農家民宿開業に関する相談窓口一覧
農家民宿に関すること

建物の所在地
農業事務所
住所
前橋市
伊勢崎市
渋川市
中部農業事務所
前橋市上細井町2142-1
農業振興課
榛東村
北群馬郡
吉岡町
佐波郡
玉村町
高崎市
藤岡市
富岡市
安中市
西部農業事務所
上野村
高崎市台町4-3
農業振興課
多野郡
神流町
下仁田町
甘楽郡
南牧村
甘楽町
中之条町
長野原町
嬬恋村
吾妻農業事務所
中之条町大字中之条町
吾妻郡
農業振興課
664
草津町
高山村
東吾妻町
沼田市
片品村
利根沼田農業事務所
川場村
沼田市薄根町4412
農業振興課
利根郡
昭和村
みなかみ町
桐生市
太田市
館林市
みどり市
東部農業事務所
板倉町
太田市西本町60-27
農業振興課
明和村
邑楽郡
千代田町
大泉町
邑楽町
群馬県庁 農村整備課
前橋市大手町1-1-1

電話番号

027-233-2011

027-322-0539

0279-75-2311

0278-23-0188

0276-31-3824

027-226-3152

住宅宿泊事業法に関すること
群馬県庁 食品・生活衛生課

前橋市大手町1-1-1

027-226-2448
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旅館業法・食品衛生法に関すること
渋川保健福祉事務所 衛生係

渋川市金井349

0279-22-4166

伊勢崎保健福祉事務所 衛生係

伊勢崎市下植木町499

0270-25-5066

安中保健福祉事務所 衛生係

安中市高別当336-8

027-381-0345

藤岡保健福祉事務所 衛生係

藤岡市下戸塚2-5

0274-22-1420

富岡保健福祉事務所 衛生係

富岡市田島343-1

0274-62-1541

吾妻保健福祉事務所 衛生係

中之条町西中之条183-1

0279-75-3303

利根沼田保健福祉事務所 衛生係

沼田市薄根町4412

0278-23-2185

太田保健福祉事務所 衛生係

太田市西本町41-34

0276-31-8243

桐生保健福祉事務所 衛生係

桐生市相生町2-351

0277-53-4131

館林保健福祉事務所 衛生係

館林市大街道1-2-25

0276-72-3230

※前橋市および高崎市の方は、各市保健所へお問い合わせください。
前橋市保健所 衛生検査課

前橋市朝日町3-36-17

027-220-5777

高崎市保健所 生活衛生課

高崎市高松町5-28

027-381-6116

建築基準法に関すること（旅館業法簡易宿所での開業の場合）
前橋土木事務所 建築係

前橋市上細井町2142-1

027-234-4215

高崎土木事務所 建築係

高崎市台町4-3

027-322-4300

中之条土木事務所 建築係

中之条町大字中之条町709-1

0279-75-3047

沼田土木事務所 建築係

沼田市薄根町4412

0278-24-5511

太田土木事務所 建築係

太田市西本町60-27

0276-32-2345

※以下の連絡先は特定行政庁となります。
前橋市役所 建築指導課

前橋市大手町2-12-1

027-898-6753

高崎市役所 建築指導課

高崎市高松町35-1

027-321-1271

桐生市役所 建築指導課

桐生市織姫町1-1

0277-46-1111

伊勢崎市役所 建築指導課

伊勢崎市今泉町2-410

0270-27-2762

太田市役所 建築指導課

太田市浜町2-35

0276-47-1837

館林市役所 建築課

館林市城町1-1

0276-72-4111

建築基準法に関すること（住宅宿泊事業法での開業の場合）
群馬県庁 建築課 審査指導係

前橋市大手町1-1-1

027-226-3703

※以下の連絡先は特定行政庁となります。
前橋市役所 建築指導課

前橋市大手町2-12-1

027-898-6753

高崎市役所 建築指導課

高崎市高松町35-1

027-321-1271
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消防法（防火設備）に関すること
前橋市消防局 予防課

