
区　名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

102-8688 千代田区九段南 1-2-1 5211-4128

102-0073 千代田区九段北 1-2-14 5211-8172

中央区 保健所　健康推進課 104-0044 中央区明石町 12-1 3541-5930

日本橋 保健センター 103-0012 　〃　日本橋堀留町 1-1-1 3661-3515

月　島 保健センター 104-0052 　〃　月島 2-10-3 5560-0765

芝 地区総合支所　区民課 105-8511 港区芝公園 1-5-25 3578-3161

麻布 地区総合支所　区民課 106-8515  〃 六本木 5-16-45 5114-8822

赤坂 地区総合支所　区民課 107-8516  〃 赤坂 4-18-13 5413-7276

高輪 地区総合支所　区民課 108-8581  〃 高輪 1-16-25 5421-7085

芝浦港南 地区総合支所　区民課 108-8516  〃 芝浦 1-16-1 6400-0022

牛　込 保健センター 162-0805 新宿区矢来町 6 3260-6231

四　谷 保健センター 160-0008 　〃　四谷三栄町 10-16 3351-5161

東新宿 保健センター 160-0022 　　 〃　新宿 7-26-4 3200-1026

落　合 保健センター 161-0033 　〃　下落合 4-6-7 3952-7161

112-8555
文京区春日 1-16-21
      文京シビックセンター8階

5803-1805

113-0022 　〃　千駄木 5-20-18 3821-5106

台 東 区 台　東 保健所　保健予防課 110-0015  　台東区東上野 4-22-8 3847-9471

向　島 保健センター 131-0032 墨田区東向島 5-16-2 3611-6135

本　所 保健センター 130-0005 　〃　東駒形 1-6-4 3622-9137

城　東 保健相談所 136-0072 江東区大島 3-1-3 3637-6521

深　川 保健相談所 135-0021 　〃　白河 3-4-3-301 3641-1181

深川南部 保健相談所 135-0051 　〃　枝川 1-8-15-102 5632-2291

城東南部 保健相談所 136-0076 　〃　南砂 4-3-10 5606-5001

品　川 保健センター 140-0001 品川区北品川 3-11-22 3474-2225

大　井 保健センター 140-0014 　〃　大井 2-27-20 3772-2666

荏　原 保健センター 142-0063   〃  荏原 2-9-6 3788-7013

品川区 保健所　保健予防課（難病のみ受付） 140-8715   〃  広町2-1-36（品川区役所） 5742-9152

目黒区 保健所　保健予防課 （目黒区総合庁舎） 153-8573 目黒区上目黒 2-19-15 5722-9396

碑文谷 保健センター 152-0003 　〃　碑文谷 4-16-18 3711-6446

福祉部 大森地域福祉課　　　(大森地域庁舎) 143-0015 大田区大森西 1-12-1 5764-0696

福祉部 調布地域福祉課 　　（調布地域庁舎） 145-0067 　〃　雪谷大塚町 4-6 3726-4139

福祉部 蒲田地域福祉課 　　（蒲田地域庁舎） 144-0053 　〃　蒲田本町 2-1-1 5713-1383

福祉部 糀谷・羽田地域福祉課 (糀谷・羽田地域庁舎) 144-0033 　〃　東糀谷 1-21-15 3741-6682

世田谷 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 154-8504 世田谷区世田谷 4-22-33 5432-2893

玉　川 総合支所　保健福祉センター 健康づくり課 158-8503 　〃　　等々力 3-4-1 3702-1948

砧 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 157-8501 　〃　　成城 6-2-1 3483-3161

烏　山 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 157-8555 　〃　　南烏山 6-22-14 3308-8228

150-8010 渋谷区宇田川町1-1 3463-1924

150-8010 渋谷区宇田川町1-1 3463-2412
渋 谷 区

【難病】渋谷区役所 障がい者福祉課 給付係

【肝炎】渋谷区保健所 地域保健課 健康推進係 

北　沢

世 田 谷 区

　文京区　保健サービスセンター　本郷支所

江 東 区

目 黒 区

大 田 区

文 京 区

品 川 区

難病・肝炎医療券の手続窓口一覧 (２３区）

墨 田 区

中 央 区

港 区

 手続の窓口

【肝炎】千代田保健所 健康推進課 
千 代 田 区

【難病】千代田区役所 保健福祉部 障害者福祉課

新 宿 区

　文京区　保健サービスセンター

総合支所　保健福祉センター　健康づくり課 　〃　　北沢 2-8-18（北沢タウンホール）155-8666 6804-9355

★ 患者さんのお住まいの区の窓口で手続をしてください。

★ 土・日・祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は閉庁日となっており、受付が
できませんのでご注意ください。

