
【新生児聴覚検査に関する区市町村の担当窓口リスト】

郵便番号  住所

千代田保健所健康推進課

保健予防係

公費負担制度、新生児聴覚

検査受診票の交付
03-5211-8172 03-5211-8192 102-0073 千代田区九段北1-2-14

千代田保健所健康推進課

保健相談係

精密健康診査受診票の交

付、結果の把握、受診勧奨

等

03-5211-8175 03-5211-8192 102-0073 千代田区九段北1-2-14

中央区保健所

健康推進課予防係
全般 03-3541-5930 03-3546-9554 104-0044 中央区明石町12-1

日本橋保健センター健康係 公費負担制度以外のこと 03-3661-5071 03-3661-3503 103-0012 中央区日本橋堀留町1-1-1

月島保健センター健康係 公費負担制度以外のこと 03-5560-0765 03-5560-0747 104-0052 中央区月島2-10-3

港区
みなと保健所健康推進課

地域保健係
全般 03-6400-0084 03-3455-4460 108-8315 港区三田1-4-10

新宿区
健康部健康づくり課

健康づくり推進係
全般 03-5273-3047 03-5273-3930 160-0022 新宿区新宿5-18-21

文京区
保健衛生部健康推進課

保健係
全般 03-5803-1229 03-5803-1355 112-8555 文京区春日1-16-21

健康部保健サービス課

母子成人保健担当

公費負担制度、新生児聴覚

検査受診票・精密健康診査

受診票の交付

03-3847-9447 03-3847-9467 110-0015 台東区東上野4-22-8

健康部保健サービス課

保健指導担当
結果の把握、受診勧奨等 03-3847-9497 03-3847-9467 110-0015 台東区東上野4-22-8

墨田区 本所保健センター 全般 03-3622-9137 03-3623-2108 130-0005 墨田区東駒形1-6-4

台東区

※検査を受けた児のお住まいの地区を担当する保健所・保健センターにご連絡ください。

　 中央区保健所：京橋地区、日本橋保健センター：日本橋地区、月島保健センター：月島地区

中央区

自治体名 担当部署名 受け付ける問い合わせ内容 電話番号 FAX
所在地

千代田区

令和2年4月1日現在

○この一覧は、都内にお住まいの方及び医療機関の方の、新生児聴覚検査に関する区市町村へのお問い合わせ（連絡）先です。

令和２年４月１日時点の情報ですので、最新の情報は各自治体にご確認ください。

○担当する部署が複数に分かれる自治体については、担当する業務内容を記載しておりますので、内容に応じたお問い合わせ

先にご連絡ください。

○受け付ける問い合わせ内容の詳細は、以下のとおりです。

「全般」 ：新生児聴覚検査に関するお問い合わせ全般

「公費負担制度に関すること」：新生児聴覚検査の公費負担、還付申請、償還払いに関するお問い合わせ等

「公費負担制度以外のこと」 ：新生児聴覚検査受診票・精密健康診査受診票の交付（確認検査の結果がリファーだった場合の

連絡先はこちら）、検査結果の把握等

○医療機関の方は、個別案件については検査を受けた児のお住まいの区市町村に、一般的なご質問等は所在地の区市町村に

ご連絡ください。



【新生児聴覚検査に関する区市町村の担当窓口一覧】

郵便番号  住所
自治体名 担当部署名 受け付ける問い合わせ内容 電話番号 FAX

所在地

江東区保健所保健予防課

保健係
公費負担制度に関すること 03-3647-5906 03-3615-7171 135-0016 江東区東陽2-1-1

城東保健相談所 公費負担制度以外のこと 03-3637-6521 03-3637-6651 136-0072 江東区大島3-1-3

深川保健相談所 公費負担制度以外のこと 03-3641-1181 03-3641-5557 135-0021 江東区白河3-4-3-301

深川南部保健相談所 公費負担制度以外のこと 03-5632-2291 03-5632-2295 135-0051 江東区枝川1-8-15-102

城東南部保健相談所 公費負担制度以外のこと 03-5606-5001 03-5606-5006 136-0076 江東区南砂4-3-10

