悩みごとに関する各種相談窓口等一覧
相談窓口名称

分野別

あいちこころほっとライン365

電話番号

受付時間

電話

面接

０５２-９５１-２８８１

毎日 9：00～16：30

○

×

精神保健福祉相談
（愛知県精神保健福祉センター）
［精神疾患等、精神保健福祉に関する相談］

０５２-９６２-５３７７

平日 9：00～12：00
13：00～16：30

○

○
（要予約）

一宮保健所

０５８６-７２-０３２１

瀬戸保健所

０５６１-８２-２１５８

春日井保健所

０５６８-３１-０７５０

江南保健所

０５８７-５６-２１５７

清須保健所

０５２-４０１-２１００

津島保健所

０５６７-２６-４１３７

平日 9：00～12：00
13：00～16：30

○

○
（まずは、
お電話で
ご相談く
ださい）

○

○
（要予約）

①様々な ［こころの健康に関する相談］
心の悩み

半田保健所

０５６９-２１-３３４0

知多保健所

０５６２-３２-６２１１

衣浦東部保健所

０５６６-２１-９３３７

西尾保健所

０５６３-５６-５２４１

新城保健所

０５３６-２２-２２０５

豊川保健所

０５３３-８６-３６２６

豊橋市保健所

０５３２-３９-９１４５

平日 8：30～17：15

岡崎市保健所 精神保健福祉相談

０５６４-２３-６７１５

平日 9：00～17：00

豊田市保健所 精神保健福祉相談

０５６５-３４-６８５５

平日 8：30～17：15

精神保健福祉相談
（名古屋市精神保健福祉センターここらぼ）
［精神疾患等、精神保健福祉に関する相談］

０５２-４８３-２０９５

平日 8：45～17：15

○

○
（要予約）

こころの健康電話相談
（名古屋市精神保健福祉センターここらぼ）

０５２-４８３-２２１５

平日 12：45～16：45

○

×

千種保健センター

０５２-７５３-１９８１

東保健センター

０５２-９３４-１２１７

北保健センター

０５２-９１７-６５７２

西保健センター

０５２-５２３-４６０７

中村保健センター

０５２-４８１-２２９４

中保健センター

０５２-２６５-２２６１

昭和保健センター

０５２-７３５-３９６２

瑞穂保健センター

０５２-８３７-３２６７

○

０５２-６８３-９６８２

平日 8：45～12：00
13：00～17：15

○

熱田保健センター
中川保健センター

０５２-３６３-４４６１

港保健センター

０５２-６５１-６５０９

南保健センター

０５２-６１４-２８１２

守山保健センター

０５２-７９６-４６３３

緑保健センター

０５２-８９１-３６２１

名東保健センター

０５２-７７８-３１１２

天白保健センター

０５２-８０７-３９１４

こころの健康（夜間・土日）無料相談

０５２-９６２-９００２
（予約専用）

毎日（祝休日を除く）
9：00～20：00

×

○
（要予約）

名古屋いのちの電話

０５２-９３１-４３４３

毎日 24時間

○

×

毎日 24時間

×

×

いのちの電話インターネット相談

インターネット相談
http://www.inochinodenwa-net.jp

よりそいホットライン

０１２０-２７９-３３８

毎日 24時間（無料）

○

×

あいち自殺防止センター

０５２-８７０-９０９０

金 20：00～23：00

○

×

-108 -

相談窓口名称

分野別

②子ど
も・青少
年

電話番号

受付時間

電話

面接

○

×

教育相談こころの電話（愛知県教育・スポーツ振興財団）

０５２-２６１-９６７１

毎日 10：00～22：00

24時間電話相談「子どもSOSほっとライン24」

０１２０-０-７８３１０

毎日 24時間

○

×

一般教育相談 （愛知県総合教育センター）
［児童生徒とその保護者及び関係教職員］

０５６１-３８-２２１７

平日 9：00～17：00

○

○
（要予約）

家庭教育相談 （愛知県教育委員会生涯学習課）

０５２-９６１-０９００

平日 9：00～16：00

○

×

被害少年相談電話（愛知県警察少年サポートセンター）
［犯罪、いじめ、虐待等の被害に関する相談］

０１２０-７８６-７７０

平日 9：00～17：00

○

○
（要予約）

思春期精神保健相談
（名古屋市精神保健福祉センターここらぼ）

０５２-４８３-２０９５

第1・2木 14：00～16：00
第3金
14：00～16：00
第4火
14：00～16：00

×

○
（要予約）

（年末年始を除く）

（予約は平日8：45～17：15）

ヤングテレホン （愛知県警察本部）
[非行防止等に関する相談]