前橋市朝日町4-22-2

027-220-4508

高崎市等広域消防局 予防課

高崎市八千代町1-13-10

027-324-2214

桐生市消防本部 予防課

桐生市元宿町13-38

0277-47-1703

伊勢崎市消防本部 予防課

伊勢崎市今泉町2-895

0270-25-3311

太田市消防本部 予防課

太田市鳥山下町409-1

0276-33-0202

利根沼田広域消防本部 予防課

沼田市髙橋場町2049-1

0278-22-3137

館林地区消防組合消防本部

館林市美園町7-3

0276-72-3171

渋川広域消防本部 予防課

渋川市渋川1815-51

0279-23-4193

多野藤岡広域消防本部 予防課

藤岡市藤岡982

0274-22-2467

富岡甘楽広域消防本部 予防課

富岡市富岡1922-7

0274-62-4306

吾妻広域消防本部 予防課

東吾妻町原町35

0279-68-0214

群馬県庁 消防保安課

前橋市大手町1-1-1

027-226-2242

水質汚濁防止法に関すること
中部環境事務所 総務環境係

前橋市上細井町2142-1

027-219-2020

西部森林環境事務所 環境保全係

高崎市台町4-3

027-323-5530

吾妻森林環境事務所 総務環境係

中之条町大字中之条町664

0279-75-4611

利根沼田森林環境事務所 総務環境係

沼田市薄根町4412

0278-22-4481

東部環境事務所 環境保全係

太田市西本町60-27

0276-31-2517

※以下の連絡先は水質汚濁防止法政令市となります。
前橋市

環境部環境政策課

前橋市大手町二丁目12-1

027-898-6294

高崎市

環境部環境政策課

高崎市高松町35-1

027-321-1251

伊勢崎市

環境部環境保全課

伊勢崎市今泉町二丁目410

0270-27-2733

太田市

産業環境部環境政策課

太田市浜町2-35

0276-47-1893
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浄化槽法に関すること
中部環境事務所 廃棄物係

前橋市上細井町2142-1

027-219-2020

西部森林環境事務所 廃棄物係

高崎市台町4-3

027-323-5530

吾妻森林環境事務所 総務環境係

中之条町大字中之条町664

0279-75-4611

利根沼田森林環境事務所 総務環境係

沼田市薄根町4412

0278-22-4481

東部環境事務所 廃棄物係

太田市西本町60-27

0276-31-2517

前橋市

ごみ減量課（西部清掃事務所）

前橋市大渡町１丁目19-5

027-253-1009

高崎市

一般廃棄物対策課

高崎市高松町35-1

027-321-1253

下水道法に関すること
各市町村の下水道担当部局

各市町村にお問合せ下さい

都市計画法に基づく開発許可に関すること
前橋土木事務所 建築係

前橋市上細井町2142-1

027-234-4215

高崎市台町4-3

中之条土木事務所 建築係

027-322-4300

中之条町大字中之条町709-1

沼田土木事務所 建築係

0279-75-3047

沼田市薄根町4412

太田土木事務所 建築係

0278-24-5511

太田市西本町60-27

0276-32-2345

高崎土木事務所 建築係

※以下の連絡先は中核市、施行時特例市、事務処理市となります。
前橋市役所 建築指導課

前橋市大手町2-12-1

高崎市役所 開発指導課

高崎市高松町35-1

桐生市役所 建築指導課

桐生市織姫町1-1

伊勢崎市役所 建築指導課

伊勢崎市今泉町2-410

太田市役所 建築指導課

太田市浜町2-35

館林市役所 都市計画課

館林市城町1-1

藤岡市役所 都市計画課

藤岡市中栗須327

027-898-6758
027-321-1356
0277-46-1111
0270-27-2762
0276-47-1837
0276-72-4111
0274-40-2827
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