区市町村 予防接種担当部署一覧
（平成３０年７月現在）

区市町村

担当部署

電話番号

ファクシミリ番号

ホームページ※
お子さん http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/yobosesshu/index.html
おとな http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/kenko/yobosesshu/index.html

千代田区

健康推進課 保健予防係

０３－５２１１－８１７２

０３－５２１１－８１９２

中央区
港区
新宿区
文京区

健康推進課
みなと保健所 保健予防課
保健予防課
予防対策課 感染症係

０３－３５４１－５９３０
０３－６４００－００８１
０３－５２７３－３８５９
０３－５８０３－１８３４

０３－３５４６－９５５４
０３－３４５５－４４６０
０３－５２７３－３８２０
０３－５８０３－１３５５

台東区

保健予防課 予防担当

０３－３８４７－９４７１

０３－３８４１－４３２５

子ども等 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kosodate/mokutei/kenkou_iryou/yobousesshu/index.html
上記以外 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/iryo/kansenshoyobo/index.html

墨田区

保健予防課 感染症係

０３－５６０８－６１９１

０３－５６０８－６５０７

http://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/yobou_sessyu/index.html

江東区

保健予防課 保健係

０３－３６４７－５９０６

０３－３６１５－７１７１

子ども http://www.city.koto.lg.jp/kodomo/iryo/yobo/index.html
上記以外 http://www.city.koto.lg.jp/fukushi/hoken/yobo/index.html

品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区

品川区保健所 保健予防課
保健予防課
感染症対策課 感染症対策担当
感染症対策課
地域保健課 感染症対策係
保健予防担当
保健予防課 保健予防係
健康推進課

０３－５７４２－９１５２
０３－５７２２－９５０３
０３－５７４４－１２６３
０３－５４３２－２４３７
０３－３４６３－２４１６
０３－３３８２－６５００
０３－３３９１－１０２５
０３－３９８７－４１７３

０３－５７４２－９１５８
０３－５７２２－９５０８
０３－５７４４－１５２４
０３－５４３２－３０２２
０３－５４５８－４９７８
０３－３３８２－７７６５
０３－３３９１－１９２７
０３－３９８７－４１７８

北区

健康推進課 健康係

０３－３９０８－９０１６

０３－３９０５－６５００

荒川区

健康推進課 健康推進係

０３－３８０２－４２４５

０３－３８０６－０３６４

板橋区
練馬区

予防対策課 予防接種グループ
保健予防課 予防係

０３－３５７９－２３１８
０３－５９８４－２４８４

０３－３５７９－１３３７
０３－５９８４－１２１１

足立区

保健予防課 保健予防係

０３－３８８０－５８９２

０３－３８８０－５６０２

葛飾区
江戸川区
八王子市
立川市

保健予防課 感染症対策係
健康サービス課 健康サービス係
保健所 健康政策課
福祉保健部 健康推進課 予防健診係

０３－３６０２－１２３８
０３－５６６１－２４７３
０４２－６４５－５１０２
０４２－５２７－３２７２

０３－３６０２－１２９８
０３－３６５５－９９２５
０４２－６４４－９１００
０４２－５２１－０４２２

武蔵野市

健康福祉部 健康課

０４２２－５１－０７００

０４２２－５１－９２９７

三鷹市

健康推進課 保健総務係

青梅市

http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/sessyu/index.html
http://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/yobosesshu/index.html
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/index02_02_05.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/yobousessyu.html

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000024800/hpg000024744.htm
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobosesshu/index.html
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/yobou_sessyu/index.html
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/146/626/index.html
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kenko/yobo/index.html
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/402000/d001702.html
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kenko/yobouseshu/index.html
http://www.city.toshima.lg.jp/kenko/kenko/yobosesshu/index.html

