全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

01

北海道

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所

道立保健所

電話

面接

電子メール

○

○

×

電話番号：各道立保健所の代表電話
（又は、女性の健康サポートセンター）
相談日：月～金曜日（祝日を除く）8:45～17:30
(HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ninshin/kokoro.html)

02

青森県

各地域県民局地域健康福祉部保健総室（保健
所）

○

○

×

電話番号：東 地 方保健所 017-739-5421
弘
前保健所 0172-33-8521
三戸地方保健所 0178-27-5111（合同庁舎代表）
五所川原保健所 0173-34-2108
上 十 三保健所 0176-23-4261
む
つ保健所 0175-31-1388
相談日及び相談時間：月～金曜日（祝日、年末年始除く）8:30～17:15

03

岩手県

保健所（県内9ヶ所）

○

○

×

各保健所(月～金曜日 8時30分～17時15分 祝日・年末年始を除く。）
HPアドレス（各保健所の電話番号は、HPで確認してください。）
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shien/boshihoken/1003358.html

04

宮城県

仙台市以外の5市町を巡回

×

○

×

相談は全て予約制です。
予約先＝宮城県女医会女性健康相談室 090(5840)1993
（土日祝日除く9:00～17:00まで）
詳しくは、宮城県健康推進課022（211）2624へ
HPアドレス http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/8-33.html

05

秋田県

秋田大学医学部附属病院婦人科

○

×

○

「こころとからだの相談室」
電話相談
018-884-6234 毎週水曜日と金曜日 12:00～14:00
HPアドレス https://common3.pref.akita.lg.jp/kokokara/
メール相談 ホームページ上の専用フォームに必要事項を入力して送信

×

相談・予約受付電話番号
村山保健所 023-627-1203
最上保健所 0233-29-1361
置賜保健所 0238-22-3205
庄内保健所 0235-66-5653
電話及び面接相談日 月～金曜日（年末年始、祝祭日を除く）
面接相談は要予約

06

山形県

県保健所４か所

○

○

8:30～17:15

県北保健福祉事務所
024-535-5615、県中保健福祉事務所 0248-75-7822
県南保健福祉事務所
0248-21-0067、会津保健福祉事務所 0242-27-4550
南会津保健福祉事務所 0241-62-1700、相双保健福祉事務所 0244-26-1186
相談日時：月～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）9：00～17：00
HPアドレス
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/joseinomikata.html

07

福島県

各保健福祉事務所

○

○

×

08

茨城県

すこやか妊娠ほっとライン（茨城県看護協会）

○

×

×

09

栃木県

広域健康福祉センター

○

○

×

相談ダイヤル(面接予約兼用)
0289-62-6224（県西） 0285-82-2138（県東） 0285-22-0488（県南）
0287-22-2259（県北） 0284-41-5895（安足）
保健師による電話相談：月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
面接相談(要予約)：月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

公益社団法人群馬県助産師会

○

×

×

【女性健康支援センター】
電話番号：0276-37-5660
相談日時：月･水･金曜日（祝日･12月29日～1月3日除く）
午後1時～午後4時
HPアドレス：https://www.pref.gunma.jp/02/d2900330.html

○

【ぐんま妊娠（にんしん）SOS】
・電話相談
電話番号：0276-37-5660
相談日時：火･土曜日（祝日･12月29日～1月3日除く）
午後7時～午後10時
・メール相談
ぐんま妊娠SOSホームページ内のメール相談フォームからご相談ください。
HPアドレス：https://gunma-ninshin-sos.com/

公益社団法人群馬県助産師会

10

○

○

群馬県

電話番号：029-301-1124
相談日及び相談時間：月～金 10:00～18:00（土日・祝日・8/13～8/15・年末年始除く）
HP：http://www.ina.or.jp/?p=5704

※面談相談は予約制
詳細は、各保健福祉事務所へお問い合わせください。
県内５保健福祉事務所

×

○

×

渋川保健福祉事務所
伊勢崎保健福祉事務所
利根沼田保健福祉事務所
桐生保健福祉事務所
館林保健福祉事務所

0279-22-4166
0270-25-5066
0278-23-2185
0277-53-4131
0276-72-3230

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

開設場所
電話

11

12

13

14

面接

電子メール

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

県保健所１３か所＊1

○

○

×

相談日：月～金曜日
電話相談 8:30～17:15（祝日・年末年始を除く。）
面接相談 予約制
相談先：◆南部保健所
048-262-6111
◆朝霞保健所
048-461-0468
◆春日部保健所 048-737-2133
◆草加保健所
048-925-1551
◆鴻巣保健所
048-541-0249
◆東松山保健所 0493-22-0280
◆坂戸保健所
049-283-7815
◆狭山保健所
04-2954-6212
◆加須保健所
0480-61-1216
◆幸手保健所
0480-42-1101
◆熊谷保健所
048-523-2811
◆本庄保健所
0495-22-6481
◆秩父保健所
0494-22-3824
県HPアドレス
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/boshi_jyoseinokenkousoudan.html

「にんしんSOS埼玉」
（NPO法人ピッコラーレに委託）

○

×

○

電話番号：050-3134-3100
相談日:年中無休
電話相談 16:00～24:00（受付は23:00まで）
メール相談 24時間
HPアドレス：https://sos.saitama.jp
メール相談：ホームページ上の専用フォームに必要事項を入力して送信

埼玉県

健康福祉センター

○

×

×

相談日時：月～金曜日（祝祭日、年末年始は除く）、9：00～17：00
相談先：県内１３箇所の健康福祉センター
習志野健康福祉センター 047-475-5151
市川健康福祉センター 047-377-1101
松戸健康福祉センター 047-361-2121
野田健康福祉センター 04-7124-8155
印旛健康福祉センター 043-483-1133
香取健康福祉センター 0478-52-9161
海匝健康福祉センター 0479-22-0206
山武健康福祉センター 0475-54-0611
長生健康福祉センター 0475-22-5167
夷隅健康福祉センター 0470-73-0145
安房健康福祉センター 0470-22-4511
君津健康福祉センター 0438-22-3743
市原健康福祉センター 0436-21-6391
※各センターの管轄市町村はHPで確認してください。
HPアドレス https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/soudan.html