健康推進部健康課

保健衛生係
公費負担制度に関すること 03-5742-6745 03-5742-6883 140-8715 品川区広町2-1-36

品川区保健所

品川保健センター
公費負担制度以外のこと 03-3474-2000 03-3474-2034 140-0001 品川区北品川3-11-22

品川区保健所

大井保健センター
公費負担制度以外のこと 03-3772-2666 03-3772-2570 140-0014 品川区大井2-27-20

品川区保健所

荏原保健センター
公費負担制度以外のこと 03-3788-2000 03-3488-7900 142-0063 品川区荏原2-9-6

健康推進部

保健予防課保健サービス係
公費負担制度のこと 03-5722-9503 03-5722-9508 153-8573 目黒区上目黒2-19-15

健康推進部

保健予防課保健相談係
公費負担制度以外のこと 03-5722-9504 03-5722-9508 153-8573 目黒区上目黒2-19-15

健康推進部

碑文谷保健センター

保健サービス係

公費負担制度のこと 03-3711-6446 03-5722-9330 152-0003 目黒区碑文谷4-16-18

健康推進部

碑文谷保健センター保健相談係
公費負担制度以外のこと 03-3711-6447 03-5722-9330 152-0003 目黒区碑文谷4-16-18

健康政策部健康づくり課 公費負担制度に関すること 03-5744-1661 03-5744-1523 144-8621 大田区蒲田5-13-14

健康政策部

大森地域健康課
公費負担制度以外のこと 03-5764-0661 03-5764-0659 143-0015 大田区大森西1-12-1

健康政策部

調布地域健康課
公費負担制度以外のこと 03-3726-4145 03-3726-6331 145-0067 大田区雪谷大塚町4-6

健康政策部

蒲田地域健康課
公費負担制度以外のこと 03-5713-1701 03-5713-1509 144-0053 大田区蒲田本町2-1-1

健康政策部

糀谷・羽田地域健康課
公費負担制度以外のこと 03-3743-4161 03-6423-8838 144-0033 大田区東糀谷1-21-15

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
全般 03-5432-2446 03-5432-3022 154-8504 世田谷区世田谷4-22-35

渋谷区
健康推進部地域保健課

健康推進係
全般 03-3463-2412 03-5458-4978 150-8010 渋谷区宇田川町1-1

大田区

目黒区

※検査を受けた児のお住まいの地区を担当する保健センターにご連絡ください。

　 健康推進部保健予防課：目黒地区、健康推進部碑文保健センター：碑文谷地区

江東区

品川区



【新生児聴覚検査に関する区市町村の担当窓口一覧】

郵便番号  住所
自治体名 担当部署名 受け付ける問い合わせ内容 電話番号 FAX

所在地

子ども教育部子育て支援分野

出産・育児支援担当
公費負担制度に関すること 03-3228-5623 03-3228-5657 164-8501 中野区中野4-8-1

中部すこやか福祉センター 公費負担制度以外のこと 03-3367-7788 03-3367-7789 164-0011 中野区中央3-19-1

北部すこやか福祉センター 公費負担制度以外のこと 03-3388-0240 03-3389-4339 165-0022 江古田4-31-10

南部すこやか福祉センター 公費負担制度以外のこと 03-3380-5551 03-3380-5532 164-0013 中野区弥生町5-11-26

鷺宮すこやか福祉センター 公費負担制度以外のこと 03-3336-7111 03-3336-7134 165-0033 中野区若宮3-58-10

保健福祉部子育て支援課

母子保健係

公費負担制度に関すること、

新生児聴覚検査受診票の交

付

03-3312-2111 03-5307-0686 166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1

