
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

東京都 妊娠相談ほっとライン 03-5339-1133 -

市区町村

健康推進課保健相談係 03-5211-8175 千代田区九段北1-2-14

健康推進課感染症対策主査 03-5211-8173 千代田区九段北1-2-14

中央区保健所健康推進課 03-3541-5930 中央区明石町12-1

日本橋保健センター 03-3661-5071 中央区日本橋堀留町1-1-1

月島保健センター 03-5560-0765 中央区月島2-10-3

港区
みなと保健所健康推進課地域保
健係

03-6400-0084 港区三田1-4-10

新宿区
新宿区保健所保健予防課保健相
談係

03-5273-3859 新宿区新宿5-18-21

保健衛生部予防対策課感染症係 03-5803-1834 東京都文京区春日1-16-21

保健衛生部保健ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ保健指
導係

03-5803-1805 東京都文京区春日1-16-21

保健衛生部保健ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ本郷支
所

03-3821-5106 東京都文京区千駄木5-20-18

保健予防課感染症対策担当 03-3847-9476 台東区東上野4-22-8

保健サービス課保健指導担当 03-3847-9497 台東区東上野4-22-8

浅草保健相談センター 03-3844-8171 台東区花川戸1-14-16

向島保健センター 03-3611-6135 墨田区東向島5-16-2

本所保健センター 03-3622-9137 墨田区東駒形1-6-4

保健予防課 03-5608-6191 墨田区吾妻橋1-23-20　区役所3階

江東区保健所保健予防課
感染症対策係

03-3647-5879 江東区東陽2-1-1

城東保健相談所 03-3637-6521 江東区大島3-1-3

深川保健相談所 03-3641-1181 江東区白河3-4-3-301

深川南部保健相談所 03-5632-2291 江東区枝川1-8-15-102

城東南部保健相談所 03-5606-5001 江東区南砂4-3-10

品川区保健所保健予防課 03-5742-9153 品川区広町2-1-36

品川保健センター 03-3474-2000 品川区北品川3-11-22

荏原保健センター 03-3788-2000 品川区荏原2-9-6

大井保健センター 03-3772-2876 品川区大井2-27-20

目黒区保健所保健予防課保健相
談係

03-5722-9504 目黒区上目黒2-19-15

目黒区保健所碑文谷保健セン
ター保健相談係

03-3711-6446 目黒区碑文谷4-16-18

目黒区保健所保健予防課感染症
対策係

03-5722-9896 目黒区上目黒2-19-15

大田区 健康づくり課 03-5744-1661 大田区蒲田5-13-14

墨田区

江東区

品川区

目黒区

ジカウイルス感染症に関する妊婦の電話相談窓口一覧（東京都）

千代田区

中央区

文京区

台東区



大森地域健康課 03-5764-0661
大田区大森西1-12-1　大森地域庁舎2
階

調布地域健康課 03-3726-4145
大田区雪谷大塚町4-6　調布地域庁舎1
階

蒲田地域健康課 03-5713-1701
大田区蒲田本町2-1-1　蒲田地域庁舎3
階

糀谷・羽田地域健康課 03-3743-4161
大田区東糀谷1-21-15　糀谷・羽田庁
舎2階

世田谷総合支所健康づくり課
保健相談係

03-5432-2896 世田谷区世田谷4-22-33

北沢総合支所健康づくり課
保健相談係

03-3323-1736 世田谷区松原6-3-5

玉川総合支所健康づくり課
保健相談係

03-3702-1982 世田谷区等々力3-4-1

砧総合支所健康づくり課
保健相談係

03-3483-3166 世田谷区成城6-2-1

烏山総合支所健康づくり課
保健相談係

03-3308-8246 世田谷区南烏山6-22-14

世田谷保健所感染症対策課
保健相談担当

03-5432-2444 世田谷区世田谷4-22-35

渋谷区
渋谷区保健所地域保健課保健指
導主査

03-3463-2439 渋谷区渋谷1-18-21

中野区保健所保健予防分野 03-3382-6500 中野区中野2-17-4

中野区子ども総合相談窓口 03-3228-5623 中野区中野4-8-1中野区役所3階11番

中野区中部すこやか福祉セン
ター

03-3367-7788 中野区中央3-19-1

中野区北部すこやか福祉セン
ター

03-3388-0240 中野区江古田4-31-10

中野区南部すこやか福祉セン
ター

03-3380-5551
中野区弥生町2-41-2
※平成28年7月19日に移転（中野区弥
生町5-11-26)

