
令和4年4月現在

行政
番号 区市町村 担当部署 連絡先（TEL) 住所

1 千代田区 保健福祉部　健康推進課 保健相談係 ０３－５２１１－８１７５
〒102－0073
千代田区九段北1-2-14

2 中央区 福祉保健部 健康推進課　予防係 ０３－３５４１－５９３０
〒104-0044
中央区明石町12-1

3 港区 みなと保健所　健康推進課　保健指導調整担当 ０３－６４００－００８４
〒108-8315
港区三田1-4-10

4 新宿区 健康部　健康政策課　健康企画係 ０３－５２７３－３０２４
〒160-0022
新宿区新宿5-18-21

5 文京区 保健衛生部　予防対策課　精神保健係 ０３－５８０３－１８４７
〒112-8555
文京区春日1-16-21

6 台東区 健康部 保健予防課 精神保健担当 ０３－３８４７－９４０５
〒110-0015
台東区東上野4-22-8　台東保健所

7 墨田区 福祉保健部　保健衛生担当　保健予防課　精神保健係 ０３－５６０８－６５０６
〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20

8 江東区 健康部　保健予防課　保健係 ０３－３６４７－５９０６
〒135-0016
江東区東陽2-1-1

9 品川区 品川区保健所　保健予防課　保健予防係 ０３－５７４２－９１５２
〒140-8715
品川区広町2-1-36

10 目黒区 健康推進部　健康推進課　健康づくり係 ０３－５７２２－９５８６
〒153-8573
目黒区上目黒2-19-15

11 大田区 健康政策部　健康づくり課　健康づくり担当 ０３－５７４４－１６６１
〒144-8621
大田区蒲田5-13-14

12 世田谷区 世田谷保健所　健康推進課　こころと体の健康担当 ０３－５４３２－２２４０
〒154-8504
世田谷区世田谷4-22-35

13 渋谷区 健康推進部　地域保健課　健康推進係 ０３－３４６３－２４１２
〒150-8010
渋谷区宇田川町1-1

14 中野区 健康福祉部　保健予防課　精神保健支援係 ０３－３３８２－２４３３
〒164-0001
中野区中野2-17-4(中野区保健所)

15 杉並区 杉並保健所　保健予防課　保健予防係 ０３－３３９１－１０２５
〒167-0051
杉並区荻窪5-20-1

16 豊島区 保健福祉部　健康推進課　精神保健係 ０３－３９８７－４２３１
〒170-0013
豊島区東池袋4-42-16

17 北区 健康部　健康推進課 滝野川健康支援センター係 ０３－３９１５－０１８４
〒114-0024
北区西ヶ原1-19-12　滝野川健康支援センター

18 荒川区 福祉部　障害者福祉課　こころの健康推進係 ０３－３８０２－３５４２
〒116-8501
荒川区荒川2-2-3

19 板橋区
健康生きがい部　健康推進課　いのち支える地域づくり
推進係

０３－３５７９－２３１１
〒173-8501
板橋区板橋2-66-1

20 練馬区 健康部　保健予防課　精神保健係 ０３－５９８４－４７６４
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1

21 足立区
衛生部　こころとからだの健康づくり課 こころといのち支
援係

０３－３８８０－５４３２
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1　区役所南館2階

22 葛飾区 健康部　保健予防課　保健予防係 ０３－３６０２－１２７４
〒125-0062
葛飾区青戸4-15-14　健康プラザかつしか

23 江戸川区 健康部 保健予防課 いのちの支援係 ０３－５６６１－２４７８
〒133-0041
江戸川区上一色2-6-10　上一色コミュニティセン
ター内

24 八王子市 健康部　保健対策課 ０４２－６４５－５１６２

〒192-0083
八王子市旭町13-18
※令和4年8月1日より
〒192-0046
東京都八王子市明神町3-19-2　東京都八王子合
同庁舎5階

25 立川市 福祉保健部　健康推進課　保健事業係 ０４２－５２７－３２７２
〒190-0011
立川市高松町3-22-9

26 武蔵野市 健康福祉部　健康課　管理係 ０４２２－５１－０７００
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-8-10

27 三鷹市 健康福祉部　健康推進課　保健サービス係 ０４２２－２４－８２０７
〒181-0004
三鷹市新川6-37-1　三鷹中央防災公園・元気創
造プラザ2階

