北海道風しん抗体検査事業の検査を希望される方へ
≪検査時≫
①北海道風しん抗体検査チェックシートに必要事項を記載してください
（１）住所地の確認
⇒札幌市・小樽市・函館市・旭川市の方は対象外となります。
＊道立保健所申請時、住所地を証明する書類の写しの提出が必要になります。
（同居者の方は、住所地を証明する書類の写しと、妊娠を希望する女性の住所地を証明する
写しの提出が必要になります。住所地が違う場合は、対象者となりません）
（２）出産経験のある女性
⇒対象外となります。
（３）過去に風しん抗体検査を受けたことがある方
過去に２回の風しんの予防接種歴がある方

⇒対象外となります。

検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある方
＊配偶者・同居者の方：（１）（３）に該当すると対象外です。
②検査実施
（１）検査料を一旦お支払いください。
補助金は、ＥＩＡ検査の場合 ６，７４０円
ＨＩ検査の場合

５，３５０円 を限度としています。

（どちらかの検査方法により１回のみ）
（２）領収書と、北海道風しん抗体検査事業補助金交付申請書の様式を受け取ってください。

北海道風しん抗体検査事業補助金交付申請書の記載方法について
各項目もれなく記載していただくとともに、次の点について特に留意してください。
①電話番号は間違いなく記載してください。
②対象区分を記載してください。
③検査結果を記載してください。
（判明していない場合は、後日照会させていただきます。
）
④申請額を記載してください。検査料が補助限度額を超えた場合は補助限度額を記載してください。
⑤受取金融機関と口座番号（７ケタ）を間違いなく記載してください。
＊口座名義は申請者と同一の金融機関としてください。
平成３２年３月１６日まで（必着）に保健所に申請してください。
≪申請場所≫
検査を受けた人の住所地の道立保健所に申請してください。
（郵送可。ただし平成３２年３月１６日必着です。
）
医療機関からの領収書（申請書の医療機関証明欄に必要事項の記載があれば省略可）と、検査を受けた人の住
所地を証明する書類の写しを添付してください。同居者の場合は、住所地を証明する書類の写しと妊娠を希望
する女性の住所地を証明する写しの提出をお願いします。
（健康保険証写し、運転免許証写し､はがき写し等。）

＊道立保健所一覧は裏面に掲載されております。

(平成３１年３月１日現在）

○道立保健所一覧
保健所名・支所名

郵便番号

所在地

電話番号

保健所所管区域

北海道渡島保健所

〒０４１－８５５８

函館市美原４丁目６番１６号 渡島合同庁舎内

０１３８－４７－９５４１

北斗市 松前町 福島町 知内町 木古内町 七飯
町 鹿部町 森町

木古内支所

〒０４９－０４３１

上磯郡木古内町字木古内２１４番地５号

０１３９２－２－２０６８

松前町 福島町 知内町 木古内町

森支所

〒０４９－２３１１

茅部郡森町字上台町３３０番地

０１３７４－２－２３２３

鹿部町 森町

北海道八雲保健所

〒０４９－３１１２

二海郡八雲町末広町１２０番地

０１３７－６３－２１６８

八雲町 長万部町 今金町 せたな町

〒０４９－４３０８

瀬棚郡今金町字今金１０７番地の２

０１３７－８２－０２５１

今金町 せたな町

北海道江差保健所

〒０４３－００４３

檜山郡江差町字本町６３番地

０１３９－５２－１０５３

江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町

北海道江別保健所

〒０６９－０８１１

江別市錦町４番地の１

０１１－３８３－２１１１

江別市 石狩市 当別町 新篠津村

〒０６１－３２１７

石狩市花川北７条１丁目１４番地の１

０１３３－７４－１１４２

石狩市

北海道千歳保健所

〒０６６－８６６６

千歳市東雲町４丁目２番地

０１２３－２３－３１７５

千歳市 恵庭市 北広島市

北海道倶知安保健所

〒０４４－８５８８

虻田郡倶知安町北１条東２丁目 後志合同庁舎内

０１３６－２３－１９５１

島牧村 寿都町 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 真狩
村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 積丹
町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村