中野区鷺宮すこやか福祉セン
ター

03-3336-7111 中野区若宮3-58-10

荻窪保健センター 03-3391-0015 杉並区荻窪5-20-1

高井戸保健センター 03-3334-4304 杉並区高井戸東3-20-3

高円寺保健センター 03-3311-0116 杉並区高円寺南3-24-15

上井草保健センター 03-3394-1212 杉並区上井草3-8-19

和泉保健センター 03-3313-9331 杉並区和泉4-50-6

杉並保健所保健予防課 03-3391-1025 杉並区荻窪5-20-1

健康推進課保健指導グループ 03-3987-4174 豊島区東池袋1-20-9

長崎健康相談所保健指導グルー
プ

03-3957-1191 豊島区長崎3-6-24

王子健康支援センター 03-3908-9087 北区王子本町1-15-22

赤羽健康支援センター 03-3903-6481 北区赤羽南1-13-1

滝野川健康支援センター 03-3919-2815 北区東十条2-7-3

保健予防課結核感染症係 03-3919-3102 北区東十条2-7-3

健康推進課保健相談担当
03-3802-3111

（内線432・434）
荒川区荒川二丁目11番1号

保健予防課感染症予防係
03-3802-3111
（内線430）

荒川区荒川二丁目11番1号

板橋区保健所予防対策課 03-3579-2321 板橋区大山東町32-15

板橋健康福祉センター 03-3579-2333 板橋区大山東町32-15

上板橋健康福祉センター 03-3937-1041 板橋区桜川3-18-6

赤塚健康福祉センター 03-3979-0511 板橋区赤塚1-10-13

志村健康福祉センター 03-3969-3836 板橋区志村2-5-5

荒川区

板橋区

世田谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

大田区



板橋区 高島平健康福祉センター 03-3938-8621 板橋区高島平3-13-28

健康推進課母子保健係 03-5984-4621 練馬区豊玉北6-12-1

豊玉保健相談所 03-3992-1188 練馬区豊玉北5-15-19

北保健相談所 03-3931-1347 練馬区北町8-2-11

光が丘保健相談所 03-5997-7722 練馬区光が丘2-9-6

石神井保健相談所 03-3996-0634 練馬区石神井町7-3-28

大泉保健相談所 03-3921-0217 練馬区大泉学園町5-8-8

関保健相談所 03-3929-5381 練馬区関町東1-27-4

足立保健所保健予防課感染症対
策係

03-3880-5747
東京都足立区中央本町1-17-1区役所南
館2階

中央本町地域・保健総合支援課 03-3880-5352 東京都足立区中央本町1-5-3

竹の塚保健センター 03-3855-5082
東京都足立区西竹の塚1丁目11-2　エ
ミエルタワー竹の塚2階

江北保健センター 03-3896-4004 東京都足立区西新井本町2-30-40

千住保健センター 03-3888-4277 東京都足立区千住仲町19-3

東部保健センター 03-3606-4171 東京都足立区大谷田3-11-13

青戸保健センター 03-3602-1284 葛飾区青戸4-15-14

新小岩保健センター 03-3696-3781 葛飾区西新小岩4-21-12

金町保健センター 03-3607-4141 葛飾区金町4-18-19

水元保健センター 03-3627-1911 葛飾区東水元1-7-3

健康ホットラインかつしか 03-3602-1244 葛飾区青戸4-15-14

健康サービス係 03-5661-2466 江戸川区中央4-24-19

中央健康サポートセンター 03-5661-2467 江戸川区中央4-24-19

小岩健康サポートセンター 03-3658-3171 江戸川区東小岩3-23-3

東部健康サポートセンター 03-3678-6441 江戸川区瑞江2-5-7

清新町健康サポートセンター 03-3878-1221 江戸川区清新町1-3-11

葛西健康サポートセンター 03-3688-0154 江戸川区中葛西3-10-1

鹿骨健康サポートセンター 03-3678-8711 江戸川区鹿骨1-55-10

小松川健康サポートセンター 03-3683-5531 江戸川区小松川3-6-1

なぎさ健康サポートセンター 03-5675-2515 江戸川区南葛西7-1-27

大横保健福祉センター 042-625-9200 八王子市大横町11-35

東浅川保健福祉センター 042-667-1331 八王子市東浅川町551-1

南大沢保健福祉センター 042-679-2205
東京都八王子市南大沢二丁目２７番地
