
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
長野県

（佐久）
健康づくり支援課 保健衛生第二
係

0267-63-3164 佐久市跡部65-1　佐久合同庁舎内

長野県
（上田）

健康づくり支援課 保健衛生係 0268-25-7149 上田市材木町1-2-6

長野県
（諏訪）

健康づくり支援課 保健衛生係 0266-57-2927 諏訪市上川1-1644-10

長野県
（伊那）

健康づくり支援課 保健衛生係 0265-76-6837 伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

長野県
（飯田）

健康づくり支援課 保健衛生係 0265-53-0444
飯田市追手町2-678　長野県飯田合同
庁舎内

長野県
（木曽）

健康づくり支援課 予防衛生係 0264-25-2232 木曽郡木曽町福島2757-1

長野県
（松本）

健康づくり支援課 保健衛生第二
係

0263-40-1939 松本市大字島立1020

長野県
（大町）

健康づくり支援課 保健衛生係 0261-23-6529 大町市大町1058－2

長野県
（長野）

健康づくり支援課 保健衛生第二
係

026-225-9039 長野市中御所岡田98-1

長野県
（北信）

健康づくり支援課 保健衛生係 0269-62-6104 飯山市大字静間1340‐1

市区町村

小諸市 健康づくり課　保健予防係 0267-25-1880 小諸市相生町3丁目3番3号

母と子のすこやか相談室
(佐久市役所健康づくり推進課)

0267-63-3080 佐久市中込3056

母と子のすこやか相談室
(臼田支所健康づくり推進係)

0267-82-3115 佐久市臼田89番地3

母と子のすこやか相談室
(浅科支所健康づくり推進係)

0267-58-2001
（代表）

佐久市甲1399番地

母と子のすこやか相談室
(望月支所健康づくり推進係)

0267-53-3111
（代表）

佐久市望月263番地

小海町 町民課 保健係 0267-92-2525 南佐久郡小海町大字豊里57-1

佐久穂町 健康福祉課　保健係 0267-86-2528 南佐久郡佐久穂町大字高野町569

川上村 保健福祉課　保健係 0267-97-3600 南佐久郡川上村大字原312

南牧村 南牧村役場　住民課 0267-96-2211 南佐久郡南牧村海ノ口1051

南相木村 住民課　住民係 0267-78-2121 南佐久郡南相木村3525-1

北相木村 住民福祉課　保健師 0267-77-2111 南佐久郡北相木村2744

軽井沢町 保健福祉課　健康推進係 0267-45-8549 北佐久郡軽井沢町大字長倉4844番地1

御代田町 保健福祉課　健康推進係 0267-32-2554 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1860-17

立科町 町民課　環境保健係
0267-56-2311

（代表）
北佐久郡立科町大字芦田2532

上田市 健康推進課　保健推進係 0268-23-8244
上田市中央6-5-39　ひとまちげんき・
健康プラザうえだ

東御市 健康保健課　保健係 0268-64-8882 東御市鞍掛197

ジカウイルス感染症に関する妊婦の電話相談窓口一覧（長野県）

佐久市



長和町
こども・健康推進課　健康づく
り係

0268-68-3494
小県郡長和町古町2869-1　保健福祉総
合センター

青木村 住民福祉課  保健衛生係
0268-49-0111

(内線133・139)
小県郡青木村大字田沢111

岡谷市 健康推進課　保健指導担当 0266-23-6141 岡谷市幸町8-1

諏訪市 健康推進課　健康予防係
0266-52-4141
(内線591)

諏訪市湖岸通り五丁目12番18号

茅野市 保健課　健康推進係 0266-82-0105 茅野市塚原2-5-45

下諏訪町 健康福祉課・保健予防係 0266-27-8384 諏訪郡下諏訪町4590-5

富士見町 住民福祉課　保健予防係 0266-62-9134 諏訪郡富士見町落合10777

原村 保健福祉課　健康づくり係 0266-75-0228 諏訪郡原村6647

伊那市 健康推進課　保健係
0265-78-4111
(内線2336)

伊那市下新田3050番地

駒ケ根市
教育委員会　子ども課　母子保
健係

0265-83-2111
(内線714)

駒ケ根市赤須町20番1号

辰野町 保健福祉課　保健係 0266-41-1111 上伊那郡辰野町中央1番地

箕輪町 健康推進課健康づくり　支援係 0265-79-3118 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298