「にんしんＳＯＳちば」
（（特非）ピッコラーレに委託）

○

○

○

電話番号：050-3628-6800
相談日時：【電話相談】毎週月曜日～金曜日20:00～23:00
※土日祝日は休み
【メール相談】年中無休、24時間受付
専用サイト：https://sos.chiba.jp
メール相談：サイト上の専用フォームに必要事項を入力して送信

女性のための健康ホットライン
（委託機関）

○

×

○

電話番号 03-5339-1155
相談日時 月～金曜日 10時～16時（元日は除く）
HPアドレスhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/sodan/w_soudan.html
メール相談
ホームページ上の専用フォームに必要事項を入力して送信

妊娠相談ほっとライン
（委託機関）

○

×

○

電話番号 03-5339-1133
相談日時 月～日曜日 10時～22時（元日は除く）
HPアドレスhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/sodan/ninshin-hotline.html
メール相談
ホームページ上の専用フォームに必要事項を入力して送信

妊娠SOSかながわ
(設置主体：県健康増進課）

○

×

×

千葉県

東京都

神奈川県

県内8保健福祉事務所・保健福祉事務所センター

○

○

×

電話番号：046-263-2720
相談日及び時間：毎週水曜日・木曜日
09:00～12：00 13：00～16：00（祝日・年末年始を除く）
HPアドレスhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f533186/index.html

平塚保健福祉事務所
0463-32-0130
平塚保健福祉事務所秦野センター
0463-82-1428
鎌倉保健福祉事務所
0467-24-3900
鎌倉保健福祉事務所三崎センター
046-882-6811
小田原保健福祉事務所
0465-32-8000
小田原保健福祉事務所足柄上センター
0465-83-5111
厚木保健福祉事務所
046-224-1111
厚木保健福祉事務所大和センター
046-261-2948
相談日時：月～金曜日 （祝祭日、年末年始を除く）
8時30分～17時15分
HPアドレス
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f850/index.html

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

にいがた妊娠テレフォン～ゆれるあなたへ～
（新潟県助産師会）

15

電話

面接

電子メール

○

×

×

電話番号：090-3227-5382
相談日及び時間：月～土曜19:00～21:00（祝日・年末年始をのぞく）
HPアドレス：http://www.pref.niigata.lg.jp/kenko/1356748692605.html

×

村 上保健所 0254-53-8368
新発田保健所 0254-26-9132
新 津保健所 0250-22-5174
三 条保健所 0256-36-2292
長 岡保健所 0258-33-4931
魚 沼保健所 025-792-8612
南魚沼保健所 025-772-8137
十日町保健所 025-757-2401
柏 崎保健所 0257-22-4112
上 越保健所 025-524-6132
糸魚川保健所 025-553-1936
佐 渡保健所 0259-74-3403
相談日及び時間：平日8:30～17:15
HPアドレス：http://www.pref.niigata.lg.jp/kenko/1350252149584.html

新潟県
保健所

県内厚生センター

16

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所

○

○

○

○

×

・女性の健康支援センター（県内厚生センター）
【新川厚生センター】電話番号：0765-52-2647
毎月第１月曜日13:00～16:00
【中部厚生センター】電話番号：076-472-0637
毎月第４火曜日9:00～12:00
【高岡厚生センター】電話番号：0766-26-8415
毎週水曜日9:00～11:00
【砺波厚生センター】電話番号：0763-22-3512
毎週火曜日9:00～11:00
HPアドレス http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1205/kj00001134.html

＜女性健康相談センター＞
電話番号：076-482-3033
電話相談：火、木、土曜日（ 9:00～13:00）
水、金曜日（14:00～18:00）
面接相談：火、木、土曜日（14:00～18:00）
水、金曜日（ 9:00～13:00）
※面接相談は事前予約必要
※日曜、月曜、祝日、年末年始は休み

富山県

富山県女性健康相談センター

○

○

○

＜妊娠・出産悩みほっとライン＞
電話番号：076-482-3088
電話相談：火、木、土曜日（ 9:00～13:00）
水、金曜日（14:00～18:00）
LINE相談（相談員によるトーク相談）
：火、木、土曜日（10:00～13:00）
水、金曜日（14:00～17:00）
※日曜、月曜、祝日、年末年始は休み
HPアドレス

17

石川県

石川県妊娠専門相談（いしかわ妊娠相談ダイヤ
ル）

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1205/kj00001138.html

＜電話相談・メール相談＞
電 話 番 号：076-238-8827
メールアドレス：preg-110@pref.ishikawa.lg.jp
相談日及び時間：月～土曜日
9:30-12:30
火曜日
18:00-21:00
※祝日、年末年始を除く

○

×

○
＜LINE相談＞（相談員によるトーク相談）
相談日及び時間：日～土曜日 10:00～22:00
※相談は365日24時間受け付けていますが、相談への返信は、
原則として、上記時間内に行います。
HPアドレスhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/05boshi/funin-soudan/ninshin110soudan.html

18

19

福井県

福井県看護協会

○

○

×

電話相談：0776-54-0080
毎週月・水 13:30～16:00
面接相談（要予約）
医師による面接相談
毎週水 16:00～17:00、毎月第2火 15:00～16:00
助産師による面接相談
毎週水 13：30～16:00
福井県看護協会HPアドレス
http://kango-fukui.com/
福井県健康福祉部子ども家庭課HPアドレス
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/index.html