荻窪保健センター 全般 03-3391-0015 03-3391-1926 167-0051 杉並区荻窪5-20-1

高井戸保健センター 全般 03-3334-4304 03-3334-4525 168-0072 杉並区高井戸東3-20-3

高円寺保健センター 全般 03-3311-0116 03-3311-4871 166-0003 杉並区高円寺南3-24-15

上井草保健センター 全般 03-3394-1212 03-3394-6330 167-0023 杉並区上井草3-8-19

和泉保健センター 全般 03-3313-9331 03-3313-4384 168-0063 杉並区和泉4-50-6

豊島区
保健福祉部健康推進課

管理・事業グループ
全般 03-3987-4173 03-3987-4178 170-0013 豊島区東池袋1-20-9

健康福祉部健康推進課

健康係
公費負担制度に関すること 03-3908-9016 03-3905-6500 114-8508 北区王子本町1-15-22

健康福祉部健康推進課

王子健康支援センター
公費負担制度以外のこと 03-3919-7588 03-3919-5163 114-0001 北区東十条2-7-3

健康福祉部健康推進課

赤羽健康支援センター
公費負担制度以外のこと 03-3903-6481 03-3903-6486 115-0044

北区赤羽南1-13-1

赤羽会館6階

健康福祉部健康推進課

滝野川健康支援センター
公費負担制度以外のこと 03-3915-0184 03-3915-0171 114-0024 北区西ケ原1-19-12

荒川区
健康部健康推進課

健康推進係
全般

03-3802-3111

（内線433）
03-3806-0364 116-8507

荒川区荒川2-11-1

がん予防・健康づくりセンター内

板橋区
健康生きがい部（保健所）

健康推進課健康サービス係
全般 03-3579-2313 03-3962-7834 173-8501 板橋区板橋2-66-1

練馬区
健康部健康推進課

母子保健係
全般 03-5984-4621 03-5984-1211 176-8501 練馬区豊玉北6-12-1

中野区

北区

杉並区

※検査を受けた児のお住まいの地区を担当する保健センターにご連絡ください。

    担当地域はこちらをご参照ください。　http://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/soudan/1015383/1008425.html



【新生児聴覚検査に関する区市町村の担当窓口一覧】

郵便番号  住所
自治体名 担当部署名 受け付ける問い合わせ内容 電話番号 FAX

所在地

衛生部保健予防課

保健予防係
公費負担制度に関すること 03-3880-5892 03-3880-5602 120-8510 足立区中央本町1-17-1

中央本町地域・保健総合支援課 公費負担制度以外のこと 03-3880-5352 03-3880-6998 120-0011
足立区中央本町1-5-3

足立保健所2階

竹の塚保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3855-5082 03-3855-5089 121-0822
足立区西竹の塚1-11-2

エミエルタワー竹の塚2階

江北保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3896-4011 03-3856-5529 123-0845 足立区西新井本町2-30-40

千住保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3888-4278 03-3888-5396 120-0036 足立区千住仲町19-3

東部保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3606-4171 03-5697-6561 120-0001 足立区大谷田3-11-13

子育て支援部子ども家庭支援課

母子保健係
公費負担制度に関すること 03-3602-1387 03-3602-1392 125-0062 葛飾区青戸4-15-14

健康部青戸保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3602-1284 03-3602-1298 125-0062 葛飾区青戸4-15-14

健康部新小岩保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3696-3781 03-5698-1759 124-0025 葛飾区西新小岩4-21-12

健康部金町保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3607-4141 03-3609-6795 125-0042 葛飾区金町4-18-19

健康部水元保健センター 公費負担制度以外のこと 03-3627-1911 03-5699-1649 125-0033 葛飾区東水元1-7-3

江戸川区
健康部健康サービス課

健康サービス係
全般 03-5661-2466 03-3655-9925 132-8507 江戸川区中央4-24-19

医療保険部

大横保健福祉センター
全般 042-625-9200 042-627-5887 192-0062 八王子市大横町11-35

医療保険部

東浅川保健福祉センター
全般 042-667-1331 042-667-7829 193-0834 八王子市東浅川町551-1

医療保険部

南大沢保健福祉センター
全般 042-679-2205 042-679-2214 192-0364

八王子市南大沢2-27

八王子市南大沢総合センター1階

立川市
福祉保健部健康推進課

母子保健係
全般 042-527-3234 042-521-0422 190-0011 立川市高松町3-22-9

武蔵野市 健康福祉部健康課 全般 0422-51-0700 0422-51-9297 180－0001 武蔵野市吉祥寺北町4-8-10

三鷹市
健康福祉部健康推進課

保健サービス係
全般

0422-45-1151

(内線4226～

4228)