飯島町 健康福祉課　保健医療係 0265-86-2704 上伊那郡飯島町飯島2537番地

南箕輪村 健康福祉課 0265-72-2105 上伊那郡南箕輪村4825番地1

中川村 保健福祉課　保健医療係 0265-88-3002 上伊那郡中川村大草4045-1

宮田村 福祉課　保健予防係 0265-85-4128
上伊那郡宮田村7027-1（老人福祉セン
ター内）

飯田市 保健課　健康推進係
0265-22-4511

(内5512)
飯田市大久保町2534

松川町 保健福祉課　保健予防係 0265-36-7034 下伊那郡松川町元大島3823番地

高森町 健康福祉課　健康支援係 0265-35-9412 下伊那郡高森町下市田2183-1

阿南町 民生課　健康支援係 0260-22-4051 下伊那郡阿南町東條58番地1

阿智村 民生課　健康増進係 0265-43-2220 下伊那郡阿智村駒場483番地

平谷村 住民課
0265-48-2211

（代表）
下伊那郡平谷村354番地

根羽村 住民課
0265-49-2111

（代表）
下伊那郡根羽村1762

下條村 福祉課　福祉係 0260-27-1231 下條村陽皐1番地

売木村 住民課　住民係 0260-28-2311 下伊那郡売木村968番地1

天龍村 住民課　健康支援係
0260-32-2001
(内線122)

下伊那郡天龍村平岡878

秦阜村 福祉課　保険福祉係
0260-26-2111

（代表）
下伊那郡泰阜村3236番地1

喬木村 保健福祉課　健康推進係 0265-33-5125 下伊那郡喬木村6664番地

豊丘村 健康福祉課　保健衛生係 0265-35-9061 下伊那郡豊丘村大字神稲3120

大鹿村 保健福祉課　保健医療係
0265-39-2001

（代表）
下伊那郡大鹿村大字大河原354

上松町 住民福祉課　保健衛生係 0264-52-2825 木曽郡上松町大字小川1658-1

南木曽町 住民課　保健係
0264-57-2001

(内線35)
木曽郡南木曽町読書3668-1

木曽町 保健福祉課　保健係 0264-22-4035 木曽郡木曽町福島5764-5



木祖村 住民福祉課　保健係
0264-36-2001

（代表）
木曽郡木祖村大字薮原1191-1

王滝村 福祉健康課　保健衛生係 0264-48-3160 王滝村2830番地1

大桑村 福祉健康課　保健係 0264-55-4003 木曽郡大桑村長野2775-6

松本市 健康づくり課　保健予防担当 0263-34-3217 松本市丸の内　3-7

塩尻市 健康づくり課　保健予防係 0263-52-0855 塩尻市大門七番町3番3号

安曇野市 健康推進課　健康推進係 0263-71-2471 安曇野市豊科6000番地

麻績村 麻績村保健センター　保健師 0263-67-3001 東筑摩郡麻績村麻3837番地

生坂村 健康福祉課(健康管理センター） 0263-69-3500 東筑摩郡生坂村6043-1

山形村 保健福祉課 保健対策係 0263-97-2100
東筑摩郡山形村4520-1 保健福祉セン
ター いちいの里

朝日村 住民福祉課　健康づくり担当 0263-99-2540 東筑摩郡朝日村古見1286番地

筑北村 住民福祉課　健康づくり係
0263-66-2111

（代表）
東筑摩郡筑北村西条4195番地

大町市 民生部市民課 中央保健センター 0261-23-4400 大町市大町1058-13

池田町 福祉課　健康づくり係 0261-61-5000 北安曇郡池田町大字池田2005-1

松川村 福祉課　健康推進係 0261-62-3290
北安曇郡松川村64-1 松川村保健セン
ター

白馬村 健康福祉課　健康づくり係 0261-85-0713 北安曇郡白馬村大字北城7025

小谷村 住民福祉課　福祉係 0261-82-2582 北安曇郡小谷村中小谷丙131

須坂市 健康づくり課　保健予防係 026-248-9018 須坂市大字須坂1528-1

千曲市 健康推進課　予防保健係
026-273-1111
(内線6257)

千曲市大字戸倉2388番地

坂城町
坂城町保健センター　健康推進
係

0268-82-3111
(内線511)

埴科郡坂城町大字坂城10050

小布施町 健康福祉課健康係 026-214-9107 上高井郡小布施町大字小布施1491-2

高山村
村民生活課　保健予防係(健康管
理センター)

026-242-1202 上高井郡高山村大字牧130-1

信濃町 住民福祉課 026-255-3112 上水内郡信濃町大字柏原428-2

飯綱町 保健福祉課　健康推進係 026-253-6841 飯綱町大字牟礼2220

小川村 住民福祉課　保健医療係 026-269-2104 上水内郡小川村大字高府13450-1

中野市
中野市健康づくり課　母子保健
係

0269-22-2111
中野市西一丁目1番7号　中野市保健セ
ンター内

飯山市 保健福祉課　健康増進係 0269-62-3111 飯山市大字飯山1110番地1号

山ノ内町 健康福祉課　健康づくり支援係 0269-33-3116 下高井郡山ノ内町平穏3352-1

木島平村 木島平村役場民生課 健康福祉係
0269-82-3111
(内線127)

下高井郡木島平村大字往郷973-1

野沢温泉村
民生課　保健衛生係(野沢温泉村
保健センター)

0269-85-3201 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817番地

栄村 健康支援課　健康増進係 0269-87-3020 下水内郡栄村大字北信3601-1

長野市
長野市保健所健康課　感染症対
策担当

026-226-9964 長野市若里六丁目6-1

　※ 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。


