全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

01

02

03

04

北海道

国立大学法人旭川医科大学

青森県

弘前大学医学部附属病院
産科婦人科

岩手県

宮城県

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

岩手医科大学附属病院

東北大学病院産婦人科

電話

面接

電子メール

○

○

×

電話番号：0166-68-2568
電話及び面接相談日：毎週火曜日 11:00～16:00
面接予約受付：月～金曜日 10：00～16：00

○

電話番号：017-734-9303
相談日及び時間：金曜日 14:00～16:00
面接相談予約先：青森県こどもみらい課
メール相談 http://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/funincenter.html

×

電話相談：019-653-6251 火・水曜日 14：30～16：30
面接相談：予約制 木曜日 14：30～16：30
電話予約は電話相談実施日に受付
ウェブ予約は随時
https://reserva.be/iwatefuninsoudan

×

電話相談：022-728-5225
毎週水曜日 9:00～10:00
毎週木曜日 15:00～17:00
(年末年始、祝祭日を除く）
面接相談：事前に電話で相談の上予約
毎週水曜日 9:00～10:00
毎週木曜日 15:00～17:00
(年末年始、祝祭日を除く）
HPアドレス http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kodomo/huninsoudan.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
面接相談 018-884-6666 予約専用 月～金曜日 9:00～17:00
治療・費用等／毎週月曜日と金曜日 14:00～16:00
心理的な相談／第１・３水曜日 14:00～16:00
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

06

山形県

山形大学医学部附属病院産婦人科

○

○

×

相談・予約受付電話番号 023-628-5571
予約受付日 月・水・金曜日 9:00～12:00
電話及び面接相談日 火・金曜日 15:00～16:00

×

（専門相談）
相談日時：予約制 毎週木曜日 13：30～16：30
予約は以下の各保健福祉事務所で受け付けます。
（一般相談）
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/huninsenmonsoudancenter.html

○

予約受付：茨城県産婦人科医会 029-241-1130
（月～金曜日 9:00～15:00 ※要事前予約）
相談日及び時間：県三の丸庁舎 第1･4日曜日 14:00～17:00
第2･3木曜日 17:15～20:15
県南生涯学習センター
第1･3木曜日 18:00～21:00
第2･4日曜日 9:00～12:00
HPアドレス：http://www.ibaog.jp
※相談は医師，助産師，不妊カウンセラーが対応します。
※メール相談は，HPフォームから入力となります。

○

相談ダイヤル（面接等予約兼用）：028-665-8099
助産師による電話相談：火～土曜日及び第4日曜日 10:00～12:30、13:30～16:00
※祝日、年末年始を除く
医師による面接相談（要予約）：毎月1回 14:00～16:00
HPアドレス http://www.parti.jp/funin/
メール相談 funin.fuiku-soudan@parti.jp

×

予約専用電話：027-269-9966（予約受付 月～金曜日 9:00～17:00）
医師による面接相談（要予約）：毎月第1,3木曜日 10:00～15:30
(年2回出張相談あり）
HPアドレス
（群馬県健康づくり財団）
http://www.gunma-hf.jp/medical/infertility.html
（群馬県）http://www.pref.gunma.jp/02/d2910013.html

×

予約受付電話番号 ： 049-228-3674
専門医による面接日： 毎週火曜日・金曜日 16:00～17:30
HPアドレス
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/sodan.html

07

08

09

10

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

（専門相談）
福島県立医科大学附属病院
生殖医療センター内
（一般相談）
各保健福祉事務所

茨城県三の丸庁舎
茨城県県南生涯学習センター

とちぎ男女共同参画センター(パルティ)

