
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

大阪府
健康医療部保健医療室地域保健課
母子・援護グループ

06-6944-6711 大阪市中央区大手前2丁目1番22号

市区町村
大阪市こども青少年局子育て支援
部管理課母子保健グループ

06-6208-9966 大阪市北区中之島1丁目3－20

北区保健福祉センター 06-6313-9968 大阪市北区扇町2-1-27

都島区保健福祉センター分館 06-6882-9968 大阪市都島区中野町5-15-21

福島区保健福祉センター 06-6464-9968 大阪市福島区大開1-8-1

此花区保健福祉センター 06-6466-9968 大阪市此花区春日出北1-8-4

中央区保健福祉センター 06-6267-9968 大阪市中央区久太郎町1-2-27

西区保健福祉センター 06-6532-9968 大阪市西区新町4-5-14

港区保健福祉センター 06-6576-9968 大阪市港区市岡1-15-25

大正区保健福祉センター 06-4394-9968 大阪市大正区千島2-7-95

天王寺区保健福祉センター 06-6774-9968 大阪市天王寺区真法院町20-33

浪速区保健福祉センター 06-6647-9968 大阪市浪速区敷津東1-4-20

西淀川区保健福祉センター 06-6478-9968 大阪市西淀川区御幣島1-2-10

淀川区保健福祉センター 06-6308-9968 大阪市淀川区十三東2-3-3

東淀川区保健福祉センター 06-4809-9968 大阪市東淀川区豊新2-1-4

東成区保健福祉センター 06-6977-9968 大阪市東成区大今里西2-8-4

生野区保健福祉センター 06-6715-9968 大阪市生野区勝山南3-1-19

旭区保健福祉センター 06-6957-9968 大阪市旭区大宮1-1-17

城東区保健福祉センター 06-6930-9968 大阪市城東区中央3-5-45

鶴見区保健福祉センター 06-6915-9968 大阪市鶴見区横堤5-4-19

阿倍野区保健福祉センター 06-6622-9968 大阪市阿倍野区文の里1-1-40

住之江区保健福祉センター 06-6682-9968 大阪市住之江区御崎3-1-17

住吉区保健福祉センター 06-6694-9968 大阪市住吉区南住吉3-15-55

東住吉区保健福祉センター 06-4399-9968 大阪市東住吉区東田辺1-13-4

平野区保健福祉センター 06-4302-9968 大阪市平野区背戸口3-8-19

西成区保健福祉センター 06-6659-9968 大阪市西成区岸里1-5-20

堺市子ども青少年局
子ども青少年育成部子ども育成課

072-228-7612 堺市堺区南瓦町3－1

堺保健センター 072-238-0123 堺市堺区甲斐町東3丁2-6

ちぬが丘保健センター 072-241-6484 堺市堺区協和町3丁128-4

ジカウイルス感染症に関する妊婦の電話相談窓口一覧（大阪府）

大阪市

堺市



中保健センター 072-270-8100 堺市中区深井沢町2470-7

東保健センター 072-287-8120 堺市東区日置荘原寺町195-1

西保健センター 072-271-2012 堺市西区鳳南町4丁444-1

南保健センター 072-293-1222 堺市南区桃山台1丁１‐1

北保健センター 072-258-6600 堺市北区新金岡町5丁1-4

美原保健センター 072-362-8681 堺市美原区黒山782-11

保健センター 072-661-1108 高槻市城東町5-1

西部地域保健センター 072-696-9460 高槻市富田町2-4-1

保健所母子保健・感染症課 072-960-3805 東大阪市岩田町4-3-22-300

東保健センター 072-982-2603 東大阪市旭町1-1

中保健センター 072-965-6411 東大阪市岩田町4-3-22-300

西保健センター 06-6788-0085 東大阪市高井田元町2-8-27

健康増進課中部母子保健係 06-6858-2293 豊中市岡上の町2－1－15

健康増進課千里母子保健係 06-6873-2721 豊中市新千里東町1－2－2