28 青梅市 健康福祉部　健康課　健康推進係 ０４２８－２３－２１９１
〒198-0042
青梅市東青梅1-174-1

29 府中市 福祉保健部　健康推進課 ０４２－３６８－６５１１
〒183-0055
府中市府中町2-25

30 昭島市 保健福祉部　健康課　地域保健係 ０４２－５４４ー５１２６
〒196-0015
昭島市昭和町4-7-1

31 調布市 福祉健康部　健康推進課　地域保健係 ０４２－４４１－６１００
〒182-0026
調布市小島町2-33-1　文化会館たづくり西館内
保健センター

32 町田市 町田市保健所　健康推進課　健康推進係 ０４２－７２４－４２３６
〒194-0022
町田市森野2-2-22

33 小金井市 福祉保健部　健康課　健康係 ０４２－３２１－１２４０
〒184-0015
小金井市貫井北町5-18-18　保健センター

34 小平市 健康福祉部 健康推進課　健康推進担当 ０４２－３４６－３７００
〒187-0043
小平市学園東町1-19-12　健康センター1F

35 日野市
健康福祉部　セーフティネットコールセンター　セーフティ
ネット係

０４２－５１４－８５４２
〒191-8686
日野市神明1-12-1
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36 東村山市
健康福祉部　健康増進課　庶務・保健係、健康寿命推進
係

０４２－３９３－５１１１
〒189-8501
東村山市本町1-2-3　いきいきプラザ1階

37 国分寺市 健康部　健康推進課　事業推進係 ０４２－３２１－１８０１
〒185-0024
国分寺市泉町2-3-8　いずみプラザ

38 国立市 健康福祉部　健康増進課　保健センター ０４２－５７２－６１１１
〒186-0003
国立市富士見台3-16-5

39 福生市 福祉保健部　健康課 保健指導係 ０４２－５５２－００６１
〒197-0011
福生市福生2125-3　福生市保健センター

40 狛江市 福祉保健部　健康推進課　健康衛生係 ０３－３４８８－１１８１
〒201-0013
狛江市元和泉2－35－1　あいとぴあセンター内

41 東大和市 健幸いきいき部　健康推進課　健康推進係 ０４２－５６５－５２１１
〒207-0015
東大和市中央3-918-1　東大和市立保健センター

42 清瀬市 生涯健幸部　健康推進課　成人保健係 ０４２－４９７－２０７６
〒204-8511
清瀬市中里5-842

43 東久留米市 福祉保健部　健康課　保健サービス係 ０４２－４７７－００２２
〒203-0033
東久留米市滝山4-3-14（わくわく健康プラザ内）

44 武蔵村山市 健康福祉部　健康推進課　健康推進係 ０４２－５６５－９３１５
〒208-0004
武蔵村山市本町1-23

45 多摩市 健康福祉部　福祉総務課　福祉総務担当 ０４２－３３８－６８８９
〒206-8666
多摩市関戸6-12-1

46 稲城市 福祉部　健康課　健康推進係 ０４２－３７８－３４２１
〒206-0804
稲城市百村112-1

47 羽村市 福祉健康部　健康課　健康推進係 ０４２－５５５－１１１１（内線６２５）
〒205-0003
羽村市緑ヶ丘5-5-2

48 あきる野市 健康福祉部　健康課　健康づくり係 ０４２－５５８－１１８３
〒197-0814
あきる野市二宮350番地

49 西東京市 健康福祉部 健康課 保健係 ０４２－４３８－４０３７
〒202-8555
西東京市中町1-5-1　保谷保健福祉総合センター
4階

50 瑞穂町 福祉部　健康課　健康係 ０４２－５５７－５０７２
〒190-1211
西多摩郡瑞穂町大字石畑1970

51 日の出町 いきいき健康課　健康推進係 ０４２－５８８－５４２６
〒190-0192
西多摩郡日の出町大字平井2780番地

52 檜原村 福祉けんこう課　けんこう係 ０４２－５９８－３１２１
〒190-0211
西多摩郡檜原村2717

53 奥多摩町 福祉保健課　福祉係 ０４２８－８３－２７７７
〒198-0212
西多摩郡奥多摩町氷川1111

54 大島町 福祉けんこう課　けんこう係 ０４９９２－２－１４８２
〒100-0101
大島町元町1-1-14

55 利島村 住民課 ０４９９２－９－００１３
〒100-0301
利島村248

56 新島村 さわやか健康センター ０４９９２－５－１８５６
〒100-0402
新島村本村3-12-8

57 神津島村 保健医療課 ０４９９２－８－００１０
〒100-0601
神津島村1009-1

58 三宅村 福祉健康課　福祉係 ０４９９４－５－０９０２
〒100-1212
三宅島三宅村阿古497番地

59 御蔵島村 総務課　民生係 ０４９９４－８－２１２１
〒100-1301
御蔵島村字入かねが沢

60 八丈町 福祉健康課　保健係 ０４９９６－２－５５７０（内線１５８）
〒100-1401
八丈島八丈町大賀郷2551番地2

61 青ヶ島村 総務課　庶務民生係 ０４９９６－９－０２２１
〒100-1701
青ヶ島村無番地　青ヶ島村役場

62 小笠原村 村民課　福祉係 ０４９９８－２－３９３９
〒100-2101
小笠原村父島字西町