県内4保健福祉事務所＊1

○

○

×

電話番号：
中北保健所 0551-23-3073
峡東保健所 0553-20-2753
峡南保健所 0556-22-8155
富士・東部保健所 0555-24-9034
相談日時：月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分（祝祭日、年末年始を除く）

産前産後ケアセンター（産前産後電話相談）

○

×

×

電話番号：055-269-8110
妊娠・出産・育児に関する電話相談。24時間通年対応。

山梨県

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

長野県助産師会

20

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所
電話

面接

電子メール

○

×

×

長野県

保健福祉事務所

○

○

×

＜妊娠～子育てほっとライン信州＞
電話相談：0263-31-0015
相談日時：毎週火・木曜日 10:00～16:00
HPアドレス：http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/boshishika/kenkosodan.html
相談場所：一般社団法人 長野県助産師会

＜女性活き活き健康相談＞
佐久保健福祉事務所（0267）63-3164
上田保健福祉事務所（0268）25-7149
諏訪保健福祉事務所（0266）57-2927
伊那保健福祉事務所（0265）76-6837
飯田保健福祉事務所（0265）53-0444

木曽保健福祉事務所（0264）25-2233
松本保健福祉事務所（0263）40-1939
大町保健福祉事務所（0261）23-6529
長野保健福祉事務所（026）225-9039
北信保健福祉事務所（0269）62-6104

電話相談 月～金曜日(祝日を除く） 8：30～17：15
面接相談は各保健福祉事務所に確認してください。
各保健福祉事務所のＨＰアドレスリンク先
http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/boshishika/kenkosodan.html

21

22

23

岐阜県

岐阜県保健所７か所
岐阜保健所
西濃保健所
関保健所
可茂保健所
東濃保健所
恵那保健所
飛騨保健所

○

○

×

●岐阜保健所:TEL058-380-3004
電話相談：(月）～（金）9:00～17:00
面接相談：予約制 （時間は予約時に決定）
●西濃保健所 TEL0584-73-1111
電話相談：(月）～（金）9:00～17:00
面接相談：予約制 （時間は予約時に決定）
●関保健所
TEL0575-33-4011
電話相談：(月）～（金）9:00～17:00
面接相談：予約制 （時間は予約時に決定）
●可茂保健所 TEL0574-25-3111
電話相談：(月）～（金）9:00～17:00
面接相談：予約制 （時間は予約時に決定）
●東濃保健所 TEL0572-23-1111
電話相談：(月）～（金）9:00～17:00
面接相談：予約制 （時間は予約時に決定）
●恵那保健所 TEL0573-26-1111
電話相談：(月）～（金）9:00～17:00
面接相談：予約制 （時間は予約時に決定）
●飛騨保健所 TEL0577-33-1111
電話相談：(月）～（金）9:00～17:00
面接相談：予約制 （時間は予約時に決定）
※全保健所：土曜・休日・年末年始は除く
■県ホームページ
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kekkon/boshi-hoken/kosodate/zyoseikenkousiensenta.html

思春期健康相談室「ピアーズポケット」
（沼津市沼津産業ビル）

○

○

○

《思春期健康相談室》
・電話番号：055-952-7530
・相談日及び時間：水曜日13:00～17:00、土・日曜日10:00～17:00
・メールアドレス：shishunki@poem.ocn.ne.jp

しずおか妊娠ＳＯＳ相談窓口

○

×

○

《妊娠ＳＯＳ相談》
・電話番号：055-941-5006
・相談日及び時間：水・土曜日13:00～17:00
・メールアドレス info@s-ninshin-sos.jp
・HPアドレス http://www.s-ninshin-sos.jp

（公社）愛知県助産師会

○

×

×

電話番号
相談日
相談時間

静岡県

愛知県

24

三重県

妊娠SOSみえ「妊娠レスキューダイヤル」（NPO
法人MCサポートセンターみっくみえ）

○

×

×

25

滋賀県

子育て・女性健康支援センター

○

○

○

090-1412-1138
月曜日～土曜日（年末年始・盆・祝日を除く）
午後1時30分～午後4時30分

・電話番号 : 090-1478-2409
・相談日及び時間 : 月・水曜日 15:00～18:00
土曜日
9:00～12:00
（祝日、12月29日～1月3日を除く）
・LINE相談 ：（相談員によるトーク相談）
相談は24時間受付。返信は上記電話相談時間内。
・HPアドレス : http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117899.htm

電話番号：077-553-3931
10:00～16:00(土・日・祝日を除く)
HPアドレス http://shiga-mw.org/act/act_tel/
メール相談フォーム：https://lolipop-8154ecb676b07d8f.ssl-lolipop.jp/cgi/qa.html

【妊娠出産・不妊ほっとコール】（電話・面接）
相談日：月～金曜日（祝日、年末年始除く）
相談時間：9:15～13:15、14:00～16:00（面接相談は要予約）
相談対応者：専門相談員（助産師）
電話番号：０７５－６９２－３４４９
【妊娠出産・不妊ほっとコール】
きょうと子育てピアサポートセンター

26

京都府

○

○

×

【保健所相談】
京都府内各保健所

27

大阪府

妊娠等に悩む人への相談窓口「にんしんＳＯ
Ｓ」(地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母
子医療センター内)

○

×

○

【女性健康支援センター事業】（電話・面接）
相談日：月～金曜日（祝日、年末年始除く）
相談時間：8:30～12:00、13:00～17:15（面接相談は要予約）
相談対応者：保健師
電話番号：
■乙訓保健所
075-933-1153 向日市上植野町馬立8
■山城北保健所 0774-21-2192 宇治市宇治若森7-6
綴喜分室
0774-63-5734 京田辺市田辺明田1
■山城南保健所 0774-72-0981 木津川市木津上戸18-1
■南丹保健所
0771-62-4753 南丹市園部町小山東町藤ノ木21
■中丹西保健所 0773-22-6381 福知山市篠尾新町1-91
■中丹東保健所 0773-75-0806 舞鶴市倉谷1350－23
■丹後保健所
0772-62-4312 京丹後市峰山町丹波855

