
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

川口保健所  048-262-6111 川口市前川1-11-1

朝霞保健所  048-461-0468 朝霞市青葉台1-10-5

春日部保健所  048-737-2133 春日部市大沼1-76

草加保健所  048-925-1551 草加市西町425-2

鴻巣保健所  048-541-0249 鴻巣市東4-5-10

東松山保健所  0493-22-0280 東松山市若松町2-6-45

坂戸保健所  049-283-7815 坂戸市石井2327-1

狭山保健所  04-2954-6212 狭山市稲荷山2-16-1

加須保健所  0480-61-1216 加須市南町5-15

幸手保健所  0480-42-1101 幸手市中1-16-4

熊谷保健所  048-523-2811 熊谷市末広3-9-1

本庄保健所  0495-22-6481 本庄市前原1-8-12

秩父保健所  0494-22-3824 秩父市桜木町8-18

不妊・不育症・妊娠サポートダ
イヤル

 048-799-3613 －

市区町村

上尾市東保健センター 048-774-1414 上尾市緑丘2-1-27

上尾市西保健センター 048-774-1411 上尾市春日２－１０－３３

朝霞市 朝霞市健康づくり課 048-465-8611 朝霞市本町1-7-3保健センター内

伊奈町 伊奈町健康増進課 048-720-5000 北足立郡伊奈町大字小室5161

入間市 入間市健康福祉センター 04-2966-5512 入間市大字上藤沢730-1

小鹿野町 小鹿野町保健福祉センター 0494-75-0135 秩父郡小鹿野町小鹿野300

小川町 小川町健康福祉課 0493-74-2323 比企郡小川町腰越618

桶川市 桶川市健康増進課 048-786-1855 桶川市鴨川1-4-1保健センター内

越生町 越生町保健センター 049-292-5505 入間郡越生町大字越生917

春日部市健康課 048-736-1111 春日部市中央6-2

春日部市保健センター 048-736-6778
春日部市南1－1－7 （東部地域振興ふ
れあい拠点施設6階）

加須市加須保健センター 0480-62-1311 加須市諏訪1-3-6

加須市騎西保健センター 0480-73-3361 加須市下崎404-1

加須市北川辺保健センター 0280-62-3322 加須市柳生66-1

加須市大利根保健センター 0480-72-5799 加須市琴寄901-1

神川町 神川町保健センター 0495-77-4041 児玉郡神川町大字植竹900-1

ジカウイルス感染症に関する妊婦の電話相談窓口一覧（埼玉県）

春日部市

加須市

埼玉県

上尾市



上里町 上里町保健センター 0495-33-2550 児玉郡上里町大字七本木307

川口市 川口市保健センター 048-256-2022 川口市南町1-9-20

川越市
川越市健康づくり支援課（総合
保健センター内）

049-229-4125 川越市大字小ヶ谷817-1

川島町 健康福祉課健康増進グループ 049-299-1758 比企郡川島町下八ツ林８７０－１

北本市 北本市健康づくり課 048-594-5544 北本市本町1-111

行田市 行田市保健センター 048-553-0053 行田市長野2-3-17

久喜市中央保健センター 0480-21-5354 久喜市本町5-10-47

久喜市菖蒲保健センター 0480-85-7021 久喜市菖蒲町新堀1

久喜市栗橋保健センター 0480-52-5577 久喜市間鎌251-1

久喜市鷲宮保健センター 0480-58-8521 久喜市鷲宮6-1-2

熊谷市 熊谷市母子健康センター 048-525-2722 熊谷市大原1-5-36

鴻巣市鴻巣保健センター 048-543-1561 鴻巣市中央2-1

鴻巣市吹上保健センター 048-548-6252 鴻巣市吹上498

越谷市
越谷市市民健康課（越谷市立保
健センター）

048-978-3511 越谷市東大沢1-12-1

坂戸市 坂戸市立市民健康センター 049-284-1621 坂戸市大字石井2327-3

幸手市
幸手市保健福祉総合センター健
康増進課

0480-42-8421 幸手市天神島1030-1

狭山市 狭山市保健センター 04-2959-5811 狭山市狭山台3-24

志木市 志木市健康増進センター 048-473-3811 志木市幸町3-4-70

白岡市
白岡市健康増進課（保健セン
ター）

0480-92-1201
白岡市千駄野445

杉戸町
杉戸町健康支援課（杉戸町保健
センター）

0480-34-1188 杉戸町堤根4745-1

草加市 草加市保健センター 048-922-0200 草加市中央1-5-22