公益財団法人群馬県健康づくり財団

埼玉医科大学総合医療センター

11

○

×

○

×

×

○

○

○

○

○

埼玉県

電話番号 ：
電話相談日：
一般社団法人埼玉県助産師会

○

×

×

048-799-3613
毎週月曜日・金曜日 10:00～15:00
第１・３土曜日 11:00～15:00、16:00～19:00

HPアドレス
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/sodan.html

全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

開設場所
電話

12

13

14

15

16

17

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

県内４健康福祉センター[保健所]
（松戸、印旛、長生、君津）

○

不妊・不育ホットライン
（委託機関）

○

神奈川県不妊・不育専門相談センター
（神奈川県平塚保健福祉事務所内）

新潟大学医歯学総合病院

富山県不妊専門相談センター

石川県不妊相談センター

○

○

○

○

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）

松戸 047-361-2138 毎月第2火曜日 13:30～15:00
印旛 043-483-1135 偶数月第2木曜日 午後
長生 0475-22-5167 相談日時はお問合せください
君津 0438-22-3744 偶数月第1火曜日または第3木曜日 14:00～16:00
※松戸のみ助産師等による電話相談あり（毎月第2火曜日 9:00～11:30）
HPアドレス
https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/soudan/funin.html

※面接相談は予約制

×

電話番号 03-3235-7455
相談日時 毎週火曜日 10時～16時（休日・年末年始は除く）
HPアドレスhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/sodan/h_soudan.html

×

助産師電話相談専用電話番号：0463-34-6717（相談日のみ）
医師等面接相談予約電話番号：045-210-4786（神奈川県健康増進課 月～金曜日（祝祭日、年末年
始を除く）8時30分～17時15分）
相談日 毎月2～3回
9時～11時30分：助産師電話相談
14時～16時
：医師等面接相談
相談日は神奈川県ホームページ参照：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f851/

○

【電話・面接相談】※電話予約が必要
予約・問い合わせ：025-225-2184 平日10:00～16:00
相談日：毎週火曜日 相談時間：15:00～17:00
【メール相談】
相談日時：随時
HPアドレス：http://www.pref.niigata.lg.jp/kenko/1196093735297.html
連絡先アドレス：sodan@med.niigata-u.ac.jp

×

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
HPアドレス http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1205/kj00001138.html

○

＜助産師による相談＞
電話番号：076-237-1871
面接（要予約）
メール相談 funin@pref.ishikawa.lg.jp
【相談日及び時間】
※祝日、年末年始を除く
月～土曜日
9:30-12:30
火曜日
18:00-21:00
＜泌尿器科医師による男性不妊専門相談＞
面接（要予約）
年４回 14:00～16:00
※事前に電話でご予約ください（076-237-1871）

18

19

20

21

福井県*

山梨県

長野県

岐阜県

福井県看護協会＊

山梨県ＪＡ会館5階

○

ルピナス

長野県看護協会会館
（(公社)長野県看護協会内）

岐阜県健康科学センター内

○

○

○

○

○

○

○

×

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

○

相談・予約受付ダイヤル：055-223-2210
電話相談：毎週水曜日 午後3時～午後7時（祝日、年末年始を除く）
担当者 ：保健師
面接相談（要予約）：第2、第4水曜日 午後3時～午後7時（祝日、年末年始を除く）
予約方法：電話相談日に受付
担当者 ：専門医師、心理カウンセラー
HPアドレス：https://www.pref.yamanashi.jp/kodomo-fukushi/99580904449.html
メール相談：kosodate@pref.yamanashi.lg.jp

○

電話相談：0263-35-1012（専用ダイヤル）
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
メール相談 E-mail: funin@nursen.or.jp
相 談 員：不妊相談コーディネーター（助産師）
面接相談（予約制） 電話相談の時間帯に予約が必要
相 談 員：不妊相談コーディネーターの場合
毎週火・木曜日 10:00～16:00
毎月第３土曜日 13:00～16:00
産婦人科医師による場合 第４木曜日 13:30～16:00
相談場所：(公社)長野県看護協会内２階相談室