０５２-９５１-７８６７

平日 9：00～17：00

○

○
（要予約）

子どもの人権110番（名古屋法務局人権擁護部・愛知県人
権擁護委員連合会）

０１２０-００７-１１０

平日 8：30～17：15

○

○

電話相談
０５２-５８６-７８３１

土

○

×

×

○
（要予約・
無料）

平日 9：00～17：00

○

×

毎日 24時間

○

×

月～金 9：30～19：00
土
9：30～12：00

○

×

×

○
（要予約）

子どもの人権相談 （名古屋法律相談センター：愛知県弁護
士会）
（非行、いじめ、虐待、無戸籍、学校事故、不登校等こども
の権利に関する相談）

電話相談 子ども家庭110番

面談相談
予約番号 052-565-6110

０５２-９５３-４１５２

児童相談所全国共通ダイヤル

子ども教育相談「ハートフレンドなごや」
（名古屋市教育センター内）

189
電話相談
０５２-６８３-８２２２
来所相談
【予約専用ダイヤル】
０５２‐６８３‐６４１５

9:20～16:00

（祝日を除く）
予約受付時間
９：１０～１６：３０
（土日祝を含む）
※年末年始を除く
面談相談時間
９：２０～１６：２５
（祝日を除く）

（祝日・年末年始を除く）

平日

9：30～17：00

その他、県内各福祉相談センター内児童・障害者相談センター、各児童相談センター、お住まいの市町村及び市町村教育委員会で総合的
な相談が受けられます。

③ひきこ ひきこもり専門相談
（愛知県精神保健福祉センター）
もり
ひきこもり相談
（各県保健所）

④女性

9：00～12：00
13：00～16：30

○

○
（要予約）

最寄の県保健所にお問い合わ 平日 9：00～12：00
せください。
13：00～16：30

○

○
（まずは、
お電話で
ご相談く
ださい）

○

○
（要予約）

○

○
（要予約）

×

○
（要予約）

○

×

０５２-９６２-３０８８

平日

ひきこもり相談
（名古屋市ひきこもり地域支援センター）

０５２-４８３-２０７７

平日

女性悩みごと電話相談 （愛知県女性相談センター）
［家庭内不和、男女問題、経済不安、ＤＶ、一時保護等の
相談］

０５２-９６２-２５２７

月～金 9：00～21：00
土・日 9：00～16：00

弁護士による法律相談（愛知県女性相談センター）

予約受付
０５２-９６２-２５２７

月 10：00～12：00

弁護士によるＤＶ専門電話相談
（愛知県女性相談センター）
［ドメスティック・バイオレンス専門の相談］

０５２-９６２-２５２８

月 14：00～15：30

レディースホットライン （愛知県警察本部）
［性犯罪被害相談］

０１２０-６７-７８３０

平日 9：00～17：00

○

×

ストーカー110番 （愛知県警察本部）
［ストーカー被害に関する相談］

０５２-９６１-０８８８

毎日 24時間

○

×

女性の人権ホットライン （名古屋法務局人権擁護部・愛知
県人権擁護委員連合会）

０５７０-０７０-８１０

平日 8：30～17：15

○

○

女性に対する暴力電話相談
（名古屋法律相談センター：愛知県弁護士会）

０５２-５７１-３１１０

木 14：00～16：00

○

○
(要予約・
有料)

