
☆障害者手帳・自立支援医療・障害者制度等の申請

知多市福祉課 　0562-36-2650（直通）

知多市障がい者相談支援センター   ０５６２-５４-４８００

　　知多市福祉課 　　 ０５６２-３６-２６５１（直通）

知多市自立生活サポートセンター ０５６２－３９－３０６０

　　知多市社会福祉協議会 　　０５６２-３３-７４００

　　ちた地域若者サポートステーション 　　０５６９ｰ８９ｰ７９４７

毎日　７：３０～２２：００

（年末年始除く）

　　知多市商工振興課 　　０５６２-３６-２６６２（直通） 　　平日　８：３０～１７：１５

　　知多市商工会 　　０５６２-５５-０７００ 　　平日　８：３０～１７：１５

※　特に記載のないものは、年末年始・土日祝日を除く。    

※　特に記載のないものは、年末年始・土日祝日を除く。    

　　０１２０-０-７８３１０

　　　毎日　２４時間
22:00～10:00は、いじめの問題や
交友関係のトラブル、心配な友達の
存在などに悩んでいる児童生徒や
保護者等に限る。

　　平日　８：３０～１７：１５
　　★電話・面接可

☆事業資金の相談等

☆生活保護の相談（生活に困っている人の相談）
　　平日　８：３０～１７：１５

経営相談・事業資金貸付

　　平日　８：３０～１７：１５
　　対象：大府市

ハートフルライン：犯罪被害者のため
のこころの悩み相談
（愛知県警察本部）

０５２-９５４-８８９７
★電話・面接（要予約）可

平日　９：００～１７：００

消費生活相談・多重債務相談
（愛知県消費生活総合センター）

０５２-９６２-０９９９
平日　　９：００～１６：３０
土日　　９：００～１６：００

０５６２-３９-２６６３　（予約制）

犯罪被害者相談
（被害者サポートセンターあいち）

０５２-２３２-７８３０
★電話・面接（要予約）可

　　犯罪被害者等電話相談
　　（全国被害者支援ネットワーク）

　　０５７０-７８３-５５４

成年後見

法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル

（日本司法支援センター）

平日　１０：００～１６：００

　　２４時間電話相談
　　「子どもＳＯＳ ほっとライン２４」
　　（愛知県教育委員会）

０５７０-０７９７１４
★電話相談のみ

平日　　　９：００～２１：００
土曜日 　９：００～１７：００

性犯罪被害１１０番
（愛知県警察本部）

０１２０-６７-７８３０ 毎日　２４時間

法　律

犯罪被害

法テラスサポートダイヤル
（日本司法支援センター）

０５７０-０７８３７４
★電話相談のみ

０５７０-７８３-１１０
★面接（要予約）のみ

毎日　９：１０～１６：３０
（年末年始除く）

高齢者

愛知県認知症電話相談
（認知症の人と家族の会愛知県支部）

０５６２-３１-１９１１
★電話・面接（要相談）可

平日　１０：００～１６：００

消費生活

サラ金・クレジット相談
（愛知県弁護士会）

　　０５７０-０３１６４０
　　★電話・面接（要予約）可

　　平日　１０：００～１２：４０、
　　　　　　１４：００～１６：４０

０５２-９６２-５３７７
★電話・面接（要予約）可

平日   ９：００～１２：００
　　　　１３：００～１６：３０

平日　９：００～１７：００

養護・障害・非行・育成相談
（愛知県知多児童・障害者相談センター）

０５６９-２２-３９３９ 平日  ８：４５～１７：３０

子ども・青少年

０５２-７６４-１６１１

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談・精神保健福祉相談

（愛知県知多保健所）
０５６２-３２-６２１１
★電話・面接可

平日　８：３０～１７：１５知多市高齢者相談支援センター
（知多包括支援センター）

０５６２-５４-１２１１

☆健康相談（健康に関するさまざまな相談） 

月・火・木・金曜日
（休日の場合は振替あり）
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

☆成年後見制度（認知症等の理由で契約・財産の自己管理ができない場合等）

平日　　９：００～１７：００
対象：常滑市、東海市、
　　　　知多市他

特定非営利活動法人
　知多地域権利擁護センター
　(知多市福祉活動センター内)

