
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

千葉県健康福祉部児童家庭課 043-223-2329 千葉県千葉市中央区市場町1-1

習志野健康福祉センター（習志野
保健所）地域保健課

047-475-5153 千葉県習志野市本大久保5-7-14

市川健康福祉センター（市川保健
所）地域保健課

047-377-1102 千葉県市川市南八幡5-11-22

松戸健康福祉センター(松戸保健
所）地域保健課

047-361-2138 千葉県松戸市小根本7

野田健康福祉センター（野田保健
所）地域保健福祉課

04-7124-8155 千葉県野田市柳沢24

印旛健康福祉センター地域保健課 043-483-1135 千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1

香取健康福祉センター（香取保健
所）健康生活支援課

0478-52-9161 千葉県香取市佐原ロ2127

海匝健康福祉センター地域保健福
祉課

0479-22-0206 千葉県銚子市栄町2-2-1

山武健康福祉センター（山武保健
所）

0475-54-0611 千葉県東金市東金907‐1

長生健康福祉センター（長生保健
所）地域保健福祉課・健康生活支
援課

0475-22-5167 千葉県茂原市茂原1102-1

夷隅健康福祉センター（夷隅保健
所）健康生活支援課

0470-73-0145 千葉県勝浦市出水1224

安房健康福祉センター  地域保健
福祉課

0470-22-4511 千葉県館山市北条1093-1

君津健康福祉センター（君津保健
所）地域保健課・疾病対策課

0438-22-3744 千葉県木更津市新田3-4-34

市原健康福祉センター（市原保健
所）

0436-21-6391
千葉県市原市五井中央西2-24-23
ファーム51ビル

市区町村

感染症対策課 043-238-9974 千葉県千葉市美浜区幸町1-3-9

中央保健福祉センター健康課 043-221-2581
千葉県千葉市中央区中央4-5-1きぼー
る11階

花見川保健福祉センター健康課 043-275-6295 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1

稲毛保健福祉センター健康課 043-284-6493 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-4

若葉保健福祉センター健康課 043-233-8191 千葉県千葉市若葉区貝塚2-19-1

緑保健福祉センター健康課 043-292-2620 千葉県千葉市緑区鎌取町226-1

美浜保健福祉センター健康課 043-270-2213 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-2

銚子市 健康福祉部健康づくり課 0479-24-8070 千葉県銚子市若宮町4-8

市川市保健センタ－健康支援課 047-377-4511 千葉県市川市南八幡4－18－8

南行徳保健センター健康支援課 047-359-8785 千葉県市川市南行徳1－21－1

中央保健センター 047-423-2111 千葉県船橋市北本町1-16-55

東部保健センター 047-466-1383 千葉県船橋市薬円台5-31-1

北部保健センター 047-449-7600 千葉県船橋市三咲7-24-1

西部保健センター 047-302-2626 千葉県船橋市本郷町457-1

船橋市保健所保健予防課
結核感染症係

047-409-2867 千葉県船橋市北本町1-16-55

館山市 健康福祉部健康課 0470-23-3113 千葉県館山市北条740-1

ジカウイルス感染症に関する妊婦の電話相談窓口一覧（千葉県）
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木更津市 市民部健康推進課 0438-23-1300
千葉県木更津市朝日3-10-19　木更津
市役所朝日庁舎

