
新型コロナウイルスに関する各地域の問合せ先一覧（北海道地方）

都道府県 連絡先名 電話番号 情報サイトページ名 URL

札幌市保健所 011-622-5199

安心救急センターさっぽろ 011-272-7119

旭川市保健所 0166-25-9848

市立函館保健所 0138-32-1547

小樽市保健所 0134-22-3110

北海道保健福祉部

健康安全局地域保健課
011-204-5020

渡島保健所 0138-47-9524

木古内支所 01392-2-2068

森支所 01374-2-2323

八雲保健所 0137-63-2168

今金支所 0137-82-0251

江差保健所 0139-52-1053

江別保健所 011-383-2111

石狩支所 0133-74-1142

千歳保健所 0123-23-3175

倶知安保健所 0136-23-1914

余市支所 0135-23-3104

岩内保健所 0135-62-1537

岩見沢保健所 0126-20-0100

由仁支所 0123-83-2221

滝川保健所 0125-24-6201

深川保健所 0164-22-1421

上川保健所 0166-46-5979

名寄保健所 01654-3-3121

富良野保健所 0167-23-3161

留萌保健所 0164-42-8310

天塩支所 01632-2-1179

稚内保健所 0162-33-2538

浜頓別支所 01634-2-0190

利尻支所 0163-84-2247

網走保健所 0152-41-0683

北見保健所 0157-24-4171

紋別保健所 0158-23-3108

遠軽支所 0158-42-3108

室蘭保健所 0143-24-9833

苫小牧保健所 0144-34-4168

浦河保健所 0146-22-3071

静内保健所 0146-42-0251

帯広保健所 0155-27-8634

新得支所 0156-64-5104

広尾支所 01558-2-2191

本別支所 0156-22-2108

釧路保健所 0154-65-5811

標茶支所 015-485-2155

根室保健所 0153-23-5161

中標津保健所 0153-72-2168

※保健所のデータは、北海道オープンデータ CC-BY4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 /deed.ja）を改変して利用しています。
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新型コロナウイルスに関する各地域の問合せ先一覧（東北地方）

都道府県 連絡先名 電話番号 情報サイトページ名 URL

東地方保健所 017-739-5421

弘前保健所 0172-33-8521

三戸地方保健所 0178-27-5111

五所川原保健所 0173-34-2108

上十三保健所 0176-23-4261

むつ保健所 0175-31-1388

青森市保健所 017-765-5280

八戸市保健所 0178-43-2291

盛岡市保健所　保健予防課 019-603-8308

岩手県県央保健所　保健課 019-629-6562

岩手県中部保健所　保健課 0198-22-4952

岩手県奥州保健所　保健課 0197-22-2831

岩手県一関保健所　保健課 0191-26-1415

岩手県大船渡保健所　保健課 0192-27-9922

岩手県釜石保健所　保健課 0193-25-2710

岩手県宮古保健所　保健課 0193-64-2218

岩手県久慈保健所　保健課 0194-53-4987

岩手県二戸保健所　保健課 0195-23-9206

岩手県庁 医療政策室 感染症担当 019-629-5472

宮城県 宮城県一般相談窓口 022-211-3883

新型コロナウイルス

感染症について - 宮

城県公式ウェブサイ

ト

https://www.pref.miyagi.jp/soshi

ki/situkan/shingatakorona20200

117.html

秋田県健康福祉部

保健・疾病対策課

（健康危機管理班）

018-860-1427

秋田市保健所 018-864-1660

秋田県大館保健所

健康・予防課
0186-52-3955

秋田県北秋田保健所

健康・予防課
0186-62-1165

秋田県能代保健所

健康・予防課
0185-52-4333

秋田県秋田中央保健所

健康・予防課
018-855-5170

秋田県由利本荘保健所

健康・予防課
0184-22-4120

秋田県大仙保健所

健康・予防課
0187-63-3403

秋田県横手保健所

健康・予防課
0182-32-4005

秋田県湯沢保健所

健康・予防課
0183-73-6155

https://www.pref.aomori.lg.jp/we

lfare/health/wuhan-novel-

coronavirus2020.html

https://www.pref.iwate.jp/kuras

hikankyou/iryou/kenkou/jouhou/

1026260.html

https://www.pref.akita.lg.jp/page

s/archive/16317
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山形県庁健康福祉企画課

薬務・感染症対策室相談窓口
023-630-2315

山形県庁健康福祉企画課

薬務・感染症対策室相談窓口

（夜間、休日）

090-7066-0159

村山保健所　保健企画課 023-627-1100

山形市保健所　健康増進課 023-616-7274

最上保健所　地域保健福祉課 0233-29-1268

最上保健所　地域保健福祉課

（夜間、休日）
0233-29-1300

置賜保健所　生活衛生課 0238-22-3002

庄内保健所　保健企画課 0235-66-4920

福島県相談専用ダイヤル 024-521-7871

県北保健所

（県北保健福祉事務所）
024-534-4113

県中保健所

（県中保健福祉事務所）
0248-75-7818

県南保健所

（県南保健福祉事務所）
0248-22-6405

会津保健所

（会津保健福祉事務所）
0242029-5512

南会津保健所

（南会津保健福祉事務所）
0241-63-0306

相双保健所

（相双保健福祉事務所）
0244-26-1329

福島市保健所 024-535-8661

郡山市保健所 024-924-2163

いわき市保健所 0246-27-8595

https://www.pref.fukushima.lg.jp

/sec/21045c/kansenkangokango

68.html

https://www.pref.yamagata.jp/o

u/kenkofukushi/090001/2013042

5/shingata_corona.html
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