フレスコ南大沢　公共棟１階

立川市
福祉保健部健康推進課母子保健
係

042-527-3272 立川市高松町３-22-９

武蔵野市 健康課 0422-51-0700
東京都武蔵野市吉祥寺北町4－8－10
武蔵野市立保健センター内

三鷹市 三鷹市総合保健センター 0422-46-3254 三鷹市新川6-35-28

青梅市 青梅市健康センター 0428-23-2191 東京都青梅市東青梅1-174-1

府中市
福祉保健部健康推進課母子保健
係

042-368-5333 東京都府中市府中町2-25

昭島市 子育て世代包括支援センター 042-543-7303
昭島市昭和町4-7-1　あいぽっく内健
康課

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市



調布市 福祉健康部健康推進課 042-441-6100 調布市小島町2-33-1

町田市保健所保健予防課
鶴川地域保健係
堺・忠生地域保健係

042-722-7636
中町庁舎
東京都町田市中町2-13-3

町田市保健所保健予防課
町田地域保健係
南地域保健係

042-725-5127
健康福祉会館
東京都町田市原町田5-8-21

小金井市 福祉保健部健康課 042-321-1240 小金井市貫井北町5-18-18

小平市 健康福祉部健康推進課 042-346-3701 小平市学園東町1-19-12

日野市 健康課 042-581-4111
東京都日野市日野本町1-6-2
日野市・生活保健センター内

東村山市 子育て支援課母子保健係 042-393-5111 東京都東村山市本町1-2-3

国分寺市 福祉保健部健康推進課 042-321-1801 東京都国分寺市泉町２-３-８

国立市 国立市保健センター 042-572-6111 東京都国立市富士見台3-16-5

福生市 福祉保健部健康課保健指導係 042-552-0061 東京都福生市福生2125-3

狛江市 福祉保健部健康推進課 03-3488-1181
東京都狛江市元和泉2-35-1　あいとぴ
あセンター内

東大和市 東大和市立保健センター 042-565-5211 東大和市中央3－918－1

清瀬市
健康福祉部健康推進課保健サー
ビス係

042-497-2077 東京都清瀬市中里5-842

東久留米市
東久留米市役所
福祉保健部健康課

042-477-0022
東久留米市滝山4-3-14わくわく健康プ
ラザ内

武蔵村山市
保健相談センターお伊勢の森分
室

042-564-5421 東京都武蔵村山市中央2丁目118番地

多摩市 健康福祉部健康推進課 042-376-9111 多摩市関戸4-19-5

稲城市
稲城市保健センター
（稲城市福祉部健康課）

042-378-3421 稲城市百村112-1

羽村市 羽村市保健センター
042-555-1111
（内線624）

羽村市緑ヶ丘5-5-2

あきる野市 健康福祉部健康課母子保健係 042-558-5091 あきる野市二宮350番地

西東京市 健康福祉部健康課 042-438-4037 西東京市中町1-5-1

瑞穂町 福祉部健康課保健係 042-557-5072 西多摩郡瑞穂町大字石畑1970番地

日の出町 いきいき健康課健康推進係
042-597-0511
（内線504）

東京都西多摩郡日の出町平井2780番地

檜原村 福祉けんこう課けんこう係 042-598-3121
東京都西多摩郡檜原村2717やすらぎの
里内

奥多摩町 奥多摩町保健福祉センター 0428-83-2777 西多摩郡奥多摩町氷川1111

大島町 大島町役場福祉けんこう課 04992-2-1471 東京都大島町元町1-1-14

新島村 新島村さわやか健康センター 04992-5-1856 東京都新島村本村3-12-8

三宅村 村民生活課保健係 04994-5-0902 東京都三宅島三宅村阿古４９７番地

八丈町 八丈町役場福祉健康課保健係 04996-2-5570 東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2

利島村役場住民課 04992-9-0011 東京都利島村２４８番地

利島村国民健康保険診療所 04992-9-0016 東京都利島村１０５番地

神津島村 保健医療課保健センター 04992-8-0010 東京都神津島村1009-1

御蔵島村 御蔵島村役場総務課民生係 04994-8-2121 東京都御蔵島村字入かねが沢

青ヶ島村 総務課 04996-9-0111 東京都青ヶ島村無番地

小笠原村 村民課福祉係 04998-2-3939 東京都小笠原村父島字西町

　※ 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。

町田市

利島村