☆女性のためのカウンセリング（女性の諸問題・悩みなどの相談）
毎月第１～４木曜日（休館日除く）

第１・３　１０：００～１６：３０
第２・４  １３：３０～２０：２０

☆消費生活相談（契約トラブル・悪質商法等）

高齢者

☆高齢者相談全般、高齢者の虐待に関する相談

知 　　　多 　　　市 県 機 関  ・ そ の 他

こころ こころ

毎日   ２４時間

ヤングテレホン：少年に関する悩み
ごと・困りごと（愛知県警察本部）

女　性

精神保健福祉相談
（愛知県精神保健福祉センター）

平日 　９：００～１２：００
　　　　１３：００～１６：３０

あいちこころほっとライン３６５
（愛知県精神保健福祉センター）

０５２-９５１-２８８１
★電話相談のみ

毎日   ９：００～20：３０

名古屋いのちの電話
（社会福祉法人愛知いのちの電話協会）

０５２-９３１-４３４３
★電話相談のみ

弁護士によるＤＶ専門電話相談
（愛知県女性相談センター）

０５２-９６２-２５２８
★電話相談のみ

月曜　１４：００～１５：３０

知多市男女共同参画センター
（ふれあいプラザ内）

☆就職・進路相談 　　（知多市サテライト）
　　毎月第2水曜日１４：００～１６：００

知多市健康推進課
（保健センター）

　　０５６２－５４－１３００

平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可

消費生活

　　０５６２-３６-２６８６（直通）

平日  　　９：００～２１：００
土曜日   ９：００～１７：００

☆障害者、家族の方からの生活相談、福祉サービスの利用等 　　平日   ９：００～１７：００
　　★電話・面接可

生活・福祉

知多市商工振興課 ０５６２-３６-２６６２（直通）

子ども・青少年

☆家庭児童相談（電話相談：子育て・子どもの発達・家族のこと・健康のこと）

　　女性悩みごと電話相談
　　（愛知県女性相談センター）

　　０５２-９６２-２５２７
　　★電話・面接（要予約）可

　　平日　９：００～２１：００
　　土日　９：００～１６：００

☆相談支援（障がいや発達の遅れのあるお子さんに関する相談など）

☆生活困窮者の相談
　　平日　８：３０～１７：１５

☆資金貸付の相談（生活に必要な資金の貸付相談）
　　平日　９：００～１６：００

☆多重債務・相続登記相談
偶数月　第２水曜日(休日は翌日)
１３：００～１５：００
（予約制：１回30分4人まで）

平日　９：００～１６：００知多市子育て総合支援センター
（子ども・若者支援課）

０５６２‐５４‐１２００

０５６２-５４-４５０２

平日　９：００～１７：００
★電話・面接可知多市障がい児相談支援事業所

さんぽ

☆教育相談（いじめ、不登校、教育問題、障がいのあるお子さんの就学相談など）

☆若者サポート相談（ひきこもりやニート、不登校で悩んでいる方とそのご家族）

女　性

知多市消費生活センター
　　０５６２-３６-２６８８（直通）
　　★電話相談可

　　大府市成年後見センター
　　（大府市福祉総合相談室）

平日　　８：３０～１２：００
　　　　１３：００～１７：００

　　多重債務全般に関する相談･債務整理

　　（日本クレジットカウンセリング協会）

健　康

毎週　木曜日（休館日除く）
　１３：００～１６：００

　　０５６２-３８-５３３８

教育相談・心のダイヤル
　(知多市教育委員会)

０５６２-３２-８０７０

労　働

☆求人情報提供・職業紹介の相談
　　平日　 ９：３０～１２：００
　　　　　　 １３：００～１７：００　　知多市ふるさとハローワーク

　　（商工振興課）

知多市若者支援センター
（子ども・若者支援課）

０５６２-３６-２９６０　★予約制
月曜休館(月曜祝日の場合は翌日)

０５６２-５６-６３０５　★予約制
月曜休館(月曜祝日の場合は翌日)