中央保健福祉センター 047-366-7489 千葉県松戸市竹ヶ花74-3

小金保健福祉センター 047-346-5601 千葉県松戸市小金2 ピコティ西館3階

常盤平保健福祉センター 047-384-1333
千葉県松戸市五香西3-7-1 ふれあい22
2階

野田市 保健センター 04-7125-1188 千葉県野田市鶴奉74

茂原市 茂原市保健センター 0475-25-1725 千葉県茂原市高師3001番地

成田市 健康こども部健康増進課 0476-27-1111 千葉県成田市赤坂1-3-1

健康増進課母子保健班 043-485-6712 千葉県佐倉市江原台2-27

健康増進課予防接種班 043-485-6711 千葉県佐倉市江原台2-27

東金市 市民福祉部健康増進課 0475-50-1234 千葉県東金市田間三丁目9番地1

旭市健康管理課支援班 0479-57-3113 千葉県旭市横根3520

旭市健康管理課予防班 0479-63-8766 千葉県旭市2-2787-1

習志野市 健康福祉部健康支援課 047-453-2967 千葉県習志野市津田沼5-14-24

柏市 柏市保健所地域健康づくり課 04-7167-1257 千葉県柏市柏下65-1ウェルネス柏内

勝浦市 介護健康課健康管理係 0470-73-6614 千葉県勝浦市新官1343-1

市原市 保健福祉部保健センター 0436-23-1187 千葉県市原市更級5丁目1番地27

流山市 健康福祉部健康増進課 04-7154-0331 千葉県流山市西初石4-1443-1

八千代市 子ども部母子保健課 047-486-7250 千葉県八千代市ゆりのき台2-10

我孫子市 健康福祉部健康づくり支援課 04-7185-1126 千葉県我孫子市湖北台1-12-16

鴨川市 健康推進課保健予防係 04-7093-7111 千葉県鴨川市八色887-1

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市健康増進課 047-445-1393 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1

君津市 保健福祉部健康づくり課 0439-57-2233 千葉県君津市久保3-1-1

富津市 健康福祉部健康づくり課 0439-80-1268 千葉県富津市下飯野2443

浦安市 健康福祉部健康増進課
047-381-9051
047-381-9058

千葉県浦安市猫実1-2-5　健康センター

四街道市 健康こども部健康増進課 043-421-6100 千葉県四街道市鹿渡無番地

袖ケ浦市 市民健康部健康推進課 0438-62-3172 千葉県袖ケ浦市坂戸市場１－１

八街市 健康増進課母子保健班 043-443-1631 千葉県八街市八街ほ35-29

印西市 健康福祉部健康増進課 0476-42-5595 千葉県印西市大森2356-3

白井市 健康福祉部健康課 047-497-3495 千葉県白井市復1123

富里市 健康福祉部健康推進課 0476-93-4121 千葉県富里市七栄652-1

南房総市 保健福祉部健康支援課 0470-36-1152 千葉県南房総市谷向100

匝瑳市 健康管理課 0479-73-1200 千葉県匝瑳市八日市場イ2408-1

香取市 福祉健康部健康づくり課 0478-50-1235 千葉県香取市佐原ロ2127

山武市 保健福祉部健康支援課 0475-80-1172 千葉県山武市殿台296番地

いすみ市 いすみ市役所健康高齢者支援課 0470-62-1162 千葉県いすみ市大原7400-1

大網白里市 健康増進課 0475-72-8321 千葉県大網白里市大網100-2

酒々井町 酒々井町保健センター 043-496-0090 千葉県印旛郡酒々井町中央台4-10-1

栄町 福祉・子ども課子育て事業班 0476-33-7707 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

神崎町 保健福祉課 0478-72-1603 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地

松戸市

佐倉市

旭市



多古町 保健福祉課健康づくり係 0479-76-3185 千葉県香取郡多古町多古2848番地

東庄町 健康福祉課 0478-80-3300 千葉県香取郡東庄町石出2692-4

九十九里町 健康福祉課健康指導係 0475-70-3182
千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地
保健センター

芝山町 芝山町保健センター 0479-77-1891 千葉県山武郡芝山町小池980

横芝光町 横芝光町役場健康こども課 0479-82-3400 千葉県山武郡横芝光町栗山1076

一宮町 福祉健康課 0475-40-1055 千葉県長生郡一宮町一宮2461

睦沢町 健康保険課健康保険班 0475-44-2506 千葉県長生郡睦沢町下之郷1650-1

長生村 健康推進課健康指導係 0475-32-6800 千葉県長生郡長生村本郷1-77

白子町 保健福祉課健康づくり係 0475-33-2179 千葉県長生郡白子町関5074番地2

長柄町 健康福祉課 0475-35-2414 千葉県長生郡長柄町桜谷712

長南町 保健福祉課健康管理係 0475-46-3392 千葉県長生郡長南町長南2110番地

大多喜町 健康福祉課保健予防係 0470-82-2168 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93

御宿町 保健福祉課 0470-68-6717 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522

鋸南町 保健福祉課健康推進室 0470-50-1172 千葉県安房郡鋸南町保田560

　※ 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。


