
平成28年4月現在

都道府県・
市区町村名

名称 電話番号 所在地

都道府県
健康福祉部児童家庭課母子保健グ
ループ

052-954-6283 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

一宮保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0586-72-0321 一宮市古金町1-3

瀬戸保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0561-82-2196 瀬戸市見付町38-1

春日井保健所健康支援課地域保健
グループ

0568-31-2188 春日井市柏井町2-31

江南保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0587-56-2157 江南市布袋下山町西80

清須保健所健康支援課地域保健グ
ループ

052-401-2100 清須市春日振形129

津島保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0567-26-4137 津島市橘町4-50-2

半田保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0569-21-3341 半田市出口町1-45-4

知多保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0562-32-6211 知多市八幡字荒古後88-2

衣浦東部保健所健康支援課地域保
健グループ

0566-21-4778 刈谷市大手町1-12

西尾保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0563-56-5241 西尾市寄住町田12

新城保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0536-22-2203 新城市字中野6-1

豊川保健所健康支援課地域保健グ
ループ

0533-86-3188 豊川市諏訪3-237

市区町村
名古屋市
千種区

子育て総合相談窓口 052-757-7033 名古屋市千種区覚王山通8-37

名古屋市
東区

子育て総合相談窓口 052-979-3588 名古屋市東区筒井一丁目7-74

名古屋市
北区

子育て総合相談窓口 052-910-6815 名古屋市北区清水四丁目17-1

名古屋市
西区

子育て総合相談窓口 052-529-7105 名古屋市西区花の木二丁目18-1

名古屋市
中村区

子育て総合相談窓口 052-486-6388 名古屋市中村区名楽町四丁目7-18

名古屋市
中区

子育て総合相談窓口 052-269-7155 名古屋市中区栄四丁目1-8

名古屋市
昭和区

子育て総合相談窓口 052-745-6030 名古屋市昭和区阿由知通3-19

名古屋市
瑞穂区

子育て総合相談窓口 052-837-3285 名古屋市瑞穂区田辺通3-45-2

名古屋市
熱田区

子育て総合相談窓口 052-679-3086 名古屋市熱田区神宮三丁目1-15

名古屋市
中川区

子育て総合相談窓口 052-364-0065 名古屋市中川区高畑一丁目223

名古屋市
港区

子育て総合相談窓口 052-655-8745 名古屋市港区港栄二丁目2-1

名古屋市
南区

子育て総合相談窓口 052-619-7086 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-1

名古屋市
守山区

子育て総合相談窓口 052-797-5220 名古屋市守山区小幡一丁目3-1

名古屋市
緑区

子育て総合相談窓口 052-899-6518 名古屋市緑区相原郷一丁目715

名古屋市
名東区

子育て総合相談窓口 052-769-6288 名古屋市名東区上社二丁目50

名古屋市
天白区

子育て総合相談窓口 052-847-5981 名古屋市天白区島田二丁目201

豊橋市 豊橋市保健所健康政策課 0532-39-9104 豊橋市中野町字中原100番地

岡崎市生活衛生課感染症対策班 0564-23-6714 岡崎市若宮町2丁目1番地1

岡崎市健康増進課母子保健１班 0564-23-6069 岡崎市若宮町2丁目1番地1

一宮市 一宮市中保健センタ－ 0586-72-1121 一宮市貴船町3丁目2番地

ジカウイルス感染症に関する妊婦の電話相談窓口一覧（愛知県）

愛知県

岡崎市



一宮市西保健センタ－ 0586-63-4833 一宮市東五城字備前12番地

一宮市北保健センタ－ 0586-86-1611
一宮市木曽川町黒田字中沼南ノ切27番
地

瀬戸市 瀬戸市健康福祉部健康課 0561-85-5511
瀬戸市川端町1丁目31番地やすらぎ会
館4階

半田市 半田市保健センター 0569-84-0646 半田市東洋町2-29-6

春日井市
春日井市青少年子ども部子ども政
策課

0568-85-6170
春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井
市役所

豊川市 豊川市保健センター 0533-89-0610 豊川市萩山町3丁目77-1,77-7

津島市 津島市保健センター 0567-23-1551 津島市上之町1丁目60番地