さまざまな悩みによって、心理的に追い込ま
れてしまうことは、誰にでも起こりうることです。
どんなことでもかまいません。だれかに話し

てみませんか？
あなたの悩みや気持ちをお聞きしながら、

内容に応じて、各種制度や関係機関をご紹介
し、支援につなげます。
ぜひ、ご相談ください。

令和４年４月

愛知県知多保健所

ひとりで悩んでいませんか。

こころが疲れていませんか。

相談機関窓口一覧（令和４年４月現在）

詳細は各相談窓口にご確認ください。



　　常滑市福祉課 　　０５６９-３４-７７４４ 大府市高齢障がい支援課 　　０５６２-４５-６２８９

大府市地域福祉課 　　０５６２-４５-６２２８

大府市社会福祉協議会 ０５６２-４８-１８０５

　　常滑市福祉課 　　０５６９-３４-７７４４ 東海市社会福祉協議会 ０５２-６８９-１６０５

おおぶ妊産婦相談室（保健センター内） ０５６２-５７-０２１９

　　常滑市社会福祉協議会 　　０５６９-４３-０６６０

大府市家庭児童相談室 ０５６２-４６-２１４３

各児童（老人福祉）センター

☆子育て相談 大府市子どもステーション ０５６２-４７-２２００

☆子育て相談

　　東海市子育て総合支援センター     ０５６２-８５-６６６８ 大府市子どもステーション ０５６２-４６-２１００

　　常滑市教育委員会 　　０５６９-４７-６１２９ 東海市教育委員会 　　　０５２-６０３-２２１１（代）　内線６２６ 大府市教育委員会 ０５６２-４６-３３３２

東海市立教員研修センター
(のびのび相談）　0562-32-

6600
　　大府市レインボーハウス ０５６２-４４-９４００、０１２０-７８３-１７１

大府市社会福祉協議会 ０５６２－４８－１８０５　★予約制

　　東海市女性・子ども課 　　０５２-６０４-９１９１　★予約制

　　東海市高齢者支援課 　　０５２-６８９-１６００（代）

　　とこなめ南部高齢者相談支援センター 　　０５６９-３４-７１２８

大府市健康増進課（保健センター） 　　０５６２-４７-８０００

東海市健康推進課 ０５２-６８９-１６００（代）

　　大府市就業支援センター 　　０５６２-４８-６１６０

　　常滑市地域職業相談室 　　０５６９-４７-６１４５ 　　ちた地域若者サポートステーション 　　０５６９-８９-７９４７

☆就職・進路相談

　　ちた地域若者サポートステーション 　　０５６９ｰ８９ｰ７９４７

　　大府市消費生活センター 　　０５６２-４５-４５３８

☆就職・進路相談

　　ちた地域若者サポートステーション 　　０５６９ｰ８９ｰ７９４７ 大府商工会議所 ０５６２-４７-５０００

　　常滑市経済振興課 　　０５６９-４７-６１５１ 大府市福祉総合相談室 ０５６２-４５-６２１９　★予約制

常滑商工会議所 ０５６９-３４-３２００ 　　大府市福祉総合相談室 ０５６２-４５-６２１９

☆事業資金の貸付、経営相談

☆法律相談 　　東海商工会議所 　　０５６２-３３-２８１１

※　特に記載のないものは、年末年始・土日祝日を除く。    東海市市民窓口課 ０５２-６０３-２２１１（代） 内線１６５  ★予約制

東海市市民窓口課 　　０５２-６０３-２２１１（代）　内線１６５

※　特に記載のないものは、年末年始・土日祝日を除く。    ※　特に記載のないものは、年末年始・土日祝日を除く。    

経営相談・事業資金貸付

　　平日　８：３０～１７：１５
　　★電話・面接可

　　平日　８：３０～１７：１５
　　★電話・面接可

　　平日　８：３０～１７：１５
　　★電話・面接可

　　平日　８：３０～１７：１５
　　★電話・面接可

　　平日　　９：３０～１２：００
　　　　　　１３：００～１７：００

　　常滑市社会福祉協議会
　　とこなめ障がい者相談支援センター

　　（アンサンブルしんめい内）
　　０５６９-４３-０８３３

平日　９：００～１７：００
★電話・面接可

☆障がい児者、家族の方からの生活相談、福祉サービスの利用等

☆障がい児者、家族の方からの生活相談、福祉サービスの利用等

　　毎週火～日曜日
　　９：００～１７：００★電話・面接可

東海市障害者相談支援センター
横須賀事業所

０５６２－３３－８５１５

平日　８：３０～１７：１５

奇数月第２木曜日
１３：００～１５：００

第２・第４金曜日
　１３：００～１６：００（受付１５：３０まで）

子ども・青少年

東海市女性・子ども課

　　平日　８：３０～１７：１５
　　★電話・面接可

　　０５２-６０３-２２１１（代）
　　内線６８５

平日　９：００～１７：００
★電話・面接可

　　平日　８：３０～１７：１５
　　★電話・面接可

　　第２・４火曜日１０：００～１2：００
　　　　　　　　 　　　１３：００～１６：00

平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可東海市高齢者支援ネットワーク

センター

　　　月～木曜日
　　　９：３０～１２：３０、　１３：３０～１５：３０
　　　(受付は１５：００まで)