○

■電話番号
058-389-8258
■相談日及び時間
毎週月・金曜日 10:00～12:00 13:00～16:00
※面接は予約制
■HPアドレス
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kekkon/boshi-hoken/kosodate/sien.html
■メール相談
c11223a@pref.gifu.lg.jp

全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

開設場所
電話

22

23

24

25

静岡県

愛知県

静岡県不妊・不育専門相談センター

名古屋大学医学部附属病院

三重県

三重県不妊専門相談センター
（三重県立看護大学内）

滋賀県

滋賀医科大学医学部附属病院内
滋賀県不妊専門相談センター

○

○

○

○

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）

×

相談専用ダイヤル（予約兼用）：054-204-0477
相談日：電話相談 毎週火曜日 10:00～19:00
毎週土曜日 10:00～15:00
面接相談 月２回（第２・４土曜日） 10:00～15:00
※予約制
ホームページ：http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-140/kokatei/funinsoudan.html

○

相談専用ダイヤル（予約兼用）：052-741-7830
電話：月曜日・木曜日 10:00～13:00、第1・3水曜日 18:00～21:00
面接：(医師)火曜日16:00～17:00、19:00～19:30
(カウンセラー)第1・3月曜日、第2・4木曜日 13:30～14:30
メール相談(ホームページ上で受付)
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/obgy/afsc/aichi/

×

相談専用ダイヤル：059-211-0041
電話相談：火曜日 10:00～16:00
面接相談：火曜日（要予約）
※第５火曜日、年末年始、祝日を除く
HPアドレス
http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117793.htm

○

電話：077-548-9083（月～金の9時から16時 祝日、年末年始は除く）
面接：毎週水曜日の15時から16時（要予約）
ＨＰ： http://www.sumsog.jp/consulting-a-doctor/advisers-for-sterility
メール相談フォーム：http://www.sumsog.jp/consulting-a-doctor/advice-for-sterility

【妊娠出産・不妊ほっとコール】
相談内容：不妊に関する相談全般
電話番号：075－692－3449
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）
26

京都府

きょうと子育てピアサポートセンター

○

○

×
【仕事と不妊治療の両立支援コール】（Ｈ30.10．5開設）
相談内容：不妊治療と仕事の両立に関する相談
電話番号：075－692－3467
相談日：毎月１回 第１金曜日
相談時間：9時15分～13時15分
相談対応者：専門相談員（看護師・精神保健福祉士・産業カウンセラー等の有資格者）

27

大阪府

大阪府不妊専門相談センター
（ドーンセンター[大阪府立男女共同参
画・青少年センター]内）

兵庫県立男女共同参画センター
（神戸クリスタルタワー7階）

28

○

○

○

○

×

男性不妊専門相談：神戸市内

×

○

○

○

×

×

不妊・不育専門相談
・面接相談（完全予約制）予約専用℡：078-362-3250
原則 第1火曜日 14:00～15:00 産婦人科医師（※）
（※）R1年5月、8月及びR2年1月は除く
HPアドレス https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw13/hw13_000000081.html

×

男性不妊専門相談
・面接相談（完全予約制）予約専用℡：078-362-3250
原則 第1水曜日 15:00～17:00 泌尿器科医師
第2土曜日 14:00～17:00 助産師（※１）
・電話相談：078-360-1388
原則 第1、3土曜日 10:00～16:00 助産師（※１）
（※１）不妊症看護認定看護師資格取得者
HPアドレス https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw13/hw13_000000081.html
・電話相談：0744-22-0311
毎週金曜日 13:00～16:00（助産師)

29

奈良県

（一社）奈良県医師会館内

○

○

18：45～21：00
13：45～18：00

不妊・不育専門相談
・電話相談：078-360-1388
原則 第1、3土曜日 10:00～16:00 助産師（※１）
・面接相談（完全予約制）予約専用℡：078-362-3250
原則 第2土曜日 14:00～17:00 助産師（※１）
第4水曜日 14:00～17:00 産婦人科医師（※２）
（※1）不妊症看護認定看護師資格取得者
（※2）産婦人科医師の相談日は、R1年5月、8月及びR2年1月のみ
HPアドレス https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw13/hw13_000000081.html

