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ホームページURL

北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/indx.htm
札幌市 https://www.city.sapporo.jp/eiken/org/health/index.html
青森県 http://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/senntennseitaishaijou.html
宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/tandem-ms.html
仙台市 http://www.city.sendai.jp/fukushi/kosodate/nyuyoji/0638.html
岩手県 http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=14532
秋田県 http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1139724168910/
山形県 http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/kosodate/qanda/7010002no1-9.html
福島県 http://www.pref.fukushima.jp/jidou/boshi-hoken/senten-taisha.html
東京都 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shussan/taisyaijou.html
千葉県 http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/sententaisya.html
千葉市 http://chiba-city.mamafre.jp/archives/service/sentensei-taisha-ijou/
埼玉県 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/boshi/taisyaijo.html
さいたま市 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1348131496695/
神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360454/
横浜市 http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/sentenseitaishaijou.html
川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000036148.html
相模原市 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kenko/oyako/kenshin/001088.html
栃木県 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/sentenseitaisyaijou-tandemu.html
群馬県 http://www.pref.gunma.jp/02/d0110227.html
茨城県 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/jifuku/category03/09/index.html
山梨県
新潟県 http://www.pref.niigata.lg.jp/kenko/1356213649633.html
新潟市 http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/akachan/nyuyoji/senten.html
長野県 http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/documents/sentensei.pdf
石川県
富山県 http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/bu_gan1.htm
愛知県 http://www.pref.aichi.jp/0000012531.html
名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000008836.html
三重県
静岡県 http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-140/kokatei/tandemu.html
静岡市 http://houki.city.shizuoka.jp/manager/uploads/youkoudata/00669.pdf
浜松市
岐阜県 http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kenko/boshihoken/sententaisya.html
京都市 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000146159.html
福井県
大阪府 http://www.pref.osaka.jp/kenkozukuri/boshi/mass.html
堺市 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/shiritai/kenko/nyuyojikensa/taishaijokensa.html
奈良県 http://www.pref.nara.jp/item/98204.htm
京都府 http://navi.pref.kyoto.lg.jp/service/006-00007-1.html
徳島県 http://www.pref.tokushima.jp/FAQ/docs/00011525/
愛媛県
大阪市 http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007716.html
和歌山県 http://www.pref.wakayama.lg.jp/faq/answer/FAQ_A12118.html
滋賀県
兵庫県
神戸市 http://www.city.kobe.lg.jp/child/maternity/examination/h004.html
島根県
鳥取県 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/761892/04%20kenkoutoiryou25.pdf
岡山県 http://www.pref.okayama.jp/page/271032.html
岡山市
高知県
広島県 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/sennten.html
広島市 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1147412901408/
山口県 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/boshi/hoken.html
香川県 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kosodate/shoshi/information/birth/01.html
福岡県 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b01/10-itoshima-kennkouzoushinnkakari-senntennseitaisyaijyou.html
福岡市 http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/childcares/detail/72.html
北九州市 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/file_0013.html
佐賀県 http://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1368/kou-kouhou/kouhousi/dayori/_8339/_70315/_70326.html
熊本県 http://cyber.pref.kumamoto.jp/syougaihofuku/content/asp/work_main.asp?ls=5&id=11
熊本市

大分県
長崎県 http://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/90678.html
宮崎県 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kodomos/sewatto/kenkou/sentensei.html
鹿児島 http://www.pref.kagoshima.jp/ae08/kenko-fukushi/kodomo/byoki/taisya/04008007.html
沖縄県 http://www.pref.okinawa.lg.jp/handbook/No104B.htmlおきなわけん福祉保健部健康増進課母子保健班 〒900-8570　沖縄県那覇市泉崎1-2-2　 098-866-2209

宮崎県福祉保健部健康増進課 〒880-8501　宮崎県宮崎市橘通東二丁目10番1号 0985-26-7079
鹿児島県保健福祉部子ども福祉課 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10番1号　 099-286-2763