・電話番号 0725-51-7778
・相談日時 月～金曜日 10～16時 日曜日12～18時（祝日除く）
（メールでの受付は24時間365日対応。ただし返信可能日時については、電話相談に準じる）
・HPアドレス http://www.ninshinsos.com/（PCサイト）
http://www.ninshinsos.com/m/（携帯サイト）
http://www.ninshinsos.com/sp/（スマートフォンサイト）

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

電話

○

健康福祉事務所

28

29

30

○

相談日：月～金曜日
芦屋健康福祉事務所
伊丹健康福祉事務所
加東健康福祉事務所
龍野健康福祉事務所
豊岡健康福祉事務所
丹波健康福祉事務所

9:00～17:30
0797-32-0707
072-785-7462
0795-42-9367
0791-63-5686
0796-26-3662
0795-73-3767

宝塚健康福祉事務所
加古川健康福祉事務所
中播磨健康福祉事務所
赤穂健康福祉事務所
朝来健康福祉事務所
洲本健康福祉事務所

0797-62-7308
079-422-0003
0790-22-1234
0791-43-2938
079-672-6870
0799-26-2060

奈良県

一般社団法人兵庫県助産師会

○

×

○

県内３保健所

○

○

×

郡山保健所 0743-51-0196
中和保健所 0744-48-3035
吉野保健所 0747-64-8134
・相談日時 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 9:00～17:15
・各保健所のHPはhttp://www.pref.nara.jp/1208.htmからリンクしています。

和歌山県＊1 県立保健所＊1

鳥取県

一般社団法人鳥取県助産師会

島根県

○

○

○

○

×

電話・面談相談
電話番号：倉吉保健所（中部総合事務所福祉保健局内）
0858-23-3143
米子保健所（西部総合事務所福祉保健局内）
0859-31-9319
相談日時：月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）8:30～17:15

○

電話相談
電話番号：090-7543-8206
080-6300-8732
相談日時：月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）10:00～16:00
メール相談
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tori-josansi@hal.ne.jp
24時間受付

○

電話・面談相談
電話番号：070-3986-1325
相談日時：火・土曜日（祝祭日及び年末年始を除く）10:00～20:00
メール相談
ホームページ内の相談入力フォームからお願いします。
HPアドレス https://tottorininshinsos.com/
24時間受付

○

○

×

○

○

○

×

電話番号：
・松江保健所 (0852)23-1314
・雲南保健所 (0854)42-9636
・出雲保健所 (0853)21-8785
・県央保健所 (0854)84-9822
・浜田保健所 (0855)29-5551
・益田保健所 (0856)31-9547
・隠岐保健所（島後）(08512)2-9711 （島前）(08514)7-8121
相談日：月～金曜日（年末年始・祝祭日の閉庁日は除く）
時間：8:30～17:15

一般社団法人

○

×

×

助産師ダイヤル
電話番号：090-7135-4637
090-7136-4609
相談時間：8：00～23：00

○

○

○

相談専用ダイヤル＆ＦＡＸ（予約兼用）：086-235-7899
電話、面談相談：毎週月、火、水、金曜日 9:00～12:00（祝日、年末年始を除く）★面談は予約制
HPアドレス：http://www.okayama-u.ac.jp/user/ninshin/
メール相談：ninshin@okayama-u.ac.jpまたはanshin@okayama-u.ac.jp（随時受付）

○

×

×

電話番号：082-870-5446
相談日：月・木・土曜日 10：00～12：30 火・水・金曜日
HPアドレス https://hiroshima-josanshikai.com/

岡山県

岡山大学病院

34

広島県

一般社団法人

山口県

○

海南保健所保健課
073-483-8824
岩出保健所保健課
0736-61-0049
橋本保健所保健課
0736-42-5440
湯浅保健所保健課
0737-64-1294
御坊保健所保健課
0738-24-0996
田辺保健所保健課
0739-26-7952
新宮保健所保健課
0735-21-9629
新宮保健所串本支所保健環境課
0735-72-0525
＊相談日時：平日９時～１７時４５分（祝祭日、年末年始を除く）
＊メール相談アドレス：e0412004@pref.wakayama.lg.jp

県内７保健所
松江、雲南、出雲、
県央、浜田、益田、
隠岐（島前・島後）

33

35

○

電子メール

「思いがけない妊娠SOS」相談 （注）神戸市と共同事業
・電話相談 078-351-3400
月曜日と金曜日（祝日、年末年始を除く）10～16時
・メール相談 随時受付
HPアドレス http://ninshinsos-sodan.com
※メール相談への返信は原則として、1週間以内にお送りします。

とっとり妊娠SOS＊1

32

面接

兵庫県

県内２保健所
（倉吉、米子）

31

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所

島根県助産師会＊1

広島県助産師会

山口県立総合医療センター

○

○

○

（毎月 1～15日）
（毎月16～31日）

15：00～17：30（祝日，年末年始は除く。）

相談専用ダイヤル(予約兼用)：0835-22-8803
9：30～16：00
保健師又は助産師 毎日
面接：要予約
臨床心理士 第１・第３月曜日 14：00～16：00
(祝日の場合は、他の曜日等に変更)
産婦人科医師 随時
(予約後、相談日時を調整)
※電話・面接相談とも、祝祭日、年末年始を除く
メール相談：nayam119@ymghp.jp
●HPアドレス：
http://www.ymghp.jp/p14-syusanki/p3-bumon/8-nayami/index.html