兵庫県

兵庫医科大学病院内

■電話番号：06-6910-8655（電話相談専用電話）
06-6910-1310（面接相談予約電話）
・電話相談：第1・第3水曜日 10：00～19：00
第2・第4水曜日 10：00～16：00
第4土曜日
13：00～16：00
（第5水曜日、祝日は除く）
・面接相談：第4土曜日 16：00～17：00（30分／1人）
面接相談予約受付：火曜日～金曜日 13：30～18：00
土曜日・日曜日
9：30～13：00
■HPアドレスhttps://www.funin-osaka.jp/

×

・面接相談：要予約
毎月第2金曜日13:00～16:00（産婦人科医師）
※年末年始、医師会館休館日除く。
HPアドレス
http://www.pref.nara.jp/4558.htm

全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

開設場所
電話

30

和歌山県

県内3保健所（岩出、湯浅、田辺）

○

面接

○

電子メール

○

鳥取県

○

○

○
鳥取県西部不妊専門相談センター
HPアドレス：http://www.mfc.or.jp/lcc
・電話相談：月～水、金曜日 14:00～17:00
（祝祭日及び年末年始除く）
電話番号0859-35-5223
・面談相談：木・土曜日 14:00～17:00
（祝祭日及び年末年始除く）
※電話またはメールによる予約が必要
・メール相談：seibufuninsoudan@mfc.or.jp （24時間受付）

鳥取県西部不妊専門相談センター
（医療法人ミオ・ファティリティ・クリ
ニック内）

32

33

34

35

島根県

岡山県

広島県

山口県

島根県立中央病院

岡山大学病院

広島県不妊専門相談センター

山口県立総合医療センター

相談受付（予約兼用）ダイヤル：[岩出]0736-61-0049
[湯浅]0737-64-1294
[田辺]0739-26-7952
電話相談：月～金曜日 9:00～17:45（保健師）
面接相談：要予約（医師）
HPアドレス https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_boshi/konotori/support.html
メール相談アドレス e0412004@pref.wakayama.lg.jp
鳥取県東部不妊専門相談センター
HPアドレス：http://www.pref.tottori.lg.jp/237099.htm
電話・面談相談：毎週火・金・土曜日8:30～17:00
毎週水・木曜日13:00～17:00（メール・電話のみ）
電話番号0857-26-2271（代表)
※祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は除く。
※面談相談は予約が必要
・メール相談：funinsoudan@pref.tottori.lg.jp （24時間受付）
・ＦＡＸ相談：0857-29-3227

鳥取県東部不妊専門相談センター
（鳥取県立中央病院内）
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）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

電話相談
Ｔ Ｅ Ｌ 0853-21-3584
相談日時 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）15：00～17：00
面接相談
医師による面接は予約により実施（TEL 0853-21-3584）
メール相談
funinshimane@spch.izumo.shimane.jp
ＨＰアドレス
http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/funinsoudan.html

○

相談専用ダイヤル＆FAX（予約兼用）：086-235-6542
電話、面接相談：月・水・金曜日13:00～17:00、毎月 第1土・日曜日10:00～13:00（祝日、年末年
始を除く。日曜は面接のみ）★面接相談は予約制
HPアドレス http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~funin/index.html
メール相談 funin@okayama-u.ac.jp

○

電話相談・FAX相談：082-870-5445
電話相談：火水金/15：00～17：30 木土/10：00～12：30
（祝日。年末年始は除く。）
FAX相談：原則1週間以内に返信
面接相談：助産師 金/15：00～17：00
医 師 年6回（要予約。電話082-870-5445まで。）
メール相談：メールフォームのあるアドレス
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/248/funinsenmonsoudan.html