健康増進課庄内母子保健係 06-6332-8555 豊中市島江町1－3－14－101

枚方市 保健センター 072-840-7221 枚方市禁野本町２－１３－１３

池田市 健康増進課（保健福祉総合センター） 072-754-6034 池田市城南3-1-40

箕面市
箕面市教育員会子ども未来創造局
子どもすこやか室

072-724-6768 箕面市西小路4-6-1

豊能町 保健福祉課（保健福祉センター） 072-738-3813 豊能郡豊能町東ときわ台1-2-6

能勢町
健康福祉部健康増進課健康管理係
（保健福祉センター）

072-731-3201 豊能郡能勢町栗栖 82-1

吹田市 保健センター 06-6339-1212 吹田市出口町19-2

茨木市 保健医療課（こども健康センター） 072-621-5901 茨木市春日3-13-5

摂津市 保健福祉課 06-6383-1386 摂津市三島1-1-1

島本町 いきいき健康課 075-961-1122 三島郡島本町桜井3-4-1

守口市 健康推進課 06-6992-2217 守口市大宮通1-13-7

寝屋川市 子育て支援課（保健福祉センター）
072-824-1181

（代表）
寝屋川市池田西町28-22

大東市 地域保健課 072-874-9500 大東市幸町8-1

門真市 健康増進課（保健福祉センター） 06-6904-6500 門真市御堂町14-1

四條畷市 保健センター 072-877-1231 四條畷市中野3-5-28

交野市 健康増進課 072-893-6405 交野市天野が原町5-5-1

八尾市 健康推進課（保健センター） 072-993-8600 八尾市旭ヶ丘5-85-16

柏原市 健康福祉課（保健センター） 072-973-5516 柏原市大県4-15-35

富田林市 健康づくり推進課 0721-28-5520 富田林市向陽台1-3-35

河内長野市 健康推進課（保健センター） 0721-55-0301 河内長野市菊水町2-13

松原市 地域保健課
072-334-1550

（代表）
松原市阿保1-1-1

羽曳野市 健康増進課（保健センター） 072-956-1000 羽曳野市誉田4-2-3

藤井寺市 健康課 072-939-1112 藤井寺市岡1-1-1

高槻市

東大阪市

豊中市

堺市



大阪狭山市 健康推進グループ(保健センター） 072-367-1300 大阪狭山市岩室1-97-3

太子町 健康増進グループ（保健センター） 0721-98-5520 南河内郡太子町大字山田 101

河南町 健康づくり推進課 0721-93-2500 南河内郡河南町大字白木1371

千早赤阪村 健康福祉課（保健センター） 0721-72-0069 南河内郡千早赤阪村大字水分195-1

岸和田市 健康推進課（保健センター） 072-423-8811 岸和田市別所町3-12-1

泉大津市 健康推進課（保健センター） 0725-33-8181 泉大津市宮町2-25

貝塚市 健康福祉部健康推進課(保健センター） 072-433-7000 貝塚市畠中1-18－8

泉佐野市 保健センター 072-463-6001 泉佐野市中庄1102

健康づくり推進室 健康増進担当（保
健センター）

0725-47-1551 和泉市府中町4-22-5

健康づくり推進室　健康増進担当
（保健福祉センター）

0725-57-6620 和泉市いぶき野5-4-7

高石市 地域包括ケア推進課 072-267-1160 高石市加茂4-１-１

泉南市 保健推進課 072-482-7615 泉南市信達市場1584-1

阪南市 健康増進課 072-472-2800 阪南市黒田263-1

忠岡町 保険課 保健センター係 0725-22-1122 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1

熊取町
子育て支援課（総合保健福祉セン
ター）

072-452-6294 泉南郡熊取町野田1-1-8

田尻町 健康課（総合保健福祉センター） 072-466-8811 泉南郡田尻町嘉祥寺883-1

岬町 地域福祉課(保健センター) 072-492-2424 泉南郡岬町多奈川谷川2424-3

　※ 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。

和泉市


