まず

熱（ねつ）が あるとき
電話（でんわ）で 相談（そうだん）してください

兵庫県（ひょうごけん）では みなさんが コロナウイルスや インフルエン
ザに かかったかもしれないとき、 相談（そうだん）したり 検査（けんさ）
を 受（う）けたりすることが できます。

■電話（でんわ）で 相談（そうだん）や 病院（びょういん）の予
約（よやく）を してください。
○熱（ねつ）が あるとき まず 近（ちか）くの病院（びょういん）や
も 行（い）く病院（びょういん）に 電話（でんわ）してください。

いつ

○いつも 行（い）く病院（びょういん）が ない人（ひと）は あなたの 町
（まち）の コロナウイルスの 相談（そうだん）センターに 電話（でんわ）
してください。いろいろな 相談（そうだん）センターが あります。電話番号
（でんわ ばんごう）は ３～５ページに あります。
○熱（ねつ）が あって 病院（びょういん）に 行（い）きたいとき、かなら
ず 病院（びょういん）に 電話（でんわ）してから 行（い）ってください。

■発熱等診療・検査医療機関（はつねつとう
いりょうきかん）

しんりょう・けんさ

○コロナウイルスや インフルエンザに かかったとき 「発熱等診療・検査医
療機関（はつねつとう しんりょう・けんさ いりょうきかん）」に 行（い）
きます。
「発熱等診療・検査医療機関（はつねつとう しんりょう・けんさ い
りょうきかん）」は ウイルスが 広（ひろ）がらないように 準備（じゅんび）
している病院（びょういん）です。安心（あんしん）して 病院（びょういん）
に 行（い）ってください。

■病院（びょういん）に 行（い）くとき
○病院（びょういん）に 行（い）くとき かならず マスクを してください。
病院（びょういん）の人（ひと）が 言（い）うことを 守（まも）ってくださ
い。
○バスや

電車（でんしゃ）は できるだけ

使（つか）わないでください。

■がまんしないで 病院（びょういん）に 相談（そうだん）してく
ださい。
○病院（びょういん）に 行（い）かないと 体（からだ）の具合（ぐあい）が
もっと 悪（わる）くなるかもしれません。病気（びょうき）が ある人（ひと）
や 体（からだ）の具合（ぐあい）が 悪（わる）い人（ひと）は がまんしな
いでください。近（ちか）くの病院（びょういん）や いつも 行（い）く病院
（びょういん）に まず 相談（そうだん）してください。

コロナウイルスの相談（そうだん）センター
熱（ねつ）が

あるとき

あなたの町（まち）の

相談（そうだん）センターに

電話（でんわ）してください。

曜日（ようび）と時間（じかん）
兵庫県（ひょうごけん）新型（しんがた）コロナ健康相談 ・毎日（まいにち）
（けんこう そうだん）コールセンター

0797-32-0707

（あしや けんこう ふくし じむしょ）
（たからづか けんこう ふくし じむしょ）
伊丹健康福祉事務所
（いたみ けんこう ふくし じむしょ）
加古川健康福祉事務所
（かこがわ けんこう ふくし じむしょ）
加東健康福祉事務所
（かとう けんこう ふくし じむしょ）
中播磨健康福祉事務所
（なかはりま けんこう ふくし じむしょ）
龍野健康福祉事務所
（たつの けんこう ふくし じむしょ）
赤穂健康福祉事務所
（あこう けんこう ふくし じむしょ）

（でんわ ばんごう）
078-362-9980

・24 時間（じかん）

芦屋健康福祉事務所
宝塚健康福祉事務所

電話番号

・月曜日～金曜日（げつようび～きんようび）

0797-62-7304

・祝日以外（しゅくじつ いがい）
・午前 9 時～午後５時 30 分（ごぜん９じ～ごご５じ 30 ぷん） 072-785-9437
※月曜日（げつようび）から

金曜日（きんようび）の 午後 5 時

30 分（ごご５じ 30 ぷん）から

079-422-0002

午後 9 時（ごご９じ）、土曜

日（どようび）、日曜日（にちようび）、祝日（しゅくじつ）は 0795-42-9436
新型（しんがた）コロナ健康相談（けんこう そうだん）コールセ
ンターに

電話（でんわ）してください。

0790-22-1234

TEL：078-362-9980
FAX：078-362-9874

0791-63-5140
0791-43-2321

豊岡健康福祉事務所

0796-26-3660

（とよおか けんこう ふくし じむしょ）
朝来健康福祉事務所

079-672-0555

（あさご けんこう ふくし じむしょ）
丹波健康福祉事務所

0795-73-3765

（たんば けんこう ふくし じむしょ）
洲本健康福祉事務所

0799-26-2062

（すもと けんこう ふくし じむしょ）
神戸市保健所

・毎日（まいにち）

（こうべし ほけんじょ）
※外国語（がいこくご）で

相談（そうだん）できます

078-322-6250

・月曜日～金曜日（げつようび～きんようび）

姫路市保健所

午前 9 時～午後 7 時（ごぜん９じ～ごご７じ）

（ひめじし ほけんじょ）
※外国語（がいこくご）で

・24 時間（じかん）

相談（そうだん）できます

・土曜日、日曜日、祝日（どようび、にちようび、しゅくじつ）

079-289-0055

午前 9 時（ごぜん９じ）～午後５時（ごご５じ）
・月曜日～金曜日（げつようび～きんようび）

尼崎市保健所
（あまがさきし ほけんじょ）

午前 9 時～午後 7 時（ごぜん９じ～ごご７じ）
・土曜日、日曜日、祝日（どようび、にちようび、しゅくじつ）

06-4869-3015

午前 9 時（ごぜん９じ）～午後５時（ごご５じ）
・月曜日～金曜日（げつようび～きんようび）
西宮市保健所
（にしのみやし ほけんじょ）

午前 9 時～午後 7 時（ごぜん９じ～ごご７じ）
・土曜日、日曜日、祝日（どようび、にちようび、しゅくじつ）
午前 9 時（ごぜん９じ）～午後５時（ごご５じ）

0798-26-2240

・毎日（まいにち）
午前 9 時～午後８時（ごぜん９じ～ごご８じ）
あかし保健所

※その他（ほか）の時間（じかん）で

（あかし ほけんじょ）

と）は

市役所（しやくしょ）に

急（いそ）いでいる人（ひ

078-918-5439

電話（でんわ）してくださ

い。
TEL：078-912-1111

外国語で 相談（そうだん）できます
日本語（にほんご）で
・あなたの町（まち）の

相談（そうだん）できない人（ひと）は
外国人相談窓口（がいこくじん

下（した）のところに

そうだん

相談（そうだん）してください。

まどぐち）

・ひょうご多文化共生総合相談（たぶんか きょうせい そうごう そうだん）センター
078-382-2052 月曜日～金曜日（げつようび～きんようび） 午前 9 時～午後５時（ごぜん９じ～ごご５じ）
078-232-1290 土曜日・日曜日（どようび・にちようび） 午前 9 時～午後５時（ごぜん９じ～ごご５じ）