○

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

36

37

38

徳島県

香川県

愛媛県

徳島県不妊・不育相談室

不妊・不育症相談センター
（（公社）香川県看護協会）

愛媛県心と体の健康センター

×

○

○

○

○

○

×

予約受付電話番号：088-633-7227
予約受付日：毎週火曜日9:30～12:00
毎週月曜日、木曜日13:30～17:00
相談日：【不育相談日】毎週火曜日9:30～12:00
【不妊・不育相談日】毎週月・木曜日15:00～17:00
ホームページアドレス
http://www.tokudai-sanfujinka.jp/Patient/news/view.html?news_id=13437066714557

○

相談専用ダイヤル（予約兼用）：087-816-1085
電話相談：月～金曜日 10:00～16:00（祝・休日を除く）
専門医による来所相談：月1～2回（予約制）
心理カウンセラーによる来所相談：月2回 13:30～16:00（予約制）
メール相談：メールフォームのあるHPアドレス
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kosodate/baby/index.html

×

相談専用ダイヤル(予約兼用):089-927-7117
電話相談：毎週水曜日(※祝・祭日を除く) 13:00～16:00
面接相談：月1回（予約制）
面接予約：毎週水曜日(※祝・祭日を除く) 13:00～16:00
HPアドレス http://www.pref.ehime.jp/h25118/funin/funin.html

全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

電話

39

40

41

42

43

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

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

高知県・高知市病院企業団立高知医療セン
ター内 「ここから相談室」

県内３保健福祉環境事務所
（宗像・遠賀、嘉穂・鞍手、北筑後）

佐賀中部保健福祉事務所（専門相談）
各保健福祉事務所（一般相談）

各保健所

熊本県女性相談センター

○

○

○

○

○

面接

○

○

○

○

○

電子メール

×

相談専用ダイヤル：070-5511-1679（予約兼用）
予約専用アドレス：kokokara@khsc.or.jp
【電話相談】
毎週水曜日、毎月第3土曜日 9:00～12:00（祝祭日･年末年始を除く）
【面接相談】
(予約制)毎月第1水曜日 13:00～16:20（祝祭日･年末年始を除く）
面接予約受付：毎週水曜日、毎月第3土曜日 9:00～12:00
【男性不妊専門相談(担当：泌尿器科医師)】
面接(予約制) ＊令和元年度は7月、10月、1月に実施予定
面接予約受付：毎週水曜日、毎月第3土曜日 9:00～12:00
HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/funinsoudan-center.html

×

○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/funin.html

×

＜佐賀中部保健福祉事務所＞（専門相談）
●相談専門ﾀﾞｲﾔﾙ：0952-33-2298 月～金曜日 9:00～17:00
●専門医・ｶｳﾝｾﾗｰ面接：第3水曜日15:00～17:00（要予約）
●保健師面接相談：月～金曜日 9:00～17:00
（電話/面接相談：祝日・年末年始をのぞく）
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00333406/
＜各保健福祉事務所母子保健福祉担当＞（一般相談）
鳥栖：0942-83-2172 伊万里：0955-23-2102
唐津：0955-73-4228 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

×

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：月曜日～金曜日 9:00～17:45（年末年始・祝祭日等の閉庁日は除く）

×

電話番号
電話相談
来所相談

：096-381-4340
：月～土 9:00～20:00
：原則 第4金曜 14:00～16:00 産婦人科医師（要予約）

HPアドレス：http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_5705.html

44

大分県

大分県不妊専門相談センター
（大分大学医学部附属病院２階）

宮崎県中央保健所
45

46

○

○

○

○

×

電話・面接相談（※面接は要予約）
電話番号 0985-22-1018（専用）
相談日時 月～金曜日（祝日・年末年始は除く）9:30～15:30
HPアドレス http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kenko/hoken/index.html

