旧優生保護法 国及び都道府県担当一覧
国及び都道府県担当課室

電話番号
035-253-1111
厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課
（内線4979）
0120-031-711
子ども未来推進局 子ども子育
北海道
(相談センター)
て支援課
011-206-6343

青森県

岩手県
宮城県

健康福祉部 障害福祉課

017-734-9307

保健福祉部 子ども子育て支
019-629-5456
援課
保健福祉部 子ども・家庭支援
022-211-2633
課

ＦＡＸ番号

メールアドレス等

033-595-2680

botaihogo@mhlw.go.jp

011-232-4240

hofuku.kodomo1@pref.hok
kaido.lg.jp

017-734-8092

syofuku@pref.aomori.lg.jp

019-629-5464

AD0007@pref.iwate.jp

022-211-2591

kodomok@pref.miyagi.lg.jp
hoken@pref.akita.lg.jp

秋田県

健康福祉部 保健・疾病対策課 018-860-1422

018-860-3821

山形県

健康福祉部 健康福祉企画課 023-630-3136

023-625-4294

福島県

こども未来局 子育て支援課

024-521-8205

024-521-7747

茨城県

保健福祉部 子ども政策局 少
029-301-3257
子化対策課

029-301-3264

shoutai1@pref.ibaraki.lg.jp

栃木県

保健福祉部 こども政策課

028-623-3070

kodomo@pref.tochigi.lg.jp

028-623-3064

特記事項

優生手術に関する当事者の
方からの御相談窓口です。そ
の他のお問い合わせは、こど
もみらい課（017-734-9303）
までお寄せください。

ykenfuku@pref.yamagata.j
p
kosodate@pref.fukushima.l
g.jp

群馬県

こども未来部 児童福祉課

027-226-2606

027-223-6526

jidouka@pref.gunma.lg.jp

埼玉県

保健医療部 健康長寿課

048-830-3561

048-830-4804

a357008@pref.saitama.lg.jp

千葉県

健康福祉部 児童家庭課

043-223-2332

043-224-4085

katei3@mz.pref.chiba.lg.jp

東京都

福祉保健局 総務部 企画政
策課（事業推進担当）

03-5320-4206

03-5388-1401

神奈川県

健康医療局 保健医療部 が
ん・疾病対策課

045-210-1111
（内線4729）

045-210-8860

新潟県

福祉保健部 健康対策課

025-280-5197

025-285-8757

富山県

厚生部 健康課

076-444-3226

076-444-3496

akenko@pref.toyama.lg.jp

石川県

健康福祉部 少子化対策監室 076-225-1424

076-225-1423

kosodate@pref.ishikawa.lg.j
p

福井県

健康福祉部 子ども家庭課

0776-20-0341

0776-20-0640

kodomo@pref.fukui.lg.jp

山梨県

福祉保健部 健康増進課

055-223-1496

055-223-1499

長野県

健康福祉部 保健・疾病対策課 026-235-7141

026-235-7170

岐阜県

健康福祉部 保健医療課 （窓
058-272-8077
口：子育て支援課）

058-278-2880

c11236@pref.gifu.lg.jp

システムの都合上、携帯電
話からのメールには返信でき
ませんので、携帯電話からの
メールの場合は、電話番号を
記入してください。

S0410109@section.metro.t
okyo.jp
https://shinsei.ekanagawa.lg.jp/kanagawa/ 左記は、お問い合わせフォー
uketsuke/dform.do?acs=S ムのURLです。
F1383
ngt040240@pref.niigata.lg.j
p

kenkozsn@pref.yamanashi.lg.jp
boshishika@pref.nagano.lg.jp

静岡県

健康福祉部 こども未来局 こ 054-221-3157
ども家庭課
(相談専用窓口)

054-221-3521

相談窓口については以下
URLをご確認ください。
https://www.pref.shizuoka.jp
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
/kousei/ko140/kyuuyuuseihogohousoud
an.html

