別表
市町村名

担当課名

電話番号

UR L
h t t p : / / w w w . c i t y . n a g oy a. jp / ke

名古屋市

健康福祉局健康部環境薬務課

052-972-2651

n k o f u k u s h i / p a g e / 0 0 0 00 91 61 0 .h
tml

豊橋市

健康部健康政策課

0532-39-9111

岡崎市

保健部生活衛生課

0564-23-6187

一宮市

瀬戸市

https://www.city.toyohashi.lg.jp/38
412.htm

http://www.city.okazaki.lg.jp/1550
/1562/1615/p023768.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.

市民健康部健康づくり課

0586-72-1121

（一宮市中保健センター）

jp/kurashi/kenkou/1000371/1033862.
html

健康福祉部健康課

0561-85-5511

http://www.city.seto.aichi.jp/docs
/2020041500046/
https://www.city.handa.lg.jp/hoken

半田市

健康子ども部保健センター

0569-84-0646

-c/kenko/kenko/kehatsu/kenko/kotuz
uidopnajyosei.html

春日井市

健康福祉部健康増進課

0568-85-6164

https://www.city.kasugai.lg.jp/shi
min/iryo/1003187/1016304.html
http://www.city.toyokawa.lg.jp/kur

豊川市

子ども健康部保健センター

0533-95-4801

ashi/kenkohokeniryo/iryojosei/teat
ejosei/hokencenter.html
http://www.city.tsushima.lg.jp/fuk

津島市

健康福祉部健康推進課

0567-23-1551

ushi/kenkoukenshin/kotuzuiteikyosh
a.html

碧南市

健康推進部健康課

0566-48-3751

https://www.city.hekinan.lg.jp/
https://www.city.kariya.lg.jp/kura

刈谷市

福祉健康部健康推進課

0566-23-8877

shi/kenkoiryo/iryojoseiteate/kotsu
zui.html
https://www.city.toyota.aichi.jp/k

豊田市

保健部総務課

0565-34-6723

urashi/kenkou/kenkoudukuri/1002986
/1002990.html

安城市

子育て健康部健康推進課

0566-76-1133

西尾市

健康福祉部福祉課

0563-65-2114
1

http://www.city.anjo.aichi.jp/kura
su/kenko/josei/kotuzui.html
http://www.city.nishio.aichi.jp/in
dex.cfm/6,60789,66,320,html

市町村名

担当課名

電話番号

UR L
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit

蒲郡市

健康推進課

0533-67-1151

e/hokencenter/kotuzuiteikyousyatou
zyosei.html

犬山市

健康福祉部健康推進課

0568-63-3800

常滑市

健康推進課

0569-34-7000

江南市

健康福祉部健康づくり課

0587-56-4111

https://www.city.inuyama.aichi.jp/
kurashi/iryo/1001457.html
http://www.city.tokoname.aichi.jp/
https://www.city.konan.lg.jp/hoken
̲center/1004125.html
http://www.city.komaki.aichi.jp/ad

小牧市

小牧市保健センター 予防検診係

0568-75-6471

min/soshiki/kenkouikigai/hoken/8/k
otsuzui/24955.html
http://www.city.inazawa.aichi.jp/k

稲沢市

子ども健康部 健康推進課

0587-21-2300

enko̲fukushi/kenko/kenshin/100544
5.html

東海市

大府市

知多市

市民福祉部健康推進課

052-689-1600

http://www.city.tokai.aichi.jp/198
54.htm
https://www.city.obu.aichi.jp/kura

健康文化部 健康増進課

0562-47-8000

（保健センター）

shi/hojyokin/sonotafukushi/100229
1.html

健康部健康推進課

0562-54-1300

http://www.city.chita.lg.jp/docs/2
019062600026/
http://www.city.chiryu.aichi.jp/so

知立市

健康増進課

0566-82-8211

shiki/hokenkenko/kenkosuishin/gyom
u/1/1552352823340.html

高浜市

福祉部健康推進グループ

0566-52-9871

岩倉市

健康課

0587-37-3511

豊明市

社会福祉課 障がい社会係

0562-92-1119

https://www.city.takahama.lg.jp/so
shiki/kenko/2373.html
https://www.city.iwakura.aichi.jp/
0000003697.html
https://www.city.toyoake.lg.jp/949
5.htm
https://www.city.nisshin.lg.jp/dep

日進市

健康福祉部健康課

0561-72-0770

artment/kenko/kenko/6/2/2/news/3/7
701.html

2

市町村名

担当課名

電話番号

田原市

健康福祉部 健康課

0531-23-3515

愛西市

健康子ども部 健康推進課

0567-28-5833

UR L
http://www.city.tahara.aichi.jp/fu
kushi/kenkou/1005081/1006816.html
https://www.city.aisai.lg.jp/conten
ts̲detail.php?frmId=12108

http://www.city.kiyosu.aichi.jp/ku
清須市

健康福祉部 健康推進課

052-400-2911

rashi̲joho/kenko̲iryo/kenkosuishin
2019717.html

北名古屋市

市民健康部 健康課

0568-23-4000

弥富市

健康福祉部 健康推進課

0567-65-1111

みよし市

子育て健康部健康推進課

0561-34-5311

あま市

市民生活部健康推進課

052-444-1177

http://www.city.kitanagoya.lg.jp/k
enkou/2200118.php
https//www.city.yatomi.lg.jp/kuras
hi/1000209/1000241/1003664.html
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.j
p/kenko/bank.html
http://www.city.ama.aichi.jp/kuras
hi/health/1005565/1005568.html
http://www.city.nagakute.lg.jp/hok

長久手市

健康推進課

0561-63-3300

en/kenkou/seijinjosei/kotuzuiisyok
u.html
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/k

東郷町

こども健康部 健康推進課

0561-37-5813

enko/hokenniryoujyouhoukona/kotuzu
ijosei.html

豊山町
扶桑町

保険課保健センター

0568-28-3150

介護健康課

0587-93-8300

保健センターグループ

大治町

福祉部保健センター

052-444-2714

蟹江町

民生部 健康推進課

0567-96-5711

飛島村※

民生部保健環境課

0567-52-1001

阿久比町

民生部健康介護課保健係

0569-48-1111

https://www.town.toyoyama.lg.jp/ke
nko-iryo-fukushi/1001690.html
https://www.fuso.lg.jp/kenko/inde
x.html
http://www.town.oharu.aichi.jp/

http://www.town.agui.lg.jp/
https://www.town.aichi-higashiura.

東浦町

健康課

0562-83-9677

lg.jp/higashiura̲kurasu/torikumi/1
461835531704.html
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市町村名

担当課名

電話番号

UR L
https://www.town.minamichita.lg.jp

南知多町※

厚生部保健介護課

0569-65-0711

/kenkofukushi/hoken/1001237/100219
6.html

美浜町※

厚生部健康・子育て課

0569-82-1111

武豊町

健康福祉部健康課

0569-72-2500

幸田町

健康福祉部福祉課

0564-62-1111

設楽町

したら保健福祉センター

0536-62-0901

https://www.town.aichi-mihama.lg.j
p/docs/2020031300021/
http://www.town.taketoyo.lg.jp/con
tents̲detail.php?frmId=2325

http://www.town.shitara.lg.jp
http://www.vill.toyone.aichi.jp/gy

豊根村

保健センター

0536-85-5055

ousei/reiki̲int/reiki̲honbun/i577R
G00000749.html

注：※印の町村については骨髄提供者に対する助成のみ実施します。
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