宮崎県
宮崎県都城保健所（相談会）
宮崎県延岡保健所（相談会）

×

○

×

都城保健所：0986-23-4504(代表)第4金曜日（祝日や年末年始等の閉庁日は除く）9:30～15:30
延岡保健所：0982-33-5373(代表)第1木曜日（祝日や年末年始等の閉庁日は除く）9:30～15:30
※要予約
HPアドレス http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kenko/hoken/index.html

鹿児島大学病院（専門相談）

○

×

○

電話相談：099-275-6839 月・金 15:00～17:00
メール相談：funin@pref.kagoshima.lg.jp 随時受付
HPアドレス：http://www.pref.kagoshima.jp/ae08/kenko-fukushi/kodomo/sodan/funinsodan.html

鹿児島県

電話相談：各保健所代表電話
各保健所（一般相談）

47

○

電話番号：097-586-6368（直通）、080-1542-3268（携帯）
電話相談：火曜日～土曜日 10:00～16:00
面接相談：要電話予約
・不妊カウンセラー（専任助産師）による面接相談 随時
・医師による面接相談 週1回
・臨床心理士による面接相談 月2～3回
・胚培養士による面接相談 月2回
メール相談：hopeful@oita-u.ac.jp （随時受付）
HPｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.med.oita-u.ac.jp/hopeful/index.html

沖縄県

〒901-1105
沖縄県南風原町字新川272番地17
沖縄県看護研修センター内

○

○

○

○

×

○

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/funinsodan.html
○電話番号
：098-888-1176（直通）
○相 談 日
：毎週 水・木・金 13:30～16:30（年末年始・祝日は休み）
○面接相談
:月１～２回 14:00～17:00
※事前に電話予約をお願いします。
○HPアドレス
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/boshi/tokuteihunin.html
○メール相談の連絡先アドレス
woman.h@oki-kango.or.jp

全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

電話

48

49

札幌市

仙台市

札幌市不妊専門相談センター

東北大学病院産婦人科

50 さいたま市 さいたま市保健所

51

52

53

54

55

56

57

58

59

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

浜松市

名古屋市

京都市

堺市

北九州市

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

千葉市保健所（健康支援課）

公立大学法人
医療センター

横浜市立大学附属市民総合

川崎市ナーシングセンター
（川崎市不妊・不育専門相談センター）

不妊・不育専門相談

健康増進課

名古屋市立大学病院内
(愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1)

公益社団法人京都府助産師会
（京都府助産師会館）

不妊症・不育症相談
(実施場所：堺市総合福祉会館等）

小倉北区役所健康相談コーナー内（専門相
談）

○

○

○

○

×

×

○

×

○

×

×

○

面接

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

電子メール

×

電話番号：011-622-4500（専用） FAX：011-622-7221
一般相談：電話・面接
月～金曜日（年末年始・祝祭日を除く）
8:45～12:15 13:00～17:15
専門相談：面接相談（予約制）
医師による相談…毎月第1・3火曜日/午後
不妊カウンセラーによる相談…毎月第2・4月曜日/午後
HPアドレス http://www.city.sapporo.jp/eisei/funin

×

電話相談：022-728-5225
毎週水曜日 9：00～10：00 及び 毎週木曜日 15:00～17:00 (年末年始、祝祭日を除く）
面接相談：事前に電話で相談の上予約
毎週水曜日 9：00～10：00 及び 毎週木曜日 15:00～17:00 (年末年始、祝祭日を除く）
HPアドレス http://www.city.sendai.jp/kodomohoken/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/funin/senta.html

×

相談(予約)専用電話：048－840－2233
(月・木・金曜日 10時～16時、祝日及び年末年始は除く）
カウンセラーによる面接相談：月1回 10時～11時35分（要予約)
HPアドレスhttps://www.city.saitama.jp/008/016/001/001/p017228.html