0422-46-4827 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

青梅市
健康福祉部健康課

母子保健係
全般 0428-23-2191 0428-23-2195 198-0042 青梅市東青梅1-174-1

府中市
子ども家庭部子ども家庭支援課

母子保健係
全般 042-368-5333 042-334-5539 183-0055

府中市府中町2-25

府中市保健センター

昭島市
保健福祉部健康課

子育て世代包括支援センター係
全般 042-543-7303 042-544-7130 196-0015 昭島市昭和町4-7-1

足立区

葛飾区

八王子市

※検査を受けた児のお住まいの地区を担当する保健センターにご連絡ください。

　 大横保健福祉センター：主に中央部北部圏域、東浅川保健福祉センター：主に西部圏域、南大沢保健福祉センター：主に東南部圏域



【新生児聴覚検査に関する区市町村の担当窓口一覧】

郵便番号  住所
自治体名 担当部署名 受け付ける問い合わせ内容 電話番号 FAX

所在地

調布市 福祉健康部健康推進課 全般 042-441-6100 042-441-6101 182-8511

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

町田市
保健所保健予防課

母子保健係
全般 042-725-5422 050-3161-8634 195-8520 町田市森野2-2-22

小金井市
福祉保健部健康課

健康係
全般 042-321-1240 042-321-6423 184-0015 小金井市貫井北町5-18-18

健康福祉部健康推進課

庶務担当
公費負担制度に関すること 042-346-9641

健康福祉部健康推進課

保健指導担当
公費負担制度以外のこと 042-346-3701

日野市
健康福祉部健康課

子育て健康係
全般 042-581-4111 042-583-2400 191-0011

日野市日野本町1-6-2

日野市生活・保健センター内

東村山市
子ども家庭部子育て支援課

母子保健係
全般

042-393-5111

（内線3365、

3366）

042-390-2270 189-8501 東村山市本町1-2-3

国分寺市
健康部健康推進課

地域保健係
全般 042-321-1801 042-320-1181 185-0024

国分寺市泉町2-3-8

いずみプラザ1階

国立市
子ども家庭部子育て支援課

子ども保健・発達支援係
全般 042-574-3311 042-574-3930 186-0003

国立市富士見台3-16-5

国立市保健センター内

西東京市
健康福祉部健康課

事業調整係
全般 042-438-4021 042-422-7309 202-8555 西東京市中町1-5-1

福生市
福祉保健部健康課

保健指導係
全般 042-552-0061 042-530-5324 197-0011 福生市福生2125-3

狛江市 福祉保健部健康推進課 全般 03-3488-1181 03-3488-9100 201-0013
狛江市元和泉2-35-1

あいとぴあセンター内

東大和市
福祉部健康課

保健係
全般 042-565-5211 042-561-0711 207-0015 東大和市中央3-918-1

清瀬市
健康福祉部健康推進課

母子保健係
全般 042-497-2077 042-495-9222 204-8511 清瀬市中里5-842

東久留米市 福祉保健部健康課 全般 042-477-0022 042-477-0033 203-0033
東久留米市滝山4-3-14

わくわく健康プラザ内

武蔵村山市
健康福祉部健康推進課

母子保健係
全般 042-564-5421 042-564-1562 208-0003 武蔵村山市中央2-118

多摩市 健康福祉部健康推進課 全般 042-376-9111 042-371-1235 206-0011 多摩市関戸4-19-5

稲城市
福祉部健康課

健康推進係
全般 042-378-3421 042-377-4944 206-0804 稲城市百村112-1

あきる野市
健康福祉部健康課

母子保健係
全般 042-558-5091 042-558-3207 197-0814 あきる野市二宮350

羽村市 福祉健康部健康課 全般 042-555-1111 042-554-4767 205-0003
羽村市緑ヶ丘5-5-2

羽村市保健センター

福祉部健康課

健康係
公費負担制度に関すること 042-557-5072 042-557-7414 190-1211 西多摩郡瑞穂町大字石畑1970

福祉部健康課

保健係
公費負担制度以外のこと 042-557-5072 042-557-7414 190-1211 西多摩郡瑞穂町大字石畑1970

日の出町 いきいき健康課健康推進係 全般 042-597-0511 042-597-0628 190-0192 西多摩郡日の出町平井2780

檜原村 福祉けんこう課けんこう係 全般 042-598-3121 042-598-1263 190-0211 西多摩郡檜原村2717

瑞穂町

小平市 042-346-3705 187-0043
小平市学園東町1-19-12

小平市健康センター



【新生児聴覚検査に関する区市町村の担当窓口一覧】

郵便番号  住所
自治体名 担当部署名 受け付ける問い合わせ内容 電話番号 FAX

所在地

奥多摩町 福祉保健課 全般 0428-83-2777 0428-83-2833 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川1111

大島町 福祉けんこう課けんこう係 全般 04992-2-1482 04992-2-4430 100-0101 大島町元町1-1-14

利島村 住民課 全般 04992-9-0011 04992-9-0190 100-0301 利島村248番地

新島村 さわやか健康センター 全般 04992-5-1856 04992-5-1857 100-0402 新島村本村3-12-8

神津島村 保健医療課保健医療係 全般 04992-8-0010 04992-8-7256 100-0601 神津島村1009-1

三宅村 福祉健康課健康係 全般 04994-5-0911 04994-5-0655 100-1212 三宅島三宅村阿古497

御蔵島村 総務課民生係 全般 04994-8-2121 04994-8-2239 100-1301 御蔵島村字入かねが沢

八丈町 福祉健康課保健係 全般 04996-2-5570 04996-2-7923 100-1498 八丈町大賀郷2551番地2

青ヶ島村 総務課 全般 04996-9-0111 04996-9-0001 100-1701 青ヶ島村無番地

小笠原村 村民課福祉係 全般 04998-2-3939 04998-2-3223 100-2101 小笠原村父島字西町