高齢者以外 http://www.city.kita.tokyo.jp/kosodate/kenshin/index.html

高齢者 http://www.city.kita.tokyo.jp/kenko/koresha/yobosesshu/index.html
子ども http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/shusssan_kenko/yobosesshu/index.html
上記以外 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/topics/index.html
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/013/013921.html
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/hoken/yobo/index.html

子ども等 http://www.city.adachi.tokyo.jp/k-kyoiku/kosodate/kenkoshinsa/index.html
上記以外 http://www.city.adachi.tokyo.jp/fukushi-kenko/kenko/kansensho/index.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000050/1001800/index.html
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/kenko/yobosesshu/index.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/002/p002674.html
http://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/iryo/yobosesshu/index.html

子ども http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/boshihoken/1018901/index.html
上記以外 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/kenko_hoken/kansenshotaisaku/index.html

健康福祉部健康課 母子健康係

０４２２－４５－１１５１
内線４２０２～４２０４
０４２８－２３－２１９１

０４２８－２３－２１９５

http://www.city.ome.tokyo.jp/shimin/kosodate/shussan_ikuji/nyuyojikenkokanri/index.html

府中市

福祉保健部 健康推進課

０４２－３６８－５３３３

０４２－３３４－５５３９

子ども等 http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/boshinokenko/yobo/index.html
上記以外 http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/kenko/kenshinsesshu/index.html

昭島市
調布市

保健福祉部 健康課
福祉健康部 健康推進課

０４２－５４４－５１２６
０４２－４４１－６１００

０４２－５４４－７１３０
０４２－４４１－６１０１

町田市

保健所保健予防課 保健予防係

０４２－７２４－４２３９

０５０－３１６１－８６３４

小金井市

福祉保健部 健康課

０４２－３２１－１２４０

０４２－３２１－６４２３

０４２２－４６－４８２７

高齢者以外 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index03002002.html

高齢者 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index02001001001.html

http://www.city.akishima.lg.jp/030/170/040/
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/genre/0000000000000/1000000010011/index.html
まちだ子育てサイト

http://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/1/10/

高齢者 http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/iryo/yobousessyu/index.html
http://www.city.koganei.lg.jp/smph/kenkofukuhsi/kenkosodan/yobousesyujigyo/index.html

