
妊婦さんのための「ジカウイルス感染症」電話相談窓口

平成２８年４月現在

市町村・県 名称 電話番号（直通） 所在地

市町村

福島市
こども政策課　母子保健
係

024-525-7671
福島市森合町10-1
(福島市保健福祉センター内）

会津若松市 健康増進課 0242-39-1245 会津若松市東栄町3番46号

こども部こども支援課
母子保健係

024-924-3691 郡山市桑野一丁目2番3号

保健福祉部保健所地域保
健課　感染症係

024-924-2163 郡山市朝日二丁目15番1号

いわき市
いわき市保健所地域保健
課感染症対策係

0246-27-8595 いわき市内郷高坂町四方木田191番地

白河市
こども支援課　母子健康
係

0248-27-2113 白河市八幡小路7番地1

須賀川市
ジカウイルス感染症相談
窓口

0248-88-8123 須賀川市牛袋町5番地

喜多方市役所保健課　健
康推進室

0241-24-5223 喜多方市字御清水東7244-2

喜多方市役所熱塩加納総
合支所　住民課市民サー

0241-36-2113
喜多方市熱塩加納町相田字大森5000番
地

喜多方市役所塩川総合支
所　住民課市民サービス

0241-28-1251 喜多方市塩川町字岡の前241番地

喜多方市役所山都総合支
所　住民課市民サービス

0241-38-3824 喜多方市山都町字蔵ノ後954番地1

喜多方市役所高郷総合支
所　住民課市民サービス

0241-44-2113
喜多方市高郷町西羽賀字十二林2820番
地

相馬市 保健センター 0244-35-4477 相馬市中村字大手先44-3

健康増進課　予防係 0243-55-5109 二本松市油井字砂田101

健康増進課　保健係 0243-55-5110 二本松市油井字砂田101

田村市
保健福祉部保健課保健指
導係 (母子保健･感染症担

0247-81-2271 田村市船引町船引字畑添76番地2

南相馬市
健康づくり課　母子保健
係（原町保健センター）

0244-23-3680 南相馬市原町区小川町322番地の1

健康推進課　地域母子係 024-576-3510 伊達市保原町大泉字大地内100

健康推進課　健康企画係 024-575-1116 伊達市保原町大泉字大地内100

本宮市
本宮市保健課　健康増進
係　　(本宮市民元気いき
いき応援プラザ内）

0243-63-2780 本宮市本宮字千代田60-1

桑折町 保健福祉課　健康増進係 024-582-1133 伊達郡桑折町大字谷地字道下22

国見町 保健福祉課　保健係 024-585-2783 伊達郡国見町大字藤田字一丁目二1-7

川俣町 川俣町保健センター 024-565-2279 伊達郡川俣町字樋ノ口12番地

大玉村
住民福祉部健康福祉課
健康推進係

0243-24-8114 安達郡大玉村玉井字星内70

鏡石町
健康環境課　健康グルー
プ

0248-62-2115
岩瀬郡鏡石町中央59
(勤労青少年ホーム内）

天栄町
天栄村健康保健センター
へるすぴあ

0248-82-3800 岩瀬郡天栄村大字下松本字東田23番地

下郷町
下郷町役場健康福祉課
健康係

0241-69-1199
南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番
地

檜枝岐村保健センター 0241-72-8364 南会津郡檜枝岐村字下ノ原887-2

檜枝岐村役場　住民課 0241-75-2502 南会津郡檜枝岐村字下ノ原880

只見町 保健福祉課　保健係 0241-84-7005
南会津郡只見町大字長浜字久保田31番
地

郡山市

檜枝岐村

伊達市

二本松市

喜多方市



南会津町 南会津町保健センター 0241-62-6180 南会津郡南会津町田島字宮本東22

北塩原村
住民課　健康づくり班
(北塩原村保健センター）

0241-28-3733
耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518
番地93

西会津町
西会津町役場健康福祉課
健康支援係

0241-45-4532 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3261

磐梯町 磐梯町保健福祉センター 0242-73-3101 耶麻郡磐梯町大字磐梯字漆方1049-2

猪苗代町
保健福祉課　健康づくり
係

0242-62-2115 耶麻郡猪苗代町字城南100番地

会津坂下町 会津坂下町役場生活課 0242-93-6169 会津坂下町字市中三番甲3662番

湯川村 湯川村保健センター 0241-27-3110 湯川村大字清水田字川入9番地