秩父市秩父保健センター 0494-22-0648 秩父市永田町4-17

秩父市吉田保健センター 0494-77-1112 秩父市下吉田6569-1

秩父市大滝保健センター 0494-55-0102 秩父市大滝985

秩父市荒川保健センター 0494-54-2231 秩父市荒川日野70-1

鶴ケ島市 鶴ヶ島市保健センター 049-271-2745 鶴ヶ島市脚折1922-10

ときがわ町 ときがわ町保健センター 0493-65-1010 比企郡ときがわ町大字関堀151-1

所沢市 所沢市保健センター 04-2991-1813 所沢市大字上安松1224-1

戸田市 戸田市福祉保健センター 048-446-6491 戸田市大字上戸田5番地の6

長瀞町 長瀞町役場健康福祉課 0494-66-3111 長瀞町本野上1035-1

滑川町 滑川町保健センター 0493-56-5330 滑川町羽尾4972-8

新座市 新座市保健センター 048-481-2211 新座市道場2-14-4

蓮田市 蓮田市教育委員会子ども支援課 048-768-3111 蓮田市大字黒浜2799-1

鳩山町 鳩山町保健センター 049-296-2530 鳩山町大豆戸183-1

羽生市 羽生市健康づくり推進課 048-561-1121 羽生市東6-15

飯能市健康づくり支援課 042-974-3488 飯能市双柳371-13

飯能市健康づくり支援課（保健
センター名栗分室）

042-979-1100 飯能市上名栗3086
飯能市

久喜市

鴻巣市

秩父市



東秩父村 東秩父村保健センター 0493-82-1557 秩父郡東秩父村坂本1284-1

東松山市
東松山市健康推進課（東松山市
保健センター）

0493-24-3921 東松山市材木町2-36

日高市 日高市立保健相談センター 042-985-5122 日高市大字鹿山370-20

深谷市 深谷市保健センター 048-575-1101 深谷市本住町17-1

富士見市 富士見市健康増進センター 049-252-3771 富士見市鶴馬3351-2

ふじみ野市 ふじみ野市保健センター 049-264-8292 ふじみ野市福岡1-2-5

本庄市 本庄市保健センター 0495-24-2003 本庄市小島南2-4-12

松伏町 松伏町保健センター 048-992-3170 松伏町大字松伏428

三郷市 三郷市保健センター 048-953-1111 三郷市花和田648-1

美里町 美里町保健センター 0495-76-2855 美里町木部538-5

皆野町 皆野町役場健康福祉課 0494-62-1233 皆野町大字皆野1420-1

宮代町 宮代町保健センター 0480-32-1122 宮代町百間1119

三芳町 三芳町保健センター 049-258-1236 三芳町藤久保185-1

毛呂山町 毛呂山町保健センター 049-294-5511 毛呂山町川角305

八潮市 八潮市立保健センター 048-995-3381 八潮市八潮8-10-1

横瀬町 横瀬町役場子育て支援課 0494-25-0110 横瀬町大字横瀬4545

吉川市 吉川市保健センター 048-982-9804 吉川市吉川2-1-13

吉見町 吉見町保健センター 0493-54-3120 吉見町大字下細谷1212

寄居町 寄居町保健福祉総合センター 048-581-8500 寄居町保田原301

嵐山町 嵐山町役場健康いきいき課 0493-62-0716 嵐山町杉山1030-1

和光市 和光市保健センター 048-465-0311 和光市広沢1-5

蕨市 蕨市保健センター 048-431-5590 蕨市北町2-12-15

さいたま市西区役所保健セン
ター

048-620-2700 さいたま市西区大字指扇3743

さいたま市北区役所保健セン
ター

048-669-6100 さいたま市北区宮原町1-852-1

さいたま市大宮区役所保健セン
ター

048-646-3100 さいたま市大宮区大門町3-1

さいたま市見沼区役所保健セン
ター

048-681-6100 さいたま市見沼区堀崎町12-36

さいたま市中央区役所保健セン
ター

048-853-5251 さいたま市中央区本町東4-4-3

さいたま市桜区役所保健セン
ター

048-856-6200 さいたま市桜区道場4-3-1

さいたま市浦和区役所保健セン
ター

048-824-3971 さいたま市浦和区常盤6-4-18

さいたま市南区役所保健セン
ター

048-844-7200 さいたま市南区別所7-20-1

さいたま市緑区役所保健セン
ター

048-712-1200 さいたま市緑区大字中尾975-1

さいたま市岩槻区役所保健セン
ター

048-790-0222 さいたま市岩槻区本町3-2-5

　※ 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。

さいたま市