大分県福祉保健部健康対策課母子保健班 〒870-8501　大分市大手町３－１－１ 097-506-2663
長崎県福祉保健部こども家庭課 〒850-8570　長崎県長崎市江戸町2番13号 095-895-2442

熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども未来課母子保健班 〒862-8570　熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 096-333-2209
熊本市健康福祉子ども局子ども支援課 〒860-8601　熊本市中央区手取本町1番1号 096-328-2158

北九州市子ども家庭局  子育て支援課母子保健係 〒803-8501　北九州市小倉北区城内1番1号 093-582-2410
佐賀県健康福祉本部母子保健福祉課 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59 　 0952-25-7056

福岡県保健医療介護部健康増進課母子保健係 〒812-8577　福岡県福岡市博多区東公園7番7号 092-643-3307
福岡市こども未来局 こども発達支援課 〒810-8620  福岡市中央区天神１丁目８の１ 092-711-4178

山口県健康福祉部 健康増進課　母子保健・感染症班 〒753-8501  山口県山口市滝町1番1号 083-933-2947
香川県健康福祉部子育て支援課母子保健グループ 〒760-8570  香川県高松市番町四丁目1番10号 087-832-3285

広島県健康福祉局 健康対策課母子・健康増進グループ 〒730-8511　広島市中区基町10番52号 082-513-3175
広島市こども未来局 こども・家庭支援課 母子保健係 〒730-8586  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 082-504-2623

岡山市保健所健康づくり課母子歯科保健係 〒700-8546  岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 086-803-1264
高知県健康政策部健康対策課周産期・母子保健推進室 〒780-8570　高知県高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9659

鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課母子保健担当 〒680-8570  鳥取県鳥取市東町1丁目220 0857-26-7572
岡山県 保健福祉部 健康推進課母子歯科保健班 〒700-8570　岡山市北区内山下２丁目４番６号 086-226-7329

神戸市こども家庭局　こども企画育成部　こども家庭支援課母子保健係 〒650-8570  神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館078-322-6513
島根県健康福祉部健康推進課母子難病支援グループ 〒690-8501　島根県松江市殿町1番地 0852-22-6130 

滋賀県健康福祉部健康長寿課疾病対策担当 〒520-8577  大津市京町四丁目1番1号 077-528-3616
兵庫県健康福祉部健康局健康増進課保健指導係 〒650-8567  神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 078-362-9128

大阪市健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ 〒545-0051　大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号（あべ06-6647-0923
和歌山県福祉保健部 健康局 健康推進課母子保健班 〒640-8585　和歌山市小松原通1-1 073-441-2640・2643

徳島県保健福祉部健康増進課母子保健・がん対策担当 〒770-8570　徳島県徳島市万代町1丁目1番地 088-621-2220
愛媛県保健福祉部健康増進課母子保健係 〒790-8570　松山市一番町4-4-2 089-912-2400（内線2405）

奈良県医療政策部保健予防課母子･保健対策係 〒630-8501　奈良市登大路町30　 0742-27-8661
京都府健康福祉部 こども未来課　子育て支援担当 〒602-8570  京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075-414-4581

大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課　母子グループ 〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目 06-6944-6698
堺市子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども育成課子ども保健係 〒590-0078　堺市堺区南瓦町3番1号 072-228-7612

京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 〒604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町4075-222-3411
福井県健康福祉部健康増進課 〒910-8580　福井市大手3丁目17番1号 0776－20－0349

浜松市保健福祉部健康増進課 〒432-8550　浜松市中区鴨江二丁目11番2号　保健所2階 053-453-6125
岐阜県 健康福祉部保健医療課母子保健係 〒500 8570   岐阜市薮田南2丁目1番1号 058-272-8276

静岡県健康福祉部こども未来局こども家庭課 〒420-8601  静岡市葵区追手町9-6 054-221-3628
静岡市役所　子ども未来局　子ども未来部　子ども未来課 〒420-8602　静岡市葵区追手町５番１号 054-221-1543 

