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関係機関一覧

2015 年 1 月現在

【県関係】
機関名

所在地

長野県健康福祉部
〒 380-8570
保健・疾病対策課心の健康支援係 長野市大字南長野字幅下 692-2
長野県精神保健福祉センター

〒 380-0928
長野市若里 7-1-7

電話番号
026-235-7109

026-227-1810

【県内保健福祉事務所・保健所一覧】
機関名

相談窓口

佐久保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 385-8533
佐久市大字跡部 65-1

0267-63-3164

上田保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 386-8555
上田市材木町 1-2-6

0268-25-7149

諏訪保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 392-8601
諏訪市上川１丁目 1644-10

0266-57-2927

伊那保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 396-8666
伊那市荒井 3497

0265-76-6837

飯田保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 395-0034
飯田市追手町 2-678

0265-53-0444

木曽保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 397-8550
木曽郡木曽町福島 2757-1

0264-25-2233

松本保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 390-0852
松本市大字島立 1020

0263-40-1938

大町保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 398-8602
大町市大字大町 1058-2

0261-23-6529

長野保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 380-0936
長野市中御所岡田 98-1

026-225-9045

北信保健福祉事務所

健康づくり支援課

〒 389-2255
飯山市静間 1340-1

0269-62-6104

〒 380-0928
長野市若里 6-6-1

026-226-9960

長野市保健所

健康課

所在地

電話番号
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【県内医療機関】（精神科外来のある病院を掲載：精神保健福祉ハンドブック 2013 から転載）
医療機関名

