
新型コロナウイルスに関する各地域の問合せ先一覧（中部地方）

都道府県 連絡先名 電話番号 情報サイトページ名 URL

村上保健所 0254-53-8368

新発田保健所 0254-26-9651

新津保健所 0250-22-5174

三条保健所 0256-36-2362

長岡保健所 0258-33-4932

魚沼保健所 025-792-8612

南魚沼保健所 025-772-8142

十日町保健所 025-757-2401

柏崎保健所 0257-22-4112

上越保健所 025-524-6134

糸魚川保健所 025-553-1933

佐渡保健所 0259-74-3403

新潟市保健所保健管理課 025-212-8194

新潟県福祉保健部健康対策課 025-280-5200

新川厚生センター 0765-52-2647

新川厚生センター魚津支所 0765-24-0359

中部厚生センター 076-472-0637

高岡厚生センター 0766-26-8414

高岡厚生センター射水支所 0766-56-2666

高岡厚生センター氷見支所 0766-74-1780

砺波厚生センター 0763-22-3512

砺波厚生センター小矢部支所 0766-67-1070

富山市保健所 076-428-1152

富山県厚生部健康課 076-444-4513

南加賀保健福祉センター 0761-22-0796

石川中央保健福祉センター 076-275-2250

能登中部保健福祉センター 0767-53-2482

能登北部保健福祉センター 0768-22-2011

金沢市保健所 076-234-5116

石川県健康福祉部健康推進課 076-225-1438

福井市保健所保健予防室 0776-33-5184

福井健康福祉センター

（福井保健所）
0776-36-3429

坂井健康福祉センター

（坂井保健所）
0776-73-0600

奥越健康福祉センター

（奥越保健所）
0779-66-2076

丹南健康福祉センター

（丹南保健所）
0778-51-0034

二州健康福祉センター

（二州保健所）
0770-22-3747

若狭健康福祉センター

（若狭保健所）
0770-52-1300

山梨県民専用相談ダイヤル 055-223-8896

中北保健所（地域保健課） 055-237-1403

中北保健所峡北支所

（地域保健課）
0551-23-3074

峡東保健所（地域保健課） 0553-20-2752

峡南保健所（地域保健課） 0556-22-8158

富士・東部保健所（地域保健課） 0555-24-9035

甲府市保健所（医務感染症課） 055-237-8952

新潟県

中華人民共和国湖北

省武漢市等における

新型コロナウイルス

感染症について（令

和２年２月６日更

新） - 新潟県ホーム

ページ

富山県

新型コロナウイルス

感染症について｜富

山県

石川県

石川県／新型コロナ

ウイルス感染症につ

いて

福井県

中華人民共和国湖北

省武漢市における新

型コロナウイルスに

よる肺炎の発生につ

いて | 福井県ホーム

ページ

山梨県
山梨県／感染症に関

する情報

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec

/kenko/bukan-haien.html

http://www.pref.toyama.jp/cms_s

ec/1205/kj00021363.html

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/k

ansen/corona.html

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/

kenkou/kansensyo-

yobousessyu/bukan-haien.html

https://www.pref.yamanashi.jp/k

enko-zsn/70354077711.html



佐久保健福祉事務所 0267-63-3164

上田保健福祉事務所

（上田保健所）
0268-25-7135

諏訪保健福祉事務所

（諏訪保健所）
0266-57-2927

伊那保健福祉事務所

（伊那保健所）
0265-76-6837

飯田保健福祉事務所

（飯田保健所）
0265-53-0435

木曽保健福祉事務所

（木曽保健所）
0264-25-2233

松本保健福祉事務所

（松本保健所）
0263-40-1939

大町保健福祉事務所

（大町保健所）
0261-23-6560

長野保健福祉事務所

（長野保健所）
026-225-9039

北信保健福祉事務所

（北信保健所）
0269-62-6104

長野市保健所 026-226-9964

長野市保健所（夜間、休日） 026-226-4911

岐阜保健所 058-380-3004

西濃保健所 0584-73-1111

関保健所 0575-33-4011

可茂保健所 0574-25-3111

東濃保健所 0572-23-1111

恵那保健所 0573-26-1111

飛騨保健所 0577-33-1111

岐阜市保健所地域保健課 058-252-7191

岐阜市中市民健康センター 058-252-0632

岐阜市南市民健康センター 058-271-8010

岐阜市北市民健康センター 058-232-7681

岐阜県健康福祉部保健医療課 058-272-8860

静岡県庁専用相談ダイアル 054-221-8560

賀茂保健所 0558-24-2052

熱海保健所 0557-82-9125

東部保健所 090-7038-4727

御殿場保健所 0550-82-1224

富士保健所 0545-65-2156

中部保健所 054-625-7084

西部保健所 0538-37-2255

静岡市保健所 054-249-2221

浜松市保健所 053-453-6118

長野県

新型コロナウイルス

感染症対策について

／長野県

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu

-juyo-joho/shingata_corona.html

http://www.pref.shizuoka.jp/kous

ei/ko-420a/kansen/new-cov.html

岐阜県

岐阜県:新型コロナウ

イルス感染症につい

て

静岡県

静岡県／新型コロナ

ウイルスに関連した

肺炎について

https://www.pref.nagano.lg.jp/ho

ken-

shippei/kenko/kenko/kansensho

/joho/bukan-haien.html



愛知県保健医療局健康医務部

健康対策課　感染症グループ
052-954-6272

一宮保健所 0586-72-0321

瀬戸保健所 0561-82-2196

春日井保健所 0568-31-2188

江南保健所 0587-56-2157

清須保健所 052-401-2100

津島保健所 0567-26-4137

半田保健所 0569-21-3341

知多保健所 0562-32-6211

衣浦東部保健所 0566-21-4797

西尾保健所 0563-56-5241

新城保健所 0536-22-2203

豊川保健所 0533-86-3188

名古屋市千種保健センター 052-753-1982

名古屋市東保健センター 052-934-1218

名古屋市北保健センター 052-917-6552

名古屋市西保健センター 052-523-4618

名古屋市中村保健センター 052-481-2295

名古屋市中保健センター 052-265-2262

名古屋市昭和保健センター 052-735-3964

名古屋市瑞穂保健センター 052-837-3264

名古屋市熱田保健センター 052-683-9683

名古屋市中川保健センター 052-363-4463

名古屋市港保健センター 052-651-6537

名古屋市南保健センター 052-614-2814

名古屋市守山保健センター 052-796-4623

名古屋市緑保健センター 052-891-3623

名古屋市名東保健センター 052-778-3114

名古屋市天白保健センター 052-807-3912

豊橋市保健所 0532-39-9104

岡崎市保健所 0564-23-5068

豊田市保健所 0565-34-6052

愛知県

新型コロナウイルス

感染症に関する電話

相談窓口の休日対応

について - 愛知県

https://www.pref.aichi.jp/soshiki

/kenkotaisaku/pressrelease-

ncov200131.html


