東北地方太平洋沖地震の被災者に対する母子保健相談窓口について
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このたびの東北地方太平洋沖地震により，被災された方の母子保健に関する相談窓口は次のとおりです。
１ 対象者
被災地で地震災害に遭遇され，広島県内に来られた方
２ 相談内容
母子保健全般
妊産婦・乳幼児に関する相談
育成医療
未熟児養育医療
先天性代謝異常等検査など
３ 相談機関
(1) 広島県における相談窓口
広島県健康福祉局保健医療部健康対策課母子保健グループ
電話 082-513-3175 FAX 082-228-5256
メール futaisaku@pref.hiroshima.leg.jp
（2） 県保健所の相談窓口
「県保健所の母子保健相談窓口」をご覧ください。
（3） 市保健所の相談窓口（広島市・呉市・福山市）
「保健所を設置している市の母子保健相談窓口」をご覧ください。
（４） 各市町の相談窓口（広島市・呉市・福山市を除く）
「市町の母子保健相談窓口」をご覧ください。
関連情報サイト
救急医療ネットＨＯＲＯＳＨＩＭＡ

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpmnlt.asp

県保健所の母子保健相談窓口
機

関

名

担当課

住

所
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管轄地域

西部保健所

保健課

〒738-0004

廿日市市桜尾二丁目2-68

0829-32-1181

大竹市・廿日市市

西部保健所広島支所

厚生保健課

〒730-0011

広島市中区基町10-52

082-513-5526

安芸高田市・府中町・海田町・熊野町・坂町
・安芸太田町・北広島町

西部保健所呉支所

厚生保健課

〒737-0811

呉市西中央一丁目3-25

0823-22-5400

江田島市

西部東保健所

保健課

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

竹原市・東広島市・大崎上島町

東部保健所

保健課

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

尾道市・三原市・世羅町

東部保健所福山支所

厚生保健課

〒720-8511

福山市三吉町一丁目1-1

084-921-1311

府中市・神石高原町

北部保健所

保健課

〒728-0013

三次市十日市東四丁目6-1

0824-63-5181

三次市・庄原市

保健所を設置している市の母子保健相談窓口
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広島市

呉

市

福山市
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住

所

電話番号

こども未来局こども･家庭支援課 〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

082－504-2623

中区厚生部保健福祉課

〒730-8565

広島市中区大手町四丁目1番1号

082-504-2109

東区厚生部保健福祉課

〒732-8510

広島市東区東蟹屋町9番34号

082-568-7735

南区厚生部保健福祉課

〒734-8523

広島市南区皆実町一丁目4番46号

082-250-4133

西区厚生部保健福祉課

〒733-8535

広島市西区福島町二丁目24番1号

082-294-6384

安佐南区厚生部保健福祉課

〒731-0194

広島市安佐南区中須一丁目38番13号

082-831-4944

安佐北区厚生部保健福祉課

〒731-0221

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

082-819-0616

安芸区厚生部保健福祉課

〒736-8555

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

082-821-2820

佐伯区厚生部保健福祉課

〒731-5195

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

082-943-9733

呉市保健所西保健センター

〒737-0041

呉市和庄1-2-13

0823-25-3542

呉市保健所東保健センター

〒737-0112

呉市広古新開2-1-3

0823-71-9176

呉市保健所音戸保健出張所

〒737-1205

呉市音戸町南穏渡１-7-1

0823-50-0615

呉市保健所倉橋保健出張所

〒737-1377

呉市倉橋町431

0823-53-1115

呉市保健所川尻保健出張所

〒737-2607

呉市川尻町東2-3-23

0823-87-6130

呉市保健所安浦保健出張所

〒737-2516

呉市安浦町中央3-3-2

0823-70-6061

呉市保健所蒲刈保健出張所

〒737-0401

呉市蒲刈町宮盛1-2

0823-70-7181

呉市保健所下蒲刈健康管理担当 〒737-0303

呉市下蒲刈町下島2361-7

0823-70-8008

呉市保健所豊浜保健出張所

〒734-0101

呉市豊浜町豊島3526-15

0823-68-4116

呉市保健所豊保健出張所

〒734-0301

呉市豊島大長5927

0823-66-2344

福山市保健所健康推進課

〒720-8512

福山市三吉町南二丁目11-22

084-928-3421

各市町（広島市・呉市・福山市を除く）の母子保健相談窓口
市町名

担当課

住

所
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竹原市

竹原市保健センター

〒725-0026

竹原市中央三丁目 14-1

0846-22-7157

三原市

保健福祉課

〒723-0014

三原市城町 1-2-1

0848-67-6061

尾道市

健康推進課

〒722-0017

尾道市門田町 22-5

0848-24-1960

府中市

保健課

〒726-0011

府中市広谷町 919-3

0847-47-1310

三次市

健康推進課

〒728-0013

三次市十日市東三丁目 14-25

0824-62-6257

庄原市

保健医療課

〒727-8501

庄原市中本町一丁目 10-1

0824-73-1255

大竹市

保健介護課

〒739-0692

大竹市小方 1 丁目 11 番 1 号

0827-59-2140

東広島市

こども家庭課

〒739-8601

東広島市西条栄町 8-29

082-422-3630

廿日市市

健康推進課

〒738-8512

廿日市市新宮 1 丁目１３－１

0829-20-1610

安芸高田市

保健医療課

〒731-0592

安芸高田市吉田町吉田 791

0826-42-5633

江田島市

保健医療課

〒737-2295

江田島市大柿町大原 505

0823-40-3247

府中町

健康推進課

〒735-0023

安芸郡府中町浜田本町 5‐25

082-286-3258

海田町

保健センター

〒736-0066

安芸郡海田町中店 8‐33

082-823-4418

熊野町

健康課

〒731-4214

安芸郡熊野町中溝一丁目 11-1

082-855-1755

坂

保険健康課（保健センター） 〒731-4314

安芸郡坂町坂西一丁目 18‐14

082-885-3131

健康づくり課

〒731-3622

山県郡安芸太田町下殿河内 236 0826-22-0196

保健課

〒731-1595

山県郡北広島町有田 1234

050-5812-1853

保健衛生課

〒725-0401

豊田郡大崎上島町木江 4968

0846-62-0330

世羅町

町民課

〒722-1192

世羅郡世羅町西上原 123-1

0847-22-5302

神石高原町

保健課

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠 1701

0847-89-3366

町

安芸太田町
北広島町
大崎上島町