区市町村 予防接種担当部署一覧
（平成３０年７月現在）

担当部署

区市町村

電話番号

ファクシミリ番号

小平市

健康福祉部 健康推進課

０４２－３４６－３７００

０４２－３４６－３７０５

日野市

健康福祉部 健康課

０４２－５８１－４１１１

０４２－５８３－２４００

東村山市

子育て支援課 母子保健係

０４２－３９３－５１１１

０４２－３９０－２２７０

国分寺市

健康部健康推進課

０４２－３２１－１８０１

０４２－３２０－１１８１

国立市

子ども家庭部 子育て支援課

０４２－５７４－３３１１(子ども）
０４２－５７２－６１１１(高齢のかた）

０４２－５７４－３９３０

福生市

福祉保健部 健康課

０４２－５５２－００６１

０４２－５３０－５３２４

狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市

福祉保健部 健康推進課
福祉部 健康課 予防係
健康福祉部 健康推進課
福祉保健部 健康課

０３－３４８８－１１８１
０４２－５６５－５２１１
０４２－４９２－５１１１
０４２－４７７－００３０

０３－３４８８－９１００
０４２－５６１－０７１１
０４２－４９５－９２２２
０４２－４７７－００３３

武蔵村山市

健康推進課 健康係

０４２－５６５－９３１５

０４２－５６５－０２８７

多摩市
稲城市

健康福祉部 健康推進課
福祉部 健康課

０４２－３７６－９１１１
０４２－３７８－３４２１

０４２－３７１－１２３５
０４２－３７７－４９４４

羽村市

福祉健康部 健康課

０４２－５５５－１１１１

０４２－５５４－４７６７

あきる野市

健康課 予防推進係

０４２－５５８－１１９１

０４２－５５８－３２０７

西東京市

健康福祉部 健康課 事業調整係

０４２－４３８－４０２１

０４２－４２２ー７３０９

瑞穂町

福祉部健康課 健康係

０４２－５５７－５０７２

０４２－５５７－７４１４

日の出町
奥多摩町
檜原村

いきいき健康課 健康推進係
福祉保健課
福祉けんこう課 けんこう係

０４２－５９７－０５１１
０４２８－８３－２７７７
０４２－５９８－３１２１

０４２－５９７－０６２８
０４２８－８３－２８３３
０４２－５９８－１２６３

大島町

福祉けんこう課 けんこう係

０４９９２－２－１４８２

０４９９２－２－４４３０

利島村
新島村
神津島村
三宅村
御蔵島村
八丈町
青ヶ島村
小笠原村

住民課
新島村さわやか健康センター
保健医療課 保健センター
福祉健康課 健康係
総務課 民生係
福祉健康課 保健係
総務課
村民課

０４９９２－９－００１１
０４９９２－５－１８５６
０４９９２－８－００１０
０４９９４－５－０９１１
０４９９４－８－２１２１
０４９９６－２－５５７０
０４９９６－９－０１１１
０４９９８－２－３９３９

０４９９２－９－０１９０
０４９９２－５－１８５７
０４９９２－８－７２５６
０４９９４－５－０６５５
０４９９４－８－２２３９
０４９９６－２－７９２３
０４９９６－９－０００１
０４９９８－２－３２２３

ホームページ※
子ども
上記以外
子ども
上記以外
子ども
上記以外
子ども等
上記以外
子ども

http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/026/026942.html
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/index03001003.html
http://www.city.hino.lg.jp/kosodate/kenko/yobochusha/index.html
http://www.city.hino.lg.jp/fukushi/kenshin/kansensho/index.html
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kodomokenko/kosodateshien-yobou.html

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kenko/kenko/seijinhoken/kansen/index.html
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/kodomo/kenkou/1012504/index.html
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011604/1011722/index.html
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/kosodate9/1465447580158.html

高齢のかた http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kenko/kourei/index.html
高齢者以外 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/health/1002493.html

高齢者 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/health/elderlypeople/index.html
http://www.city.komae.tokyo.jp/sp/index.cfm/44,0,337,2066,html
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/32,0,340,770,html
http://www.city.kiyose.lg.jp/030/080/
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kenko/chusha/index.html

高齢者以外 http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/kenshin/yobousesshu/index.html

高齢者 http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/kenkou/kenshin/1000771/index.html
http://www.city.tama.lg.jp/category/12-3-10-3-0.html
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/iryou_kenkou/yobou/index.html

子ども http://www.city.hamura.tokyo.jp/category/1-6-9-0-0.html
高齢者 http://www.city.hamura.tokyo.jp/category/1-6-8-0-0.html
http://www.city.akiruno.tokyo.jp/category/1-6-11-0-0.html

子ども http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/bosi/yobosessyu/index.html
大人 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/seizinhoken/yobousessyu_o/index.html
高齢者以外 http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/002/p001219.html

高齢者 http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kenkofukushi/002/003/index.html
http://www.town.hinode.tokyo.jp/category/1-6-5-0-0.html
http://www.town.okutama.tokyo.jp/kurashi/kenko/yobosesshu.html
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000000522.html

子ども http://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/vaccination.html
高齢者 http://www.town.oshima.tokyo.jp/life/1/5/13/
http://www.toshimamura.org/life/medical/welfare
http://www.niijima.com/facility/health-center_clinic/sawayakakenkou-center/kenkouzoushinservice/infulyobousesshu.html

http://vill.kouzushima.tokyo.jp/profile/contact.html
http://www.vill.miyake.tokyo.jp/kurashi/kenkou_iryou/yobou.html

―
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko-top.htm

―
http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/iryou/

※予防接種に関するページがない区市町村は「-」で表記