☆高齢者相談一般

平日　８：３０～１７：１５

☆求人情報提供・職業紹介

平日　８：３０～１７：１５

消費生活

☆消費生活相談（契約トラブル・悪質商法等）

健　康

労　働

 　平日
 　職業相談： ９：３０～１２：００
　 　　　　　　 １３：００～１７：００

平日　９：００～１６：００

東海市社会福祉課

女　性

☆生活福祉資金の相談

子ども・青少年

☆多重債務の相談

平日　８：３０～１７：００

週２回　１０：００～１２：００
（詳細は各センターへ）☆児童虐待・養育相談

☆妊娠・出産・子育てについての相談

平日　９：００～１６：００

こころ

☆障がい者手帳・自立支援医療・障がい者制度等

常 　　　滑 　　　市 大 　　　　府 　　　　市東 　　　　海 　　　　市

☆障害者手帳・自立支援医療・障害者制度等

こころ こころ

☆障がい者手帳・自立支援医療・障がい者制度等 平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可

東海市社会福祉課
　０５２-６０３-２２１１（代）
　内線１２１・１２４ ☆障がい児者、家族の方からの生活相談、福祉サービスの利用等

平日　８：３０～１７：１５
★電話･面接可

平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可　大府市社会福祉協議会

　大府市障がい者相談支援センター
　　０５６２-４８-１８０５
　　０５６２-４８-３０１１

平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可☆生活保護の相談

平日　８：３０～１７：１５

毎日 ８：３０～１７：１５
★電話･面接可

０５２-６０３-２２１１（代）
内線 １２２・１２５・１２６・１２７

生活・福祉 ☆生活保護の相談

生活・福祉

☆生活福祉資金の相談

平日　８：３０～１７：１５

☆高齢者相談一般

０５２-６０２-０８７４

☆乳幼児育児相談

☆子育てについての相談（利用者支援）

☆家庭児童相談(児童の生活習慣・児童虐待等）
東海市商工労政課

０５２-６０３-２２１１（代）
内線５６７  　★予約制

☆子ども家庭相談

☆女性のための悩みごと相談

高齢者

☆よろず相談

第１・第３金曜日
　１３：３０～１６：３０

東海市消費生活センター

経営相談・事業資金貸付

東海市商工労政課
０５２-６０３-２２１１（代）
内線５６７

☆労働相談、求人情報提供・職業紹介

東海市地域職業相談室

☆法律相談

平日　８：３０～１７：００

☆教育相談
平日　８：３０～１７：１５

平日　９：００～１６：００
☆家庭教育相談・いじめ不登校相談

☆高齢者相談一般

東海市高齢者相談支援センター
（東海包括支援センター）

東海包括支援センター：０５２‐６８９‐１６０６
東海包括支援ｾﾝﾀｰ分室：０５６２‐３１‐３３１２

法律・市民相談

女　性

☆女性のための相談室（女性の悩みごとやＤＶに関する相談）

☆特別支援教育（のびのび相談）

☆教育相談（学校教育と就学に関すること）

　　０５６９-４３-４１２７

常滑市健康推進課
（保健センター内）

０５６９-３４-７０００

☆高齢者相談一般（青海・鬼崎地区にお住まいの方）

健　康

  とこなめ北部高齢者相談支援センター
  （とこなめ市民交流センター内）

労　働

平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可

☆内職相談

０５２-６０３-２２１１（代）
内線７８４・７８５

労　働

毎週木曜日
　１０：００～１２：００
　１３：００～１５：００

☆健康相談

☆健康相談 平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可

☆高齢者相談一般（常滑地区にお住まいの方）