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所
電話

面接

電子メール

各保健所
徳島保健所

36

徳島県

保健所

○

○

×
吉野川保健所
阿南保健所
美波保健所
美馬保健所
三好保健所

37

38

保健所

○

○

×

電話番号
・東讃保健福祉事務所 0879-29-8264
・小豆総合事務所
0879-62-1373
・中讃保健福祉事務所 0877-24-9963
・西讃保健福祉事務所 0875-25-2052
電話相談：月～金曜日 8：30～17：00（年末年始・祝祭日を除く）
面接相談：
・保健師による個別相談（すべての保健所）
平日8:30～17:00(予約制)
・産婦人科医師による個別相談（東讃保健福祉事務所のみ）
年4回 14：00～16：00（予約制）
HPアドレス：
かがわ健康福祉情報ネットワークから各保健所へリンクあり
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/hw-net/index.html

妊娠出産サポート
（（一社）香川県助産師会）

○

○

×

電話番号：087-843-5588
電話相談：年中無休 6：00～24：00
面接相談：奇数月 第3土曜日 13：30～16：00
（産婦人科医師による）（予約制）

香川県

愛媛県

面接・電話相談【保健師】
相談日時：月～金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
8時30分～17時15分
088-602-8904
面接相談【産婦人科医師】
偶数月第2木曜日
14:00～16:00(予約）
0883-36-9018
0884-28-9876
0884-74-7343（代）
0883-52-1018
0883-72-1123

県型各保健所

○

○

×

四国中央保健所
西条保健所
今治保健所
中予保健所
八幡浜保健所
宇和島保健所

電話0896-23-3360 (内線112)
電話0897-56-1300（内線319）
電話0898-23-2500（内線226・257）
電話089-909-8757（内線262）
電話0894-22-4111（内線285）
電話0895-22-5211（内線260）

電話相談：月～金 8:30～17:15 業務時間内随時
面接相談：予約制（電話にて予約）

39

県内5福祉保健所

○

○

×

安芸福祉保健所
中央西福祉保健所
幡多福祉保健所
相談日及び時間

一般社団法人高知県助産師会
「子育て・女性健康支援センター高知」

○

×

○

電話番号：088-855-8533
毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）9:00～17:00
メールアドレス：kochijosanshi-shien@aroma.ocn.ne.jp
HPアドレス：https://www.premanet.pref.kochi.lg.jp/

×

電話番号：088-824-1221
電話相談：毎週月曜日から金曜日
（祝日､年末年始を除く)13:00～18:30
面接相談：月・火・木・金・土
（祝日､年末年始を除く)13:00～18:30(土曜日は17時まで）
専門相談：月に１～２回
（予約制）
HPアドレス：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401

×

○電話相談：毎週月～金曜日 9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）
宗像・遠賀保健福祉環境事務所：0940-37-4070
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所：0948-29-0277
北筑後保健福祉環境事務所
：0946-22-4211
○面接相談
宗像・遠賀保健福祉環境事務所：第3水曜日・金曜日13：00～16：00（予約制）
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所：第1水曜日13：30～16：30（予約制）
北筑後保健福祉環境事務所：偶数月の第3金曜日13：30～16：30（予約制）
○県HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyoseinokenkousoudan.html

高知県

高知県思春期相談センターPRINK
(妊娠の不安や女性の身体等に関する専門相談）

40

41

42

0887-34-3177 中央東福祉保健所 0887-53-3172
0889-22-1249 須崎福祉保健所
0889-42-1875
0880-34-5120
平日8:30～17:15（土･日･祝祭日及び年末年始を除く）

福岡県

県内３保健福祉環境事務所
（宗像・遠賀、嘉穂・鞍手、北筑後）

○

○

○

○

各保健福祉事務所

○

○

×

各保健福祉事務所 母子保健福祉担当
佐賀中部 ：0952-30-2183
鳥栖
：0942-83-2172
唐津
：0955-73-4228
伊万里
：0955-23-2102
杵藤
：0954-23-3174
●電話/面接相談 月～金曜日 9:00～17:00（祝日・年末年始をのぞく）
面接相談は事前にご連絡ください

国立病院機構佐賀病院内「妊娠SOSさが」

○

×

×

相談専門ダイヤル：0120-279-392
●電話相談
月～木 9:00～17:00、金 9:00～22:00（祝日・年末年始をのぞく）
HPアドレス：http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00352594/index.html

各保健所

○

○

×

西彼保健所 095-856-5159
県央保健所
0957-26-3306
県南保健所 0957-62-3289
県北保健所
0950-57-3933
五島保健所 0959-72-3125
上五島保健所
0959-42-1121
壱岐保健所 0920-47-0260
対馬保健所
0920-52-0166
電話及び面接相談：月～金曜日 9:00～17:45（年末年始・祝祭日等の閉庁日は除く）

佐賀県

長崎県

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

電話

43

44

45

46

熊本県

大分県

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所

熊本県女性相談センター「妊娠とこころの相
談」（思春期保健相談含む）

○

面接

○

電子メール

×

電話番号：096-381-4340
相談日及び相談時間（祝日及び年末年始除く）
電話相談：月～土 9:00～20:00
来所相談：月～金 9:00～16:00 心理士（要予約）
原則第2火曜（奇数月） 精神科医師（要予約）
HPアドレス：http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_5705.html

おおいた妊娠ヘルプセンター

○

○

○

開所時間：毎週水曜日～日曜日 午前11時30分～午後7時
（年末年始を除く）
電話
：フリーダイヤル 0120-241-783
メール ：ninsin-783@sage.ocn.ne.jp
面接
：産婦人科医師による相談（予約制）
専任助産師による相談（随時）
HPｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.oitaninsin-hc.com/

宮崎県中央保健所（専門相談）

○

○

×

電話 0985-28-2668（専用）
相談日時 月～金曜日（祝日や年末年始等の閉庁日は除く）9:30～15:30
※面接は要予約
HPアドレス http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kenko/hoken/index.html