愛知県

健康福祉部 障害福祉課 ここ
052-954-6622
ろの健康推進室

052-954-6920

kokoro@pref.aichi.lg.jp

三重県

子ども・福祉部 子育て支援課 059-224-2248

059-224-2270

kodomok@pref.mie.jp

滋賀県

健康医療福祉部 健康寿命推
077-528-3653
進課

077-528-4857

eg00@pref.shiga.lg.jp

相談受付ホームページもご
利用ください。
http://www.shinsei.pref.mie.l
g.jp/navi2/procInfo.do?fromA
ction=1&govCode=24000&ke
yWord=3061&procCode=2392

京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県

健康福祉部 こども総合対策課
健康医療部 保健医療室 地
域保健課
健康福祉部健康局 健康増進
課
福祉医療部 医療政策局 健
康推進課
福祉保健部健康局 健康推進
課
福祉保健部 ささえあい福祉局
福祉保健課（相談窓口）
健康福祉部 健康推進課 母
子・難病支援グループ

075-451-7100
(相談専用電話)

075-414-4586

06-6944-6698

06-4792-1722

078-362-9128

078-362-3913

074-227-8661

074-222-5510

073-441-2642

073-428-2325

085-726-7158

085-726-8116

0120-012-974
0852-22-6625

0852-22-6328

086-226-7329

086-225-7283

kodomo@pref.kyoto.lg.jp
chiikihokeng03@gbox.pref.osaka.lg.jp
kenkouzoushinka@pref.hyo
go.lg.jp
kenkou@office.pref.nara.lg.
jp
e0412001@pref.wakayama.
lg.jp
yuuseisoudan@pref.tottori.
lg.jp
yuuseisoudan@pref.shiman
e.lg.jp
yuuseihogo@pref.okayama.
lg.jp

岡山県

保健福祉部 健康推進課

広島県

健康福祉局 子育て・少子化対 082-227-1040
082-502-3674
策課
（相談専用窓口）

fukosodate@pref.hiroshima
.lg.jp

山口県

健康福祉部 こども・子育て応
援局 こども政策課

083-933-2947

083-933-2759

徳島県

保健福祉部 健康増進課

088-621-2220

088-621-2841

a13300@pref.yamaguchi.lg.
jp
kenkouzoushinka@pref.tok
ushima.jp

087-832-3285

087-806-0207

kosodate@pref.kagawa.l
g.jp

089-912-2405

089-912-2399

healthpro@pref.ehime.lg.jp

088-823-9659

088-873-9941

130401@ken.pref.kochi.lg.j
p

保健医療介護部 健康増進課 092-643-3307

092-643-3271

kenko@pref.fukuoka.lg.jp

0952-25-7300

kodomokatei@pref.saga.lg.jp

095-825-6470

s04820@pref.nagasaki.lg.jp

096-383-1427

kodomomirai@pref.kumam
oto.lg.jp

香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県

健康福祉部 子ども政策推進
局 子ども家庭課
保健福祉部 健康衛生局 健
康増進課
健康政策部 健康対策課 周
産期・母子保健推進室

男女参画・こども局 こども家庭
0952-25-7056
課
福祉保健部 こども政策局こど
095-895-2445
も家庭課
健康福祉部 子ども・障がい福
096-333-2224
祉局 子ども未来課

大分県

福祉保健部 健康づくり支援課 097-506-2671

097-506-1735

a12210@pref.oita.lg.jp

宮崎県

福祉保健部 健康増進課

0985-44-2621

0985-26-7336

kenkozoshin@pref.miyazak
i.lg.jp

くらし保健福祉部 子ども家庭
課

099-286-2775

099-286-5560

boshi@pref.kagoshima.lg.jp

保健医療部 地域保健課

098-866-2215

098-866-2241

aa090701@pref.okinawa.lg.
jp

鹿児島県
沖縄県

※開庁時間内の問い合わせ先

5/22から専用電話を開設し
ています。

