連絡先 登録年月日

　　　〒３７１－００１３　　　群馬県前橋市西片貝町５丁目１８番地の３６
　　　ＴＥＬ０２７－２２３－７７３６　　  ＦＡＸ０２７－２２３－５３０８　
　　　〒５００－８１４８　　　岐阜県岐阜市曙町４丁目６番地
　　　ＴＥＬ０５８－２４７－１３００　　　ＦＡＸ０５８－２４８－０２２９　
　　　〒９４２－００６３　　　新潟県上越市下門前１６６６番地
　　　ＴＥＬ０２５５－４３－７６６４　　　ＦＡＸ０２５５－４３－７８８２
　　　〒３９０－０８０２　　　松本市旭２丁目１０番１５号
　　　ＴＥＬ０２６３－３４－５５１１　　　ＦＡＸ０２６３－３４－００７５
　　　〒３８０－０９１８　　　長野市アークス１３－１１
　　　ＴＥＬ０２６－２２７－３２２２　　　ＦＡＸ０２６－２２７－３８０６
　　　〒３８６－００１６　　　上田市国分９９４番地１
　　　ＴＥＬ０２６８－２９－１１３２　　　ＦＡＸ０２６８－２９－１１５６
　　　〒９２０－１１５４　　　　石川県金沢市太陽が丘3丁目１番２
　　　ＴＥＬ０７６－２２４－２１２２　　　ＦＡＸ０７６－２２４－２１３２
　　　〒１３３－００５７　　　東京都江戸川区西小岩５丁目１８番６号 
　　　ＴＥＬ０３－３６７２－９１７１　　
　　　〒４００－０３０６　　　山梨県アルプス市小笠原６番地
　　　ＴＥＬ０５５－２８３－６１５５　　　ＦＡＸ０５５－２８６－２０７５
　　　〒５２３－８５５５　　　滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地
　　　ＴＥＬ０７４８－３２－５１１１　　　ＦＡＸ０７４８－３２－３３３９
　　　〒３８１－００２５　　　長野県長野市大字北長池字南長池境２０５８番地３

　　　ＴＥＬ０２６－２６３－２０１０　　　ＦＡＸ０２６－２６３－２０１２
　　　〒４４１－８１５６　　　愛知県豊橋市高師町北新切２６７番地５
　　　ＴＥＬ０５３２－４６－８５２１　　　ＦＡＸ０５３２－４６－８５７４
　　　〒３９０－１２４２　　　松本市和田４０１０番地５
　　　ＴＥＬ０２６３－８８－３９１１　　　ＦＡＸ０２６３－８８－３３６６
       〒５０９－０２０１　　　岐阜県可児市川合１３６番地８ 
　　　ＴＥＬ０５７４－６３－７７０３　　  FAX：０５７４－６３－７７０６
　　　〒１７４－００５１　　　 東京都板橋区小豆沢２丁目２６番１４号

　　　ＴＥＬ０３－５９１４－４４３１　　　ＦＡＸ ０３－５９１４－４４３２
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