★ 受付時間等については、それぞれの窓口へお問い合わせください。
★ 手続の窓口は変更される場合もありますので、ご了承願います。

令和３年８月



区　名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

中　部 すこやか福祉センター 164-0011 中野区中央 3-19-1 3367-7788

北　部 すこやか福祉センター 165-0022 　〃　江古田 4-31-10 3389-4321

南　部 すこやか福祉センター 164-0013 　〃　弥生町 5-11-26 3380-5551

鷺　宮 すこやか福祉センター 165-0033 　〃　若宮3-58-10 3336-7111

中　野 164-8501 　〃　中野 4-8-1 3228-8953

荻　窪 保健センター 167-0051 杉並区荻窪 5-20-1 3391-0015

高井戸 保健センター 168-0072 　〃　高井戸東 3-20-3 3334-4304

高円寺 保健センター 166-0003 　〃　高円寺南 3-24-15 3311-0116

上井草 保健センター 167-0023 　〃　上井草 3-8-19 3394-1212

和　泉 保健センター 168-0063 　〃　和泉 4-50-6 3313-9331

池　袋 保健所（健康推進課管理事業グループ） 170-0013 豊島区東池袋 4-42-16 3987-4172

池　袋 保健所　出張窓口 171-8422 　〃　南池袋 2-45-1（豊島区役所本庁舎４階）

  王子障害相談係  （区役所内） 114-8508 北区王子本町 1-15-22（第１庁舎１階１番窓口） 3908-1359

  赤羽障害相談係 115-0044  〃 赤羽南 1-13-1 赤羽会館6階 3903-4161

荒 川 区 荒　川 区役所 障害者福祉課 116-8501 荒川区荒川 2-2-3
3802-3111（代表）

内線 2692

板　橋 健康福祉センター 173-0014 板橋区大山東町 32-15 3579-2333

赤　塚 健康福祉センター 175-0092 　〃　赤塚 1-10-13 3979-0511

志　村 健康福祉センター 174-0046 　〃　蓮根 2-5-5 3969-3836

上板橋 健康福祉センター 174-0075 　〃　桜川 3-18-6 3937-1041

高島平 健康福祉センター 175-0082 　〃　高島平 3-13-28 3938-8621

練馬区 保健所 保健予防課 予防係 176-8501 練馬区豊玉北6-12-1(東庁舎６階) 5984-2484

豊　玉 保健相談所 176-0012   〃  豊玉北5-15-19 3992-1188

　北 保健相談所 179-0081 　〃　北町 6-35-7 3931-1347

光が丘 保健相談所 179-0072 　〃　光が丘 2-9-6 (光が丘区民センター１階） 5997-7722

石神井 保健相談所 177-0041 　〃　石神井町 7-3-28 3996-0634

大　泉 保健相談所 178-0061 　〃　大泉学園町 5-8-8 3921-0217

　関 保健相談所 177-0052   〃　関町東 1-27-4 3929-5381

足立区 衛生部 保健予防課 保健予防係 120-8510 足立区中央本町 1-17-1 (本庁舎南館２階) 3880-5892

江　北 保健センター 123-0845 　〃　西新井本町 2-30-40 3896-4004

千　住 保健センター 120-0036
　〃　千住仲町 19-3
　　　 (千住庁舎４階)

3888-4277

竹の塚 保健センター 121-0822
　  〃　西竹の塚 1-11-2
　　　   エミエルタワー竹の塚２階

3855-5082

中央本町 地域・保健総合支援課 120-0011 　〃　中央本町 1-5-3　足立保健所内 3880-5351

東　部 保健センター 120-0001 　〃　大谷田 3-11-13(H27.7.21から一時移転） 3606-4171

葛飾区 健康部(保健所)　保健予防課　保健予防係 125-0062 葛飾区青戸 4-15-14　健康プラザかつしか内 3602-1274

金　町 保健センター 125-0042 　〃　金町 4-18-19 3607-4141

新小岩 保健センター 124-0025 　〃　西新小岩 4-21-12 3696-3781

水　元 保健センター 125-0033 　〃　東水元 1-7-3 3627-1911

高　砂 区民事務所 125-0054 　〃　高砂3-1-39　高砂地区センター内 3659-3336

堀　切 区民事務所 124-0006 　〃　堀切3-8-5　堀切地区センター内 3693-4184

江戸川 保健所　保健予防課　医療給付係 132-8507 江戸川区中央 4-24-19 5661-2464

小　岩 健康サポートセンター 133-0052 　〃　　東小岩 3-23-3 3658-3171

東　部 健康サポートセンター 132-0011 　〃　　瑞江 2-5-7　東部フレンドホール３階 3678-6441

清新町 健康サポートセンター 134-0087 　〃　　清新町 1-3-11 3878-1221

葛　西 健康サポートセンター 134-0083 　〃　　中葛西 3-10-1 3688-0154

鹿　骨 健康サポートセンター 133-0073 　〃　　鹿骨 1-55-10 3678-8711

小松川 健康サポートセンター 132-0034 　〃　　小松川 3-6-1 3683-5531

なぎさ 健康サポートセンター 134-0085 　〃　　南葛西 7-1-27 5675-2515

長　崎 健康相談所

中 野 区

区役所 障害福祉課 在宅福祉係

 手続の窓口

江 戸 川 区

杉 並 区

練 馬 区

豊 島 区

足 立 区

板 橋 区

北 区

葛飾区

　　 〃　長崎 2-27-18　１階 3957-1191171-0051

令和３年８月


