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喫煙可能室届出窓口一覧 

＜区部＞ 

所管部署 所在地 
電話番号 

ファクシミリ番号 

千代田区 

千代田保健所生活衛生課 

受動喫煙防止担当 

〒102-8688 

千代田区九段南 1丁目 2番 1号 
 

※ 受動喫煙防止対策に関するお問合せ等に 

対応するため、民間委託により相談窓口を 

設置しております。 

03-5211-3669 

（千代田区受動喫防止相談窓口※） 

03-3288-1363 

中央区 

 総務課組織・業務改善等 

担当係長 

〒104-8404 

中央区築地１丁目 1番 1号 
 

※ 受動喫煙防止対策に関するお問合せ等に 

対応するため、民間委託により相談窓口を 

設置しております。 

0570-060-131 
（中央区受動喫煙相談コールセンター※） 

03-3546-2096 

港区 

みなと保健所健康推進課 

健康づくり係 

〒108-8315 

港区三田 1丁目 4番 10号 
 

※ 受動喫煙防止対策に関するお問合せ等に 

対応するため、民間委託により相談窓口を 

設置しております。 

03-6400-9977 
（受動喫煙防止対策に関する相談窓口※） 

03-6400-0083 

03-3455-4460 

新宿区 

健康部衛生課 

〒160-0022 

新宿区新宿五丁目 18番 21号 

第 2分庁舎 3階 

03-5273-3838 

03-3209-1441 

文京区 

保健衛生部生活衛生課 

〒112-8555 

文京区春日 1丁目 16番 21号 

03-5803-1223 

03-5803-1386 

台東区 

健康部生活衛生課 

〒110-0015 

台東区東上野 4丁目 22番 8号 

台東保健所 5階 

03-3847-9401 

03-3841-4325 

墨田区 

 保健計画課健康推進担当 

〒130-8640 

墨田区吾妻橋 1丁目 23番 20号 

03-5608-8514 

03-5608-6405 

江東区 

健康部健康推進課 

がん対策・地域医療連携係 

〒135-0016 

江東区東陽 2丁目 1番 1号 

03-3647-5889 

03-3615-7171 
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所管部署 所在地 
電話番号 