余市支所

〒０４６－００１５

余市郡余市町朝日町１２番地

０１３５－２３－３１０４

積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村

北海道岩内保健所

〒０４５－００２２

岩内郡岩内町字清住２５２番地の１

０１３５－６２－１５３７

共和町 岩内町 泊村 神恵内村

北海道岩見沢保健所

〒０６８－８５５８

岩見沢市８条西５丁目 空知合同庁舎内

０１２６－２０－０１１５

夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 南幌町 由仁
町 長沼町 栗山町 月形町

由仁支所

〒０６９－１２０４

夕張郡由仁町新光１９５番地

０１２３－８３－２２２１

夕張市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町

北海道滝川保健所

〒０７３－００２３

滝川市緑町２丁目３番３１号

０１２５－２４－６２０１

芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市 奈井
江町 上砂川町 浦臼町 新十津川町 雨竜町

北海道深川保健所

〒０７４－０００２

深川市２条１８番６号

０１６４－２２－１４２１

深川市 妹背牛町 秩父別町 北竜町 沼田町

北海道上川保健所

〒０７９－８６１０

旭川市永山６条１９丁目１番１号 上川合同庁舎内

０１６６－４６－５９８９

幌加内町 鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛
別町 上川町 東川町 美瑛町

北海道名寄保健所

〒０９６－０００５

名寄市東５条南３丁目６３番地３８

０１６５４－３－３１２１

北海道富良野保健所

〒０７６－００１１

富良野市末広町２番１０号

０１６７－２３－３１６１

北海道留萌保健所

〒０７７－８５８５

留萌市住之江町２丁目１番地２ 留萌合同庁舎内

０１６４－４２－８３２４

〒０９８－３３１２

天塩郡天塩町新栄通９丁目 天塩合同庁舎内

０１６３２－２－１１７９

遠別町 天塩町

北海道稚内保健所

〒０９７－８５５８

稚内市末広４丁目２番２７号 宗谷合同庁舎内

０１６２－３３－２４１７

稚内市 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊
富町 礼文町 利尻町 利尻富士町 幌延町

浜頓別支所

〒０９８－５７０４

枝幸町浜頓別町中央北３番地

０１６３４－２－０１９０

浜頓別町 中頓別町 枝幸町

利尻支所

〒０９７－０４０１

利尻郡利尻町沓形字日出町１３番地１

０１６３－８４－２２４７

礼文町 利尻町 利尻富士町

北海道網走保健所

〒０９３－８５８５

網走市北７条西３丁目 オホーツク合同庁舎内

０１５２－４１－０６９８

網走市 斜里町 清里町 小清水町 大空町

北海道北見保健所

〒０９０－８５１８

北見市青葉町６番６号

０１５７－２４－４１７１

北見市 美幌町 津別町 訓子府町 置戸町

北海道紋別保健所

〒０９４－８６４２

紋別市南が丘町１丁目６番地

０１５８－２３－３１０８

紋別市 佐呂間町 遠軽町 湧別町 滝上町 興部
町 西興部村 雄武町

〒０９９－０４０４

紋別郡遠軽町大通北５丁目１番２７ オホーツク総合振興局
遠軽合同庁舎内

０１５８－４２－３１０８

佐呂間町 遠軽町 湧別町

北海道室蘭保健所

〒０５１－８５５５

室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろらん広域センタービル内

０１４３－２４－９８４６

室蘭市 登別市 伊達市 豊浦町 壮瞥町 洞爺湖
町

北海道苫小牧保健所

〒０５３－００２１

苫小牧市若草町２丁目２番２１号

０１４４－３４－４１６８

苫小牧市 白老町 厚真町 安平町 むかわ町

北海道浦河保健所

〒０５７－０００７

浦河郡浦河町東町ちのみ３丁目１番８号

０１４６－２２－３０７１

浦河町 様似町 えりも町

北海道静内保健所

〒０５６－０００５

日高郡新ひだか町静内こうせい町２丁目８番１号

０１４６－４２－０２５１

日高町 平取町 新冠町 新ひだか町

北海道帯広保健所

〒０８０－８５８８

帯広市東３条南３丁目１ 十勝合同庁舎内

０１５５－２７－８６３７

帯広市 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得
町 清水町 芽室町 中札内村 更別村 大樹町 広
尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸
別町 浦幌町

新得支所

〒０８１－００１３

上川郡新得町３条南６丁目１番地１６

０１５６６－４－５１０４

鹿追町 新得町 清水町

広尾支所

〒０８９－２６２２

広尾郡広尾町公園通南４丁目１

０１５５８－２－２１９１

大樹町 広尾町

本別支所

〒０８９－３３３４

中川郡本別町北１丁目４番３９号

０１５６２－２－２１０８

本別町 足寄町 陸別町

〒０８５－０８２６

釧路市城山２丁目４番２２号

０１５４－６５－５８２４

釧路市 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈
町 鶴居村 白糠町

今金支所

石狩支所

天塩支所

遠軽支所

北海道釧路保健所
標茶支所

士別市 名寄市 和寒町 剣淵町 下川町 美深町
音威子府村 中川町
富良野市 上富良野町 中富良野町 南富良野町
占冠村
留萌市 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別
村 遠別町 天塩町

〒０８８－２３１３

川上郡標茶町常盤８丁目１番地

０１５－４８５－２１５５

標茶町 弟子屈町

北海道根室保健所

〒０８７－０００９

根室市弥栄町２丁目１番地

０１５３－２３－５１６１

根室市

北海道中標津保健所

〒０８６－１００１

標津郡中標津町東１条南６丁目１番地３

０１５３－７２－２１６８

別海町 中標津町 標津町 羅臼町

保健福祉部地域保健課

〒０６０－８５８８

札幌市中央区北３条西６丁目

０１１－２３１－４１１１