宮崎県

電話・面接相談：月～金曜日（祝日・年末年始は除く）8:30～17:00
電話番号
中央保健所 0985-28-2111(代)
日南保健所 0987-23-3141(代)
都城保健所 0986-23-4504(代)
小林保健所 0984-23-3118(代)
高鍋保健所 0983-22-1330(代)
日向保健所 0982-52-5101(代)
延岡保健所 0982-33-5373(代)
高千穂保健所0982-72-2168(代)

各保健所（一般相談）

○

○

×

鹿児島県助産師会（専門相談）

○

×

○

各保健所（一般相談）

○

○

×

月～金 8:30～17:00
（年末年始・祝祭日等の閉庁日は除く）
面接相談：月～金 8:30～17:00（年末年始・祝祭日等の閉庁日は除く）
HPアドレス：http://www.pref.kagoshima.jp/ae08/kenko-fukushi/kodomo/sodan/zyoseikenkoumadoguchi.html

×

電話番号：098-989-1181
電話及び面接相談日：月・火・木・金・土（祝日・年末年始を除く）
※面接は要電話予約
相談時間：午前9時～午後5時
HPアドレス：http://bosimirai.com/guide.html
県HPアドレス：http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/boshi/jyoseikenkocenter.html

×

電話相談：月～金曜日(年末年始・祝祭日を除く)
8時45分～12時15分 13時00分～17時15分
面接相談「女性の健康支援相談」：月1回
※曜日・受付時間は区により異なる
※事前予約制
電話番号
中央区011-511-7221 北区011-757-1181
東区011-711-3211
白石区011-862-1881 厚別区011-895-1881 豊平区011-822-2472
清田区011-889-2409 南区011-581-5211
西区011-621-4241
手稲区011-681-1211
市HPアドレス：http://www.city.sapporo.jp/

×

（電話相談・面接）
青葉区保健福祉センター
022-225-7211 (代)
青葉区宮城総合支所
022-392-2111 (代)
宮城野区保健福祉センター 022-291-2111 (代)
若林区保健福祉センター
022-282-1111 (代)
太白区保健福祉センター
022-247-1111 (代)
太白区秋保総合支所
022-399-2111 (代)
泉区保健福祉センター
022-372-3111 (代)
※いずれも月～金曜日の8：30～17：00（祝日・年末年始は除く）

電話相談：099-210-7559 火・木・土・日 10:00～18:00
メール相談：josei@pref.kagoshima.lg.jp
随時受付
HPアドレス：http://www.pref.kagoshima.jp/ae08/kenko-fukushi/kodomo/sodan/zyoseikenkoumadoguchi.html

鹿児島県
電話相談：各保健所代表電話
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49

沖縄県

札幌市

仙台市

（一社）沖縄県助産師会
母子未来センター
[委託機関]

各区(10区)保健センター

各区保健福祉センター

○

○

○

○

○

○

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

さいたま市保健所

50

電話

面接

電子メール

○

×

×

さいたま市
各区役所保健センター

51

千葉市

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所

各区保健福祉センター健康課

○

○

○

○

×

×

相談専用電話：048－840－2217
（火曜日午後1時～4時、祝日及び年末年始は除く）
HPアドレス：http://www.city.saitama.jp/008/016/001/001/p032409.html
電話相談：月～金（年末年始、祝休日を除く） 8:30～17:15
面接相談：区に事前に予約（詳しくは各区保健センターへ）
西区保健センター
048-620-2700
北区保健センター
048-669-6100
大宮区保健センター 048-646-3100
見沼区保健センター 048-681-6100
中央区保健センター 048-840-6111
桜区保健センター
048-856-6200
浦和区保健センター 048-824-3971
南区保健センター
048-844-7200
緑区保健センター
048-712-1200
岩槻区保健センター 048-790-0222

中央区保健福祉センター健康課
花見川保健福祉センター健康課
稲毛保健福祉センター健康課
若葉保健福祉センター健康課
緑保健福祉センター健康課
美浜保健福祉センター健康課

043-221-2582
043-275-6296
043-284-6494
043-233-8714
043-292-2630
043-270-2221

電話相談：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8：30～17：30
助産師による面接相談：各保健福祉センター健康課で年6回（事前予約）
（ホームページ）https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/suishin/jyosei.html

にんしんSOSヨコハマ

○

×

○

「にんしんSOSヨコハマ」 045-662-5524 （365日 10:00～22:00）
HPｱﾄﾞﾚｽ：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/ninshin/ninshinsos.html
メール相談：ホームページ上の専用フォームに必要事項を入力して送信

面接相談：区により事前予約
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横浜市
各区（18区）福祉保健センター
こども家庭支援課

53

54

55

川崎市

○

○

×

金沢区
港北区
緑区
青葉区
都筑区
戸塚区
栄区
泉区
瀬谷区

（045－788－7786）
（045－540－2365）
（045－930－2361）
（045－978－2456）
（045－948－2319）
（045－866－8472）
（045－894－8410）
（045－800－2447）
（045－367－5760）

各区地域みまもり支援センター

○

○

×

電話相談：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8時30分～17時
面接相談：区により事前予約
（詳しくは各区地域みまもり支援センターにお問い合わせください。）
川崎区地域みまもり支援センター 044-201-3214
幸区地域みまもり支援センター
044-556-6648
中原区地域みまもり支援センター 044-744-3308
高津区地域みまもり支援センター 044-861-3315
宮前区地域みまもり支援センター 044-856-3302
多摩区地域みまもり支援センター 044-935-3264
麻生区地域みまもり支援センター 044-965-5234

新潟市こども家庭課＊1

○

×

×

電話番号 025-226-1205
相談日及び相談時間 月～金曜 8:30～17:30（年末年始、祝日を除く）
HPアドレス
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/nenrei/ninshinsyusan/sodan/ninshin_nayami.html