碧南市 碧南市健康推進部健康課 0566-48-3751 碧南市天王町1-70

刈谷市 刈谷市保健センター 0566-23-8877 刈谷市若松町3-8-2

豊田市 健康相談電話 0565-34-3235 豊田市西町3丁目60番地

安城市 安城市保健センター 0566-76-1133 安城市横山町下毛賀知106番地1

西尾市 西尾市保健センター 0563-57-0661 西尾市熊味町小松島32番地

蒲郡市 蒲郡市保健センター 0533-67-1151 蒲郡市浜町4番地

犬山市 犬山市保健センター 0568-61-1176 犬山市松本町一丁目121番地

常滑市 常滑市健康推進課 0569-34-7000 常滑市飛香台3丁目3番地の3

江南市 江南市保健センター 0587-56-4111 江南市北野町川石25-11

小牧市 小牧市保健センター 0568-75-6471 小牧市常普請一丁目318番地

稲沢市 稲沢市健康推進課 0587-21-2300 稲沢市稲沢町前田365番地16

新城市
新城市健康課（新城保健セン
ター）

0536-23-8551 新城市矢部字上ノ川1番地8

東海市 東海市健康推進課
052-689-1600

(代表)
東海市荒尾町西廻間2番地1

大府市 大府市保健センター 0562-47-8000 大府市江端町四丁目2番地

知多市
知多市健康推進課（保健セン
ター）

0562-33-0050 知多市緑町32番地の1

知立市 知立市保健センター 0566-82-8211 知立市桜木町桜木11番地2

尾張旭市
尾張旭市保健福祉センター
健康課

0561-55-6800 尾張旭市新居町明才切57番地

高浜市 高浜市保健福祉グループ 0566-52-9871 高浜市春日町五丁目165番地

岩倉市 岩倉市健康課（保健センター） 0587-37-3511 岩倉市旭町1-20

豊明市 豊明市保健センター 0562-93-1611 豊明市西川町島原11番地14

日進市 日進市保健センター 0561-72-0770 日進市岩崎町兼場101-1

田原市 田原市健康福祉部健康課 0531-23-3515 田原市田原町南番場30-1

愛西市
愛西市健康推進課（佐屋保健セン
ター）

0567-28-5833 愛西市稲葉町米野225番地1

清須市
清須市役所健康福祉部
健康推進課

052-400-2911 清須市清洲1-6-1

北名古屋市 北名古屋市保健センター 0568-23-4000 北名古屋市九之坪笹塚1番地

弥富市 弥富市健康推進課 0567-65-1111 弥富市前ケ須町南本田335番地

みよし市 みよし市健康推進課 0561-34-5311 みよし市三好町陣取山54番地

あま市
あま市健康推進課（甚目寺保健セ
ンター）

052-443-0005 あま市西今宿馬洗46番地

長久手市 長久手市福祉部健康推進課 0561-63-3300 長久手市岩作城の内101番地1

東郷町 東郷町健康課 0561-37-5813 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地

豊山町 豊山町保健センター 0568-28-3150 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260

大口町
大口町健康生きがい課（保健セン
ター）

0587-94-0051 丹羽郡大口町伝右1丁目35番地

扶桑町 扶桑町保健センター 0587-83-8300 丹羽郡扶桑町大字柏森字中切254番地

一宮市



大治町
大治町保健センター健康館すこや
かおおはる

052-444-2714 海部郡大治町大字砂子字西河原14-3

蟹江町 蟹江町保健センター 0567-96-5711 海部郡蟹江町西之森七丁目65番地

飛島村 飛島村民生部保健福祉課 0567-52-1001
海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地
の1

阿久比町 阿久比町保健センター
0569-48-1111

（内線1520・1521）
知多郡阿久比町大字卯坂字丸の内85番
地

東浦町 東浦町保健センター 0562-83-9677 知多郡東浦町大字石浜字岐路21

南知多町 南知多町保健センター
0569-65-0711

（内線511～514）
知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18

美浜町
美浜町保健センター
（健康推進課）

0569-82-1111 知多郡美浜町大字河和字北田面106

武豊町 武豊町保健センター 0569-72-2500 知多郡武豊町字中根四丁目83番地

幸田町 幸田町保健センター 0564-63-5172 額田郡幸田町大字菱池字錦田84

設楽町 したら保健福祉センター 0536-62-0901 北設楽郡設楽町田口字向木屋4

設楽町 つぐ保健福祉センター 0536-83-2665 北設楽郡設楽町津具字中林28

東栄町 東栄町住民福祉課保健衛生係 0536-76-0503
北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25番
地

豊根村 豊根村保健センター 0536-85-5055 北設楽郡豊根村上黒川字長野田26番地

　※ 窓口相談は、各機関における開庁時間に受け付けています。


