
新型コロナウイルスに関する各地域の問合せ先一覧（関東地方）

都道府県 連絡先名 電話番号 情報サイトページ名 URL

茨城県民相談窓口 029-301-3200

水戸保健所 029-241-0100

ひたちなか保健所 029-265-5515

日立保健所 0294-22-4188

潮来保健所 0299-66-2114

竜ケ崎保健所 0297-62-2161

土浦保健所 029-821-5342

つくば保健所 029-851-9287

筑西保健所 0296-24-3911

古河保健所 0280-32-3021

県西健康福祉センター 0289-62-6225

県東健康福祉センター 0285-82-3323

県南健康福祉センター 0285-22-0302

県北健康福祉センター 0287-22-2679

安足健康福祉センター 0284-41-5895

宇都宮市保健所 028-626-1114

栃木県保健福祉部健康増進課 028-623-3089

群馬県保健予防課

（コールセンター）
027-224-8200

渋川保健福祉事務所（保健所） 0279-22-4166

伊勢崎保健福祉事務所（保健所） 0270-25-5066

安中保健福祉事務所（保健所） 027-381-0345

藤岡保健福祉事務所（保健所） 0274-22-1420

富岡保健福祉事務所（保健所） 0274-62-1541

吾妻保健福祉事務所（保健所） 0279-75-3303

利根沼田保健福祉事務所

（保健所）
0278-23-2185

太田保健福祉事務所（保健所） 0276-31-8243

桐生保健福祉事務所（保健所） 0277-53-4131

館林保健福祉事務所（保健所） 0276-72-3230

前橋市保健所 027-220-5779

高崎市保健所 027-381-6112

南部保健所 048-262-6111

朝霞保健所 048-461-0468

春日部保健所 048-737-2133

草加保健所 048-925-1551

鴻巣保健所 048-541-0249

東松山保健所 0493-22-0280

坂戸保健所 049-284-7815

狭山保健所 04-2954-7815

加須保健所 0480-61-1216

幸手保健所 0480-42-1101

熊谷保健所 048-523-2811

本庄保健所 0495-22-6481

秩父保健所 0494-22-3824

川越市保健所 049-227-5107

越谷市保健所 048-973-7530

川口市保健所 048-423-6832

http://www.pref.ibaraki.jp/hoken

fukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/i

dwr/information/other/document

s/20200130-corona.html

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04

/welfare/hoken-

eisei/kansen/hp/shingatakorona

virussoudannmadoguti.html

https://www.pref.gunma.jp/02/d

29g_00243.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a

0701/shingatacoronavirus2.html

群馬県

群馬県 - 新型コロナ

ウイルス感染症につ

いて

埼玉県

新型コロナウイルス

感染症に関する帰国

者・接触者相談窓口

の設置について - 埼

玉県

茨城県

新型コロナウイルス

感染症について／茨

城県

栃木県

栃木県／新型コロナ

ウイルス感染症に関

する相談窓口につい

て/关于新型冠状病毒

感染肺炎的咨询窗口



電話相談窓口

（コールセンター）
043-223-2640

習志野健康福祉センター（保健所） 047-475-5154

市川健康福祉センター（保健所） 047-377-1103

松戸健康福祉センター（保健所） 047-361-2139

野田健康福祉センター（保健所） 04-7124-8155

印旛健康福祉センター（保健所） 043-483-1466

印旛健康福祉センター（保健所）

成田支所
0476-26-7231

香取健康福祉センター（保健所） 0478-52-9161

海匝健康福祉センター（保健所） 0479-22-0206

海匝健康福祉センター（保健所）

八日市場地域保健センター
0479-72-1281

山武健康福祉センター（保健所） 0475-54-0611

長生健康福祉センター（保健所） 0475-22-5167

夷隅健康福祉センター（保健所） 0470-73-0145

安房健康福祉センター（保健所） 0470-22-4511

安房健康福祉センター（保健所）

鴨川地域保健センター
04-7092-4511

君津健康福祉センター（保健所） 0438-22-3745

市原健康福祉センター（保健所） 0436-21-6391

東京都民新型コロナウイルス感染

症に関する一般相談窓口
0570-550-571

足立保健所 03-3880-5747

荒川区保健所 03-3802-3111

板橋健康福祉センター 03-3579-2333

上板橋健康福祉センター 03-3937-1041

赤塚健康福祉センター 03-3979-0511

志村健康福祉センター 03-3969-3836

高島平健康福祉センター 03-3938-8621

板橋区保健所予防対策課 03-3579-2321

江戸川保健所 03-5661-2475

大田区保健所 03-5744-1263

葛飾区保健所 03-3602-1399

北区保健所 03-3919-3102

江東区保健所 03-3647-5879

品川区保健所 03-5742-9108

渋谷区保健所 03-3463-2416

新宿区保健所 03-5273-3836

杉並保健所保健予防課 03-3391-1025

荻窪保健センター 03-3391-0015

高井戸保健センター 03-3334-4304

高円寺保健センター 03-3311-0116

上井草保健センター 03-3394-1212

和泉保健センター 03-3313-9331

墨田区保健所 03-5608-1443

世田谷保健所 03-5432-2111

台東保健所 03-3847-9402

中央区保健所 03-3541-5254

千代田保健所 03-5211-8175

池袋保健所 03-3987-4179

https://www.pref.chiba.lg.jp/ship

pei/press/2019/ncov20200131.ht

ml

https://www.fukushihoken.metro

.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingata

korona.html

千葉県

新型コロナウイルス

に関連した患者の発

生について(令和2年1

月31日)／千葉県

東京都

新型コロナウイルス

感染症について　東

京都福祉保健局



中野区保健所 03-3382-6532

練馬区保健所 03-5984-4761

文京保健所 03-5803-1836

みなと保健所 03-3455-4461

目黒区保健所 03-5722-9896

多摩立川保健所 042-524-5171

西多摩保健所 0428-22-6141

南多摩保健所 042-371-7661

多摩小平保健所 042-450-3111

多摩府中保健所 042-362-2334

八王子市保健所 042-620-7253

町田市保健所 042-722-3111

八丈出張所 04996-2-1291

大島出張所 04992-2-1436

小笠原出張所 04998-2-2951

神津島支所 04992-8-0880

新島支所 04992-5-1600

三宅出張所 04994-2-0181

神奈川県新型コロナウイルス感染

症専用ダイヤル
045-285-0536

横浜市新型コロナウイルス感染症

コールセンター
045-550-5530

https://www.fukushihoken.metro

.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingata

korona.html

https://www.pref.kanagawa.jp/d

ocs/ga4/bukanshi/bukan_20011

4.html

神奈川県

新型コロナウイルス

に関連した肺炎の患

者の発生について -

神奈川県ホームペー

ジ

東京都

新型コロナウイルス

感染症について　東

京都福祉保健局