×

電話番号(予約兼用）：043-238-9925（健康支援課）
保健師による電話相談：月～金曜日 8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）
医師・助産師による面接相談：毎月1回水曜日午後（電話で要予約）
ホームページ
http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/shien/funinsoudan.html

×

予約電話番号：こども青少年局こども家庭課親子保健係
045-671-3874 （月～金曜日 8:45～17:00受付)
相談日：月2～3回 原則第1水曜日（奇数月）、第2水曜日、第4水曜日 年28回16:00～17:00
（年4回、原則第3水曜日 16:30～17:00 男性不妊専門相談日あり）
HPアドレス：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/oyakokenko/teate/josei/soudan.html

×

面接相談：毎月１回土曜日 9:30～11:30
専門医師や不妊症看護認定看護師による面接（1組30分程度）
予約受付：9:30～16:30 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
電話番号：044-711-3995
HPアドレス：http://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000036138.html

×

電話相談：042-769-8345（相模原市こども家庭課、面接予約兼用）
月1回相談日の午前9：00～11：30
面接相談：事前予約制 月1回相談日の午後13：00～15：30
HPアドレス：http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/ninshin/1007297.html

×

医師による面接相談：要予約。開催日等詳細はお問合せください。
予約受付：はままつ女性の健康相談
（電話番号）053-453-6188
（受付時間）月～金曜日 午後１時～午後4時
※祝日、年末年始除く
HPアドレス：
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kenkozoshin/health/soudan/funinsoudan.html

×

電話番号
相談日･時間

052-851-4874
毎週 火曜日 正午～15時
金曜日 9時～正午
※祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く

×

助産師による面接相談・交流会
相談日：第1木曜日・第３土曜日
14:00～16:00（ただし，7,9,12,3月は第1木曜日のみ）
交流会：7,9,12,3月の第3土曜日 13:30～15:30
※相談会及び交流会は，必ず事前に電話予約が必要です。
予約受付電話：075-841-1521（月～金曜日 10:00～15:00）
HP:http://www.ninshin-hotnavi.com/

×

助産師・不妊カウンセラーによる面接相談（要予約）
・問合せ、予約：各保健センターへ
【保健センター連絡先】
（http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/sodan/kikanichiran/hokencenter.htm
l）
・相談日時：月1回（第4木曜日）13:00～16:00（相談時間45分間）
日時は変更されることがあります。
【事業ＨＰ】
（http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/shiritai/teate/shussan/funinjosei/
funin_huikusoudan.html）

×

・相談ダイヤル（予約兼用）：093－571－2305
・電話相談・助産師による面接相談：
月～金曜日（祝日・年末年始除く）
9：00～12：00
13：00～17：00
・医師による面接相談：1回/月（要予約）
・HPアドレス：http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/file_0023.html

全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

開設場所
電話

60

61

62

63

面接

電子メール

福岡市役所 地下１階
福岡市不妊専門相談センター

×

○

×

相談予約電話番号：080-3986-8872
面接：予約制 不妊カウンセラーによる面接
・月火木 10:00～18:00 ・水金 13:00～19:00
・第2・4土 13:00～17:00
※日曜日・祝日・振替休日，年末年始（12月29日～1月3日）は休館

各区保健福祉センター健康課

×

○

×

相談予約電話番号：各区保健福祉センター健康課
面接：予約制 助産師による面接 （土・日・祝日・年末年始は除く）※要予約

青森市保健所

×

○

×

相談予約電話番号：017-743-6111 青森市保健所健康づくり推進課
面接：月1回 産婦人科医師等による面接 ※要予約
※相談日及び時間は変更することがあります。

×

産婦人科医師による面接相談 ※要予約
電話：0178-43-2298
相談日時：月1回指定日
HPアドレス：http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/25,126224,112,html

×

【電話番号】 024-924-3691
【相談日】奇数月に専門相談日を開設
（事前予約制 お問合せください）
不妊症看護認定看護師が対応します
【HPアドレス】https://www.city.koriyama.lg.jp