所在地

電話番号

小諸厚生総合病院

小諸市与良町 3-2-31

0267-22-1070

小諸高原病院

小諸市甲 4598

0267-22-0870

佐久総合病院

佐久市臼田 197

0267-82-3131

安藤病院

上田市中央西 1-1-20

0268-22-2580

鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
鹿教湯病院

上田市鹿教湯温泉 1308

0268-44-2111

千曲荘病院

上田市中央東 4-61

0268-22-6611

メンタルサポートそよかぜ病院 上田市塩川 3057-1

0268-35-0305

信濃病院

東御市滋野乙 3297

0268-64-3366

市立岡谷病院

岡谷市本町 4-11-33

0266-23-8000

諏訪湖畔病院

岡谷市長地小萩 1-11-30

0266-27-5500

上諏訪病院

諏訪市大手 1-17-7

0266-52-1650

諏訪城東病院

諏訪市大手 2-3-5

0266-52-3100

諏訪赤十字病院

諏訪市湖岸通り 5-11-50

0266-52-6111

諏訪中央病院

茅野市玉川 4300

0266-72-1000

伊那神経科病院

伊那市荒井 3831

0265-78-4047

こころの医療センター駒ヶ根

駒ヶ根市下平 2901

0265-83-3181

南信病院

上伊那郡南箕輪村 8811

0265-78-4161

飯田病院

飯田市大通 1-15

0265-22-5150

健和会病院

飯田市鼎中平 1936

0265-23-3115

県立阿南病院

下伊那郡阿南町北條 2009-1

0260-22-2121

県立木曽病院

木曽郡木曽町福島 6613-4

0264-22-2703
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医療機関名

所在地

電話番号

上條記念病院

松本市村井町西 2-16-1

0263-57-3800

倉田病院

松本市寿北 8-21-2

0263-58-2033

松南病院

松本市笹部 3-13-29

0263-25-2303

城西病院

松本市城西 1-5-16

0263-33-6400

信州大学医学部附属病院

松本市旭 3-1-1

0263-35-4600

松岡病院

松本市寿北 2-6-2

0263-25-1093

村井病院

松本市村井町西 2-15-1

0263-58-2244

豊科病院

安曇野市豊科 5777-1

0263-72-8400

安曇総合病院

北安曇郡池田町池田 3207-1

0261-62-3166

上松病院

長野市上松 5-3-10

026-241-1628

栗田病院

長野市栗田 695

026-226-1311

新町病院

長野市信州新町上条 137

026-262-3111

鶴賀病院

長野市鶴賀居町 1750

026-243-7600

長野赤十字病院

長野市若里 5-22-1

026-226-4131

東和田病院

長野市東和田 723

026-243-4895

長野松代総合病院

長野市松代町松代 183

026-278-2031

東長野病院

長野市上野 2-477

026-296-1111

県立須坂病院

須坂市須坂 1332

026-245-1650

篠ノ井橋病院

千曲市雨宮 1636

026-272-0744

佐藤病院

中野市大字上今井 601

0269-38-3311

北信総合病院

中野市西 1-5-63

0269-22-2151

飯山赤十字病院

飯山市飯山 226-1

0269-62-4195
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【全国精神保健福祉センター一覧】
名称

北海道・東北ブロック

所在地

電話番号

北海道立精神保健福祉センター

札幌市白石区本通16丁目北6番34号

011-864-7121

札幌こころのセンター

札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 4階 011-622-0556

青森県立精神保健福祉センター

青森市三内字沢部353-92

017-787-3951

岩手県精神保健福祉センター

盛岡市本町通3-19-1

019-629-9617

宮城県精神保健福祉センター

大崎市古川旭五丁目7-20

0229-23-0021

仙台市精神保健福祉総合センター 仙台市青葉区荒巻字三居沢1番地の6
秋田県精神保健福祉センター

秋田市中通2丁目1番51号 明徳館ビル1階 018-831-3946

山形県精神保健福祉センター

山形市小白川町2-3-30

023-624-1217

福島県精神保健福祉センター

福島市御山町8番30号

024-535-3556

茨城県精神保健福祉センター

水戸市笠原町993-2

029-243-2870

栃木県精神保健福祉センター

宇都宮市下岡本町2145-13

028-673-8785

群馬県こころの健康センター

前橋市野中町368

027-263-1166

埼玉県立精神保健福祉センター

北足立郡伊奈町小室818-2

048-723-1111

関東・甲信越ブロック

さいたま市こころの健康センター さいたま市中央区本町東4-4-3

048-851-5665

千葉県精神保健福祉センター

千葉市中央区仁戸名町666-2

043-263-3891

千葉市こころの健康センター

千葉市美浜区高浜2丁目1番16号

043-204-1582

東京都立精神保健福祉センター

台東区下谷1丁目1番3号

03-3842-0948

東京都立
中部総合精神保健福祉センター

世田谷区上北沢2丁目1番7号

03-3302-7575

東京都立
多摩総合精神保健福祉センター

多摩市中沢2丁目1番地3

042-376-1111

神奈川県精神保健福祉センター

横浜市港南区芹が谷2-5-2

045-821-8822

横浜市こころの健康相談センター 横浜市中区日本大通18 KRCビル6階
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022-265-2191