新潟市助産師会「ハロー！Midwife」＊1

○

×

×

電話番号 025-244-8885
相談日及び相談時間 月、火、木、金曜

新潟市＊1

静岡市

鶴見区
（045－510－1850）
神奈川区 （045－411－7111）
西区
（045－320－8467）
中区
（045－224－8171）
南区
（045－341－1151）
港南区
（045－847－8412）
保土ヶ谷区（045－334－6297）
旭区
（045－954－6150）
磯子区
（045－750－2449）

各区健康支援課
（各保健福祉センター）

○

○

×

【葵区】
城東保健福祉センター
東部保健福祉センター
北部保健福祉センター
藁科保健福祉センター
【駿河区】
南部保健福祉センター
大里保健福祉センター
長田保健福祉センター
【清水区】
清水保健福祉センター
蒲原保健福祉センター

13:00～15:30（8月13日～16日、年末年始を除く）

054-249-3180
054-261-3311
054-271-5131
054-277-6712
054-285-8111
054-288-1111
054-259-5112
054-348-7711
054-385-5670

相談日：月～金曜日（年末年始、祝日除く）

時間：８時30分～17時15分

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

電話
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浜松市

57

名古屋市

58

59

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所
面接

電子メール

健康増進課

○

×

○

はままつ女性の健康相談（妊娠ＳＯＳ含む）
・電話番号 053-453-6188
・相談日及び相談時間
保健師：月～金曜日（祝日、年末年始除く） 午前8時30分～午後5時
助産師：月～金曜日（祝日、年末年始除く） 午後１時～午後4時
・HPアドレス
女性の健康相談
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/health/soudan/jose.html
妊娠ＳＯＳ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/health/soudan/sos.html
・メール相談
女性の健康相談
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/health/soudan/jeseisoudan.html
妊娠ＳＯＳ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/health/soudan/ninshinsos.html

「なごや妊娠SOS」
名古屋市医師会

○

×

○

電話番号：052-933-0099
相談日：月・水・金曜日 ※祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く
相談時間：午前10時～午後1時
HPアドレス：http://nagoya.aichi.med.or.jp/nagoya-ninshinsos/

各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室

○

○

×

・相談日：月～金曜日（年末年始,祝日除く）

「にんしんホッとナビ」公益社団法人京都府助産師会

×

×

○

メール相談（助産師対応）
・匿名で２４時間受付（土日祝日，年末年始を除く）。
・ホームページアドレス：http://www.ninshin-hotnavi.com/

京都市＊2

大阪市＊1

各区保健福祉センター＊1

○

○

×

北区保健福祉センター
福島区保健福祉センター
中央区保健福祉センター
港区保健福祉センター
天王寺区保健福祉センター
西淀川区保健福祉センター
東淀川区保健福祉センター
生野区保健福祉センター
城東区保健福祉センター
阿倍野区保健福祉センター
住吉区保健福祉センター
平野区保健福祉センター

06-6313-9968
06-6464-9968
06-6267-9968
06-6576-9968
06-6774-9968
06-6478-9968
06-4809-9968
06-6715-9968
06-6930-9968
06-6622-9968
06-6694-9968
06-4302-9968

相談日：月～金曜日（年末年始,祝日除く）
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61

時間：8：30～17：00

堺市＊1

神戸市＊1

62

広島市＊1

63

北九州市＊1

堺市子ども育成課＊1

一般社団法人兵庫県助産師会＊1

○

○

×

×

都島区保健福祉センター
此花区保健福祉センター
西区保健福祉センター
大正区保健福祉センター
浪速区保健福祉センター
淀川区保健福祉センター
東成区保健福祉センター
旭区保健福祉センター
鶴見区保健福祉センター
住之江区保健福祉センター
東住吉区保健福祉センター
西成区保健福祉センター

06-6882-9968
06-6466-9968
06-6532-9968
06-4394-9968
06-6647-9968
06-6308-9968
06-6977-9968
06-6957-9968
06-6915-9968
06-6682-9968
06-4399-9968
06-6659-9968

時間：9：00～17：30

×

堺市子ども育成課 072－228－7612
相談日：月～金（祝休日、年末年始を除く）
時間 ：9時～17時半

○

「思いがけない妊娠SOS」相談（兵庫県と協同事業）
・電話相談 078-351-3400
月曜日と金曜日（祝日、年末年始を除く）10～16時
・メール相談 随時受付
HPアドレス http://ninshinsos-sodan.com
※メール相談への返信は原則として、1週間以内にお送りします。

各区（8区）保健センター＊1

○

○

×

中保健センター
082-504-2109
東保健センター
082-568-7735
南保健センター
082-250-4133
西保健センター
082-294-6384
安佐南保健センター 082-831-4944
安佐北保健センター 082-819-0616
安芸保健センター
082-821-2820
佐伯保健センター
082-943-9733
相談日：月～金（祝日、8月6日、年末年始除く）
時間：8時30分～17時15分

妊娠相談ほっとナビ
（H29.7.24開設）＊1

○

×

×

相談専用ダイヤル：093－571－2305
電話相談：月～金曜日（祝日・年末年始除く）
9：00～12：00
13：00～17：00
HPアドレス：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/11700159.html

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

電話
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福岡市

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所

各区保健福祉センター

○

面接

○

電子メール

×

東区保健福祉センター
博多区保健福祉センター
中央区保健福祉センター
南区保健福祉センター
城南区保健福祉センター
早良区保健福祉センター
西区保健福祉センター

（092）645-1077
（092）419-1095
（092）761-7338
（092）559-5119
（092）844-1071
（092）851-6622
（092）895-7055

【電話番号】0178-38-0714
【相談日及び時間】
①定期相談（面接） ※要予約
月１回 指定日 13：00～16：00
②随時相談（電話・面接）
月～金曜日（祝日、年末年始除く）9：00～16：00
【HPアドレス】
www.city.hachinohe.aomori.jp/kenko_fukushi/kenko_iryo/kenkozukuri/8335.html