福岡市

青森市

八戸市

郡山市

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）

八戸市保健所

健康づくり推進課

郡山市こども総合支援センター

×

×

○

○

64

川越市

埼玉医科大学総合医療センター

×

○

×

予約専用ダイヤル 049-228-3674（月～金曜日14:00～16:30）
相談日：原則火曜日・金曜日 16:00～
HPアドレス
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenkofukushi/kenko/nayandeimasenka.html

65

川口市

埼玉医科大学総合医療センター

×

○

×

予約専用ダイヤル：049-228-3674
予約受付時間：月～金曜日 14:00～16:30
相談日時：毎週火・金曜日16：00～18：00

×

予約専用電話番号：049-228-3674 月曜日から金曜日の14：00～16：30（祝・休日、年末年始を除
く）
相談日：毎週火・金曜日 16：00～、16：30～、17：00～
HPアドレス
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/iryokikan/iryouhi_josei/hunin
soudan.html

○

電話番号：046-822-9818
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
医師による相談（要予約）：年6回
メールアドレス：chaw-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp

66

67

越谷市

横須賀市

埼玉医科大学総合医療センター

横須賀市不妊・不育専門相談センター
（こども健康課内）

×

○

○

○

68

長野市

長野市保健所

○

○

×

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：毎月第3水曜日の13：00～16：00
不妊カウンセラー（助産師または看護師）による個別相談（予約制）

69

豊田市

豊田市役所

×

○

×

電話番号0565-34-6636
相談日及び相談時間：広報とよた毎月１日号に日時を掲載
不妊症看護認定看護師による相談（１回の相談は４５分以内）

豊橋市

豊橋市不妊・不育専門相談センター
（豊橋市保健所こども保健課内）

×

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/32936htm

70

○

○

71

岡崎市

岡崎市保健所

×

○

×

電話番号：0564-23-6084
相談日及び相談時間：毎月第４金曜日の午後
（2日前までの事前予約必要）
HPアドレス：https://www.city.okazaki.lg.jp/650/651/1690/p017530.html

72

西宮市*

西宮市保健所*

○

×

×

電話番号：0798-26-3667
相談日：月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）
相談時間：9：00～17：30

×

予約受付電話番号：078-918-5414（保健総務課）
相談日：原則毎月第4水曜日13:30-16:30（一人1時間まで）
（広報あかしに日時を掲載）
市の委託保健師による面接相談
※不育症相談窓口を兼ねる

×

電話番号:073-488-5120
保健師による電話相談:(月)～(金)8:30～17:15
(土･日･祝日･年末年始は除く)
医師による面接相談:毎月第1水曜日 13:00～15:15(予約制)

73

74

明石市

あかし保健所

和歌山市* 和歌山市保健所

×

地域保健課＊

○

○

○

全国の不妊専門相談センター一覧
※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
＊は国庫補助を受けず、自治体単独で実施している事業
（令和元年７月１日現在）

相談方式
実施主体

開設場所
電話

75

76

下関市

鹿児島市

下関市役所

公益社団法人鹿児島県助産師会（鹿児島中
央助産院）

○

○

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）

×

【不妊・不育専門相談】産婦人科医師・泌尿器科医師・臨床心理士による専門相談を実施していま
す。
・専門相談の開催日は、下関市ホームページ参照（※要予約）
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1133251371142/index_k.html
【一般相談】保健師による相談を随時行っています。
【予約・お問い合わせ先】下関市保健部健康推進課 083-231-1447

○

電話番号：公益社団法人鹿児島県助産師会（鹿児島中央助産院）
210-7559
相談日：水曜日（祝日、振替休日、年末年始を除く）10：00～17：00
※面接相談は要予約
メール相談：so-dan@k-midwife.or.jp
HPアドレス:
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/ninshin
/funin/documents/huninsoudan.html