０５６９-８４－０２７０

月～土曜日　９：００～１８：０
０
★電話・面接可

平日　１０：００～１７：００

子ども・青少年

☆こころのきゅうけいしつ（若者など市民の悩みごと相談） 毎月　第３土曜日
　　　　１４：００～１６：００
（変更する場合あり）　　常滑市社会福祉協議会

０５６９-４７-６１５１
★予約優先

　　０５６９-４３-０６６０
　　★予約制

生活・福祉

☆登記・多重債務・空家の相談
毎月　第２水曜日
　　　　１３：００～１６：００常滑市経済振興課

☆生活資金貸付の相談

☆生活保護の相談

０５６９-４７-６１０８　★予約制

消費生活

☆消費生活相談（契約トラブル・悪質商法等） 毎週月、水～金曜日
　　　１０：００～１２：００
　　　１３：００～１６：００

毎月　第２金曜日
　　　　９：３０～１４：００
（祝日の場合は変更あり）　　常滑市福祉課 　　０５６９-３４-７７４４　★予約制

高齢者

平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可０５６９-４３-０６６２

　　平日　８：３０～１７：１５

　　（東海市サテライト）
　　毎月第１金曜日１０：００～１２：００

　　（常滑市サテライト）
　　　毎月第２水曜日１０：００～１２：００

常滑市消費生活センター
０５６９-４７-６１３９
★予約優先・電話相談可

☆求人情報提供・職業紹介

０５２-６０３-２２１１（代）
内線７７３　★予約・電話相談可

  とこなめ中部高齢者相談支援センター
  （イオンモール常滑１階）

　　平日　　８：３０～１２：００
　　　       １３：００～１７：１５

☆事業資金の貸付

☆事業資金の貸付・経営相談
平日　８：３０～１７：１５

法　律

原則　毎月第１・第３水曜日
　　　　１０：００～１１：４０
　　　　１３：００～１４：１５常滑市市民協働課

☆消費生活相談（契約トラブル・悪質商法等） 毎週月～木曜日
　１０：００～１２：００
　１３：００～１６：００

　　常滑市家庭児童相談室
　　（子育て総合支援センター内）

☆教育相談

☆高齢者相談一般（南陵地区にお住まいの方）

☆健康相談 平日　８：３０～１７：１５
★電話・面接可

☆若者就職相談 （大府市サテライト）
毎月第４水曜日　１４：００～１６：００

☆事業資金の貸付・経営相談

　　０５６２ｰ４５ｰ６２６６

消費生活

平日　８：３０～１７：１５

　　平日　９：００～１６：３０

経営相談・事業資金貸付

　　平日　９：００～１６：００

☆不登校やひきこもりやニートなどの悩みに関する相談 　　　第１・３金曜日、第２・４火曜日
　　　（祝日は振替する事があります）
　　　１３：３０～１６：２０　(1人50分まで)

女　性

☆女性の悩みごとやＤＶに関する相談 原則毎日　９：００～１６：３０
（第２・４月曜日、年末年始を除く）
○面接(予約制)　原則毎月第１・３月曜日

　　１０：００～１２：００／１３：１０～１６：２０
　　大府市石ヶ瀬会館 　　０５６２-４４-９１１７

高齢者

☆高齢者相談一般

平日　８：３０～１７：１５大府市高齢者相談支援センター
（大府包括支援センター）

０５６２-４５-５４５５

健　康

☆外国人市民のための相談

法律・市民相談

☆法律相談 原則毎週金曜日
　１３：３０～１６：３0

☆福祉総合相談（さまざまな分野に関わるもの、はざまのもの）
　　平日　８：３０～１７：１５

外国語

○ポルトガル語 (毎週水曜日
　受付13:00～16:30　相談13:00～17:00)
○中国語 (第2水曜日
　受付13:00～16:30　相談13:00～17:00)
○ベトナム語 (第4水曜日
　受付13:00～16:30　相談13:00～17:00)
○英語 (平日
　受付13:00～16:30　相談13:00～17:00)

　　大府市文化交流課