65

八戸市

八戸市保健所 健康づくり推進課
（八戸市総合保健センター内）

○

○

×

66

盛岡市

子ども未来部

○

○

×

相談専用電話：019-654-0851
相談日：月曜日～金曜日（年末年始，祝日を除く）
時間：9：00～16：00

67

山形市

山形市保健所母子保健課

○

○

×

電話：023-647-2280
相談日：火曜日～日曜日 （閉庁日：月曜日、祝日、年末年始）
８：３０～１７：１５

×

相談・予約受付電話番号
平地区保健福祉センター
0246-22-7621
小名浜地区保健福祉センター
0246-54-2111（内線5172）
勿来・田人地区保健福祉センター 0246-63-2111(内線5384）
常磐・遠野地区保健福祉センター 0246-43-2111（内線5579）
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 0246-27-8692
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 0246-83-1329
電話及び面接相談日 月～金曜日（土日、祝祭日、年末年始除く）
面接は要予約
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いわき市*1 市内７地区保健福祉センター＊1

69

福島市

70

水戸市*1

71

川越市

72

川口市

73

母子健康課

○

○

こども未来部 こども家庭課
（福島市保健福祉センター内）

○

○

○

電話番号：024-525-7671
相談日：月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）
相談時間：9時～17時
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ko-katei@mail.city.fukushima.fukushima.jp

水戸市保健所

○

○

×

電話番号：029-243-7311
相談日時：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

川越市保健所 総合保健センター
健康づくり支援課

○

○

○

電話相談 ０４９－２２４－０７１２
毎週木曜日（年末年始を除く）
９時～１２時,１３時～１６時
メール相談 kenkoshien@city.kawagoe.saitama.jp

川口市保健所地域保健センター

○

○

地域保健課＊1

船橋市＊１ 各保健センター＊1

○

○

八王子市＊1 保健所・各保健福祉センター＊1

8:30～17:15

相談・予約電話番号（専用ダイヤル）：048-242-5152
電話：木曜日13時～16時
面接（要予約）：水曜日
HPアドレス
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/kosodate_gakkou/ninnshin_syussan/ninshin/30734.html

×

中央保健センター
東部保健センター
北部保健センター
西部保健センター

047-423-2111
047-466-1383
047-449-7600
047-302-2626

相談日：月～金曜日（年末年始、祝日除く）

74

8：30～17：00

時間：9時～17時

○

○

×

八王子市保健所
042-645-5196
大横保健福祉センター
042-625-9200
東浅川保健福祉センター 042-667-1331
南大沢保健福祉センター 042-679-2205
相談日：月～金曜日（休館日・祝日、休日、年末年始を除く）
時間：9時～16時30分

75

横須賀市

こども健康課

○

○

○

電話番号：046-822-1505
相談日及び相談時間：月～金曜日（祝日及び年末年始を除く）8:30～17:00
HPアドレス：https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3440/soudanmadoguti.html
メールアドレス：chaw-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp

76

金沢市＊2

①「女性の健康」ほっとライン＊2
②「妊娠・出産」ほっとライン
（金沢市福祉健康センター）＊2

○

×

×

①Tel 076-220-7918
②Tel 076-208-4303
月～金 ８：３０～１７：００

健康支援センター

○

77

甲府市

○

○

（祝日、年末年始を除く）

電話番号：055-242-6186
相談日時：月～金曜日 午前9時00分～午後4時00分（祝祭日、年末年始を除く）
HPアドレス：https://www.city.kofu.yamanashi.jp/bosihoken/soudan.html
メール相談：boshikenko@city.kofu.lg.jp

全国の女性健康支援センター一覧
※国庫補助を受けず自治体単独で実施している事業も含みます
＊1は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
＊2は他の補助金等を活用し、実施している事業
（令和2年8月１日現在）

相談方式
実施主体

電話番号、相談日及び時間、HPアドレス等
（変更されることがあります）

開設場所
電話

面接

電子メール

○

○

×

電話番号：026-226-9963
電話相談：平日8：30～17：00、保健師による相談（随時）
面接相談：平日8：30～17：00、保健師による相談（随時）

○

○

×

電話番号：0532-39-9160
相談日時:月～金8：30～17：15(祝日、年末年始除く)
予約不要、随時相談可
HPアドレス：http://www.city.toyohashi.lg.jp/36943htm

電話番号：０７４２－３４－１９７８
相談日及び相談時間：月曜日～金曜日（祝日年末年始を除く）
http://www.city.nara.lg.jp

78

長野市

長野市保健所

79

豊橋市

豊橋市保健所

80

奈良市

奈良市健康医療部母子保健課

○

○

×

81

鳥取市*1

鳥取市保健所

健康・子育て推進課＊１

○

○

×

：0857-30-8584
：月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）
8:30～17:15
対
象 ：鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
HPアドレス：https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520836355557/index.html

82

呉市

呉市子育て世代包括支援センターえがお

○

×

×

〈妊娠ほっとライン・女性専用健康相談電話〉
電話番号 0823-25-3011
相談日時 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）9：00～16：00

こども保健課内

８：３０～１７：１５

電話番号
相談日時

83

久留米市

84

宮崎市

久留米市 子ども未来部こども子育てサポートセ
ンター

○

○

×

宮崎市保健所

○

○

○

面接相談「女性の健康相談」：3ヶ月に1回 13時15分から
※事前予約制
電話相談（ホットライン）：月～水・金曜日 8時30分から17時15分
木曜日
8時30分から19時
電話：0942-30-9731、0942-30-9345（不妊専用）
ホームページ：
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2040kosodate/3002bosihoken/2018-0815-1019-345.html

電話番号
相談日時

080-8553-1010
火・木曜日：17:00～20:00（受付19:30まで）
※年末年始は休み、祝日可
メール相談：ainote1010@docomo.ne.jp