ファクシミリ番号 

品川区 

健康推進部健康課 

受動喫煙対策担当 

〒140-8715 

品川区広町 2丁目 1番 36号 

03-5742-7136 

03-5742-6883 

目黒区 

健康推進部健康推進課 

〒153-8573 

目黒区上目黒 2丁目 19番 15号 

03-5722-9586 

03-5722-9329 

大田区 

健康政策部健康づくり課 

健康づくり担当 

〒144-8621 

大田区蒲田 5丁目 13番 14号 

03-5744-1661 

03-5744-1523 

世田谷区 

世田谷保健所健康企画課 

〒154-8504 

世田谷区世田谷 4丁目 22番 35号 
 

※ 受動喫煙防止対策に関するお問合せ等に 

対応するため、民間委託により相談窓口を 

設置しております。 

0570－044609 

（世田谷区受動喫煙相談コールセンター※） 

03-5432-3022 

渋谷区 

健康推進部地域保健課 

健康推進係 

〒150-8010 

渋谷区宇田川町１番１号 

03-3463-2412 

03-5458-4978 

中野区 

健康福祉部保健企画課 

保健企画係 

〒164-0001 

中野区中野 2丁目 17番 4号 

03-3382-2428 

03-3382-7765 

杉並区 

 杉並保健所健康推進課 

〒167-0051 

杉並区荻窪 5丁目 20番 1号 

03-3391-1355 

03-3391-1377 

豊島区 

保健福祉部地域保健課 

がん対策・健康計画グループ 

〒170-0013 

豊島区東池袋４丁目４２番 1６号 池

袋保健所 2階 

03-3987-4243 

03-3987-4110 

北区 

 受動喫煙防止対策担当課 

〒114-0001 

北区東十条 2丁目 7番 3号 

03-6903-2011 

03-3919-3308 

荒川区 

健康部健康推進課健康推進係 

〒116-8507 

荒川区荒川 2丁目 11番 1号 

がん予防・健康づくりセンター２階 

03-3802-3111 

03-3806-0364 

板橋区 

板橋区受動喫煙防止相談窓口 

〒173-8501 

板橋区板橋 2丁目 66番 1号 南館 3

階 

03-3579-2707 

（電話番号のみ） 
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所管部署 所在地 
電話番号 

ファクシミリ番号 

練馬区 

健康部健康推進課 

受動喫煙対策担当係 

〒176-8501 

練馬区豊玉北 6丁目 12番 1号 

03-5984-1608 

03-5984-1211 

足立区 

足立保健所生活衛生課 

受動喫煙防止担当 

〒120-0011 

足立区中央本町１丁目５番３号 

足立保健所２階 

03-3880-5384 

03-3880－6998 

葛飾区 

健康部健康づくり課 

〒125-0062 

葛飾区青戸 4丁目 15番 14号 

健康プラザかつしか内 
※ 受動喫煙防止対策に関するお問合せ等に 

対応するため、民間委託により相談窓口を 

設置しております。 

03-5680-2100 

（葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口※） 

03-3602-1298 

江戸川区 

 江戸川保健所生活衛生課 

 環境衛生係 

〒133-0052 

江戸川区東小岩３丁目 23番３号 

小岩健康サポートセンター内 

03-3658-3177 

03-3671-5798 

 

＜中核市・政令市＞ 

所管部署 所在地 
電話番号 

ファクシミリ番号 

八王子市 

八王子市保健所健康部 

健康政策課 

〒192-0083 

八王子市旭町 13番 18号 

042-645-5117 

042-644-9100 

町田市 

町田市保健所健康推進課 

〒194-8520 

町田市森野 2丁目 2番 22号 

※ 受動喫煙防止対策に関するお問合せ等に 

対応するため、民間委託により相談窓口を 

設置しております。 

042-860-7830 

（町田市受動喫煙防止対策専用相談窓口※） 

050-3101-4923 
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＜多摩地域＞ 

所管部署 所在地 
電話番号 

所管区域 
ファクシミリ番号 

西多摩保健所 

企画調整課 

〒198-0042 

青梅市東青梅 1丁目 167

番の 15 

0428-22-6141 青梅市、福生市、羽村市、 

あきる野市、瑞穂町、日の出

町、檜原村、奥多摩町 0428-23-3987 

南多摩保健所 

 企画調整課 

〒206-0025 

多摩市永山 2丁目 

1番 5号 

042-371-7661 日野市、多摩市、稲城市 

042-375-6697 

多摩立川保健所 

 企画調整課 

〒190-0023 

立川市柴崎町 2丁目２１

番 19号（東京都立川福祉保健庁

舎内） 

042-524-5171 立川市、昭島市、国分寺市、 

国立市、東大和市、武蔵村山

市 042-528-2777 

多摩府中保健所 

 企画調整課 

〒183-0022 

府中市宮西町 1丁目 

26番の 1 
（東京都府中合同庁舎内） 

042-362-2334 武蔵野市、三鷹市、府中市、 

調布市、小金井市、狛江市 

042-360-2144 

多摩小平保健所 

 企画調整課 

〒187-0002 

小平市花小金井 1丁目 

31番 24号 

042-450-3111 小平市、東村山市、清瀬市、 

東久留米市、西東京市 

042-450-3261 

 

＜島しょ地域＞ 

所管部署 所在地 
電話番号 

所管区域 
ファクシミリ番号 

島しょ保健所 

大島出張所 

庶務担当 

〒100-0101 

大島町元町字馬の背 

275番 4号 

04992-2-1436 大島町、利島村、新島村、 

神津島村 

04992-2-1740 

島しょ保健所 

三宅出張所 

庶務担当 

〒100-1102 

三宅村伊豆 1004 

04994-2-0181 三宅村、御蔵島村 

04994-2-1009 

島しょ保健所 

八丈出張所 

庶務担当 

〒100-1511 

八丈町三根 1950番 2 

04996-2-1291 八丈町、青ヶ島村 

04996-2-0632 

島しょ保健所 

小笠原出張所 

庶務担当 

〒100-2101 

小笠原村父島字清瀬 

04998-2-2951 小笠原村 

04998-2-2953 

 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/nisitama/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/minamitama/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tthc/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tamafuchu/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tamakodaira/index.html