045-671-4455

川崎市精神保健福祉センター

川崎市川崎区宮本町2-32
JAセレサみなみビル4階

044-200-3195

相模原市精神保健福祉センター

相模原市中央区富士見6-1-1
ウェルネスさがみはら7階

042-769-9818
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関東・甲信越ブロック

名称

所在地

電話番号

中部・近畿ブロック

新潟県精神保健福祉センター

新潟市中央区上所2-2-3
新潟ユニゾンプラザ ハート館

025-280-0111

新潟市こころの健康センター

新潟市中央区川岸町1丁目57番地1

025-232-5560

山梨県立精神保健福祉センター

甲府市北新1-2-12

055-254-8644

長野県精神保健福祉センター

長野市若里7-1-7

026-227-1810

岐阜県精神保健福祉センター

岐阜市下奈良2-2-1
岐阜県福祉農業会館内

058-273-1111

静岡県精神保健福祉センター

静岡市駿河区有明町2番20号

054-286-9245

静岡市こころの健康センター

静岡市葵区柚木240番地

054-262-3011

浜松市精神保健福祉センター

浜松市中区中央1丁目12-1
静岡県浜松総合庁舎 4階

053-457-2709

愛知県精神保健福祉センター

名古屋市中区三の丸3丁目2番1号
東大手庁舎

052-962-5377

名古屋市精神保健福祉センター

名古屋市中村区名楽町4丁目7番地の18 052-483-2095

三重県こころの健康センター

津市桜橋3-446-34

059-223-5241

滋賀県立精神保健福祉センター

草津市笠山八丁目4番25号

077-567-5010

富山県心の健康センター

富山市蜷川459-1

076-428-1511

石川県こころの健康センター

金沢市鞍月東2丁目6番地

076-238-5761

福井県総合福祉相談所

福井市光陽2丁目3-36

0776-24-7311

京都府精神保健福祉総合センター

京都市伏見区竹田流池町120

075-641-1810

京都市こころの健康増進センター

京都市中京区壬生東高田町1番地の15 075-314-0355

大阪府こころの健康総合センター 大阪市住吉区万代東3丁目1-46

06-6691-2811

大阪市こころの健康センター

大阪市都島区中野町5丁目15番21号
都島センタービル3階

06-6922-8520

堺市こころの健康センター

堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1
堺市立健康福祉プラザ3階

072-245-9192

兵庫県精神保健福祉センター

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3-2

078-252-4980

神戸市こころの健康センター

神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル9階

078-371-1900

奈良県精神保健福祉センター

桜井市粟殿1000

0744-47-2251

和歌山県精神保健福祉センター

和歌山市手平2丁目1番2号
県民交流プラザ和歌山ビッグ愛2階

073-435-5194
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名称

中国・四国ブロック
九州ブロック
74

所在地

電話番号

鳥取県立精神保健福祉センター

鳥取市江津318-1

0857-21-3031

島根県立心と体の相談センター

松江市東津田町1741番地3
いきいきプラザ島根2階

0852-32-5905

岡山県精神保健福祉センター

岡山市中区古京町1丁目1-10-101

086-272-8839

岡山市こころの健康センター

岡山市北区鹿田町1丁目1番1号

086-803-1273

広島県立
総合精神保健福祉センター

安芸郡坂町北新地2丁目3-77

082-884-1051

広 島 市 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 広島市中区富士見町11番27号

082-245-7746

山口県精神保健福祉センター

防府市駅南町13-40
山口県防府総合庁舎2階

0835-27-3480

徳島県精神保健福祉センター

徳島市新蔵町3丁目80

088-625-0610

香川県精神保健福祉センター

高松市松島町1-17-28

087-804-5565

愛媛県心と体の健康センター

松山市本町7-2

089-911-3880

高知県立精神保健福祉センター

高知市丸ノ内2丁目4番地1

088-821-4966

福岡県精神保健福祉センター

春日市原町3丁目1-7

092-582-7510

北九州市立精神保健福祉センター

北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号

093-522-8729

福岡市精神保健福祉センター

福岡市中央区舞鶴2-5-1

092-737-8825

佐賀県精神保健福祉センター

小城市小城町178-9

0952-73-5060

長崎こども・女性・障害者支援
センター

長崎市橋口町10-22

095-844-5132

熊本県精神保健福祉センター

熊本市東区月出3丁目1-120

096-386-1255

熊本市こころの健康センター

熊本市中央区大江5丁目1-1
ウェルパルくまもと3階

096-366-1171

大分県こころとからだの相談支援
センター

大分市大字玉沢字平石908番地

097-541-5276

宮崎県精神保健福祉センター

宮崎市霧島1丁目1-2
宮崎県総合保健センター4階南

0985-27-5663

鹿児島県精神保健福祉センター

鹿児島市小野1丁目1番1号

099-218-4755

沖縄県立
総合精神保健福祉センター

島尻郡南風原町字宮平212-3

098-888-1443
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平成２７年３月

長野県精神保健福祉センター
〒380-0928

長野市若里 7-1-7
（社会福祉総合センター２階）
ＴＥＬ ：026－227－1810
ＦＡＸ ：026－227－1170
E-Mail ：withyou@pref.nagano.lg.jp