名古屋市子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係 〒460-8508　愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 052-972-2629
三重県健康福祉部子ども・家庭局　子どもの育ち推進課 母子 保健グループ. 〒514-8570  津市広明町13番地 059-224-2248

富山県厚生部健康課　母子・歯科保健係 〒930-8501  富山市新総曲輪1-7 076-444-3226
愛知県健康福祉部児童家庭課母子保健グループ  〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 052-954-6283

長野県 健康福祉部こども・家庭課こども・母子保健係 〒380-8570  長野県長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7095 
健康福祉部少子化対策監室（子育て支援担当）母子保健・食育グループ  〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地 076-225-1424

新潟県福祉保健部健康対策課母子保健係 〒950-8570　新潟市中央区新光町４番地１ 025-280-5197
新潟市保健所健康増進課　母子歯科保健係 〒950-0914　新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号（新潟市総025-212-8157

茨城県保健福祉部子ども家庭課 〒310-8555  茨城県水戸市笠原町978番6 029-301-3243
山梨県保健福祉部健康増進課　母子保健・難病担当 〒400-8501　甲府市丸の内１－６－１ 055（223）1493

栃木県保健福祉部 こども政策課 母子保健担当 〒320-8501  宇都宮市塙田1-1-20　 028-623-3064
群馬県健康福祉部 保健予防課 母子・歯科保健係 〒371-8570  前橋市大手町1-1-1 027-226-2606

川崎市市民・こども局こども本部こども支援部こども家庭課 〒210-8577  川崎市川崎区宮本町1番地 044-200-2674
相模原市健康福祉局保健所健康企画課課（総務・母子保健班） 〒252-5277　相模原市中央区富士見6-1-1　ウェルネスさが042-769-8345

保健福祉局 保健医療部 健康増進課母子保健・統計グループ 〒231-8588  神奈川県横浜市中区日本大通1 045-210-4786
横浜市こども青少年局こども家庭課 〒231-0017  横浜市中区港町1-1 045-671-2455

埼玉県保健医療部 健康長寿課母子保健担当 〒330-9301  埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-3561
さいたま市保健福祉局 保健所 地域保健支援課 〒338-0013　さいたま市中央区鈴谷７丁目５番１２号 048-840-2214

千葉県健康福祉部児童家庭課母子保健班 〒260-8667  千葉市中央区市場町1-1 043-223-2332
千葉市保健福祉局健康部健康支援課母子保健係 〒261-8755  千葉市美浜区幸町1丁目3番9号　千葉市総合保043-238-9930

福島県保健福祉部児童家庭課 〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7176
東京都福祉保健局少子社会対策部 家庭支援課 母子保健係 〒163-8001  東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 03-5320-4371

秋田県健康福祉部健康推進課母子・健康増進班 〒010-8570  秋田市山王四丁目１－１ 018-860-1426 　 
山形県子育て推進部子ども家庭課　母子保健担当 〒990-8570　山形市松波二丁目8－1 023-630-2260

仙台市子供未来局子育て支援課 〒980-8671  宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1 022-214-8189
岩手県保健福祉部児童家庭課母子保健係 〒020-8570  岩手県盛岡市内丸10番1号 019-629-5470

住所

青森県健康福祉部こどもみらい課　家庭支援グループ 〒030-8570  青森県青森市長島一丁目1-1 017-734-9303
宮城県保健福祉部子育て支援課　家庭生活支援班 〒980-8570  仙台市青葉区本町三丁目８－１ ０２２－２１１－２６３３

電話

自治体の母子保健所管部門

都道府県・指定都市の母子保健所管部門一覧

都道府県
指定都市

札幌市保健福祉局保健所健康企画課母子保健係 〒060-0042  札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル 011-622-5151
  北海道保健福祉部　こども未来推進局子育て支援グループ 〒060-8588  札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111 (内線25-770)

名称