柳津町 柳津町役場 0241-42-2118 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234

三島町
三島町役場町民課　保健
福祉係

0241-48-5565 大沼郡三島町大字宮下字宮下350

金山町
金山町役場住民課　保健
福祉係

0241-54-5135 大沼郡金山町大字川口字谷地393

昭和村 保健福祉課 0241-57-2648 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1836

会津美里町
会津美里町役場　高田庁
舎健康ほけん課　健康増
進係

0242-55-1145 大沼郡会津美里町字宮北3163番地

西郷村
西郷村保健福祉センター
内健康推進課　保健係

0248-25-1115
西白河郡西郷村大字小田倉字上川向
76-1

泉崎村
泉崎村保健福祉総合セン
ター

0248-54-1335 西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

中島村 中島村役場　保健福祉課 0248-52-2174 西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1

矢吹町 保健福祉課　健康増進係 0248-44-2300 西白河郡矢吹町一本木101

棚倉町 棚倉町保健福祉センター 0247-33-7801 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

矢祭町
町民福祉課 　健康グルー
プ

0247-46-2097 東白川郡矢祭町大字小田川字春田16-1

塙町 塙町役場　健康福祉課 0247-43-2115 東白川郡塙町大字塙字大町3丁目21

鮫川村
鮫川村役場　住民福祉課
健康係

0247-49-3112
東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿
39-5

石川町 石川町保健センター 0247-26-8416 石川郡石川町字渡里沢37-5

玉川村 玉川村保健センター 0247-37-1024 石川郡玉川村大字小高字中畷16-1

平田村 健康福祉課　健康増進係 0247-55-3119 石川郡平田村大字永田字切田116

浅川町 浅川町保健センター 0247-36-4722 石川郡浅川町大字浅川字大明塚114-28

古殿町 健康管理センター 0247-53-4038 石川郡古殿町大字松川字横川94-1

三春町
三春町保健センター　健
康づくりグループ

0247-62-3166 田村郡三春町字南町26-1

小野町
小野町役場　　子育て支
援課

0247-72-2212 田村郡小野町大字小野新町字中通2

広野町 保健センター 0240-27-3040 双葉郡広野町中央台1丁目7番地

楢葉町
楢葉町住民福祉課　保健
衛生係

0240-23-6102 双葉郡楢葉町大字北田鐘突堂5-6

富岡町
健康福祉課　 健康づくり
係

0120-33-6466 郡山市大槻町字西ノ宮48-5

川内村 保健福祉課 0240-38-2941
双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133
番地5　川内村保健福祉医療複合施設

大熊町
大熊町役場いわき出張所
健康介護課　保健セン
ター

0246-36-5671 いわき市好間工業団地1-43

双葉町
健康福祉課　健康づくり
係

0246-84-5205
いわき市東田町2-19-4
双葉町役場いわき事務所

浪江町 健康保険課　健康係 0243-62-0168 二本松市北トロミ573

葛尾村 葛尾村役場 0240-29-2112 双葉郡葛尾村大字落合字落合16

新地町 新地町保健センター 0244-62-2096 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田40-1



飯舘村 飯舘村役場　健康福祉課 024-562-4224 福島市飯野町字後川10番地2

福島県

福島県
県北保健福祉事務所
保健福祉課児童家庭支援
チーム

024-534-4155 福島市御山町8-30

福島県
県中保健福祉事務所
保健福祉課児童家庭支援
チーム

0248-75-7810 須賀川市旭町153-1

福島県
県南保健福祉事務所
保健福祉課児童家庭支援
チーム

0248-22-5647 白河市郭内127

福島県
会津保健福祉事務所
保健福祉課児童家庭支援
チーム

0242-29-5278 会津若松市追手町7-40

福島県
南会津保健福祉事務所
保健福祉課

0241-63-0305 南会津町田島字天道沢甲2542-2

福島県
相双保健福祉事務所
保健福祉課児童家庭支援
チーム

0244-26-1134 南相馬市原町区錦町1-30