8：45～17：15

（祝日・年末年始を除く）
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（祝日・年末年始等を除く）

（祝日・年末年始を除く）

（祝日を除く）

分野別

④女性

相談窓口名称
女性の健康なんでも相談 （愛知県助産師会）
弁護士相談（愛知母子・父子福祉センター）
［ひとり親家庭及び寡婦に対する法律相談］

電話番号
０９０－１４１２－１１３８
予約番号
０５２-９１５-８８６２

受付時間
月～土 13：30～16：30
（祝日・年末年始等を除く）

平日 9：00～17：30
（予約受付時間）

電話

面接

○

×

×

○
（要予約）

その他、県内各女性相談センター駐在室（県福祉相談センター地域福祉課内）で女性の悩みごと相談が受けられます。

⑤子育て ひとり親家庭等電話相談 （愛知母子・父子福祉センター）

０５２-９１５-８８８６

月･水･金 10：00～16：00

○

×

時間外電話相談［育児もしもしキャッチ］
（あいち小児保健医療総合センター）
［育児相談、母と子の健康に関する相談］

０５６２-４３-０５５５

水～土 17：00～21：00

○

×

あいち子育て支援女性再就職サポートセンター
[子育てしながら働きたい女性の再就職を支援します］

０５２-４８５-６９９６

平日 9：00～18：00
土 10：00～17：00

○

○
（要予約）

あいちマザーズハローワーク
［子育てしながら働きたい方への職業相談］

０５２-５８１-０８２１

平日 8：30～17：15
第２・４土 10：00～17：00

○

○

養育費相談（愛知母子・父子福祉センター）
［ひとり親家庭の子どもの養育費に関する相談］

０５２-９１５-８８１６

平日 10：00～16：00

○

○
（要予約）

毎日 19：00～翌朝8:00

○

×

［ひとり親家庭及び寡婦の生活全般に関する相談］

小児救急電話相談
［かかりつけ医が診療していない夜間の医療相談］

(祝日、年末年始を除く)

（祝日及び年末年始は除く）

＃８０００
（０５２-９６２-９９００）

母子・父子自立支援員
お住まいの市（町村の方は最寄の県福祉相談センター地域福祉課）にお問い合
［ひとり親家庭等の自立支援・就業・生活・子育てに関する
わせください。
相談］
その他、県福祉相談センター地域福祉課、お住まいの市町村で総合的な相談が受けられます。
愛知県認知症電話相談

⑥高齢者 （認知症の人と家族の会愛知県支部）

０５６２-３１-１９１１

平日 10：00～16：00

○

×

月～土

○

×

○

×

［認知症の方の介護方法、対応の工夫、悩み等］
若年性認知症コールセンター
（認知症介護研究・研修大府センター）
［若年性認知症に関する電話相談］

高齢者・障害者総合支援センターアイズ
（名古屋法律相談センター：愛知県弁護士会）
［高齢者や障害者の方の財産管理・成年後見制度等の
相談］

フリーダイヤル
０８００-１００-２７０７

10：00～15：00

（祝日・年末年始を除く）

電話相談
０５２-５６５-６１１６

火・木 10：15～13：00

来客相談
０５７０-７８３-１１０

9：10～16：30
（土日祝を含む）
※年末年始を除く

×

○
（要予約・
有料）

出張相談
０５２-２０３-２６７７

平日 10：00～16：00

×

○
（要予約・
有料）

×

○
（要予約・
有料、但
し一定額
以下の収
入などの
要件を満
たした方
は無料）

（祝日を除く）

■ 成年後見制度利用に関する相談、相続、遺言、財産管理に関する相談

名古屋総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５２-６８３-６６８６

水 16：00～19：00
土 10：00～12：00
13：00～15：00
（祝日を除く）

西三河総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５６４-５８-０３１８

水

東三河総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５３２-５４-５６６５

水

一宮総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５８６-２８-４８３８

水

半田総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５６９-３２-８８９６

土

13：00～16：00

（祝日を除く）

13：00～16：00

（祝日を除く）

13：00～16：00

（祝日を除く）

13：00～16：00

（祝日を除く）

その他、県福祉相談センター地域福祉課、お住まいの市町村、各市区町村の社会福祉協議会・地域包括支援センターで総合的な相談が受
けられます。
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相談窓口名称

分野別

⑦障害者 障害者１１０番（愛知県身体障害者福祉団体連合会）

電話番号

受付時間

電話

面接

０５２-２２８－６６７０

平日 9：00～16：00

○

○

発達障害に関する相談（あいち発達障害者支援センター）

０５６８-８８-０８４９

・電話相談
平日 10：00～16：00
（12：00～13：00を除く）
・来所相談
月・木（祝日・年末年始を除く）

○

○
（要予約）

発達障害者に関する相談
（名古屋市発達障害支援センターりんくす名古屋〈名古屋
市在住者及び名古屋市在勤・在学者対象〉）

０５２-７５７-６１４０

平日 8：45～17：15

○

○
（要予約）

特別支援教育相談 （愛知県総合教育センター）
［障害がある、または落ち着きがなく授業に集中できない
など学校生活で困っている幼児児童生徒の発達を支援す
るための教育相談］

０５６１-３８-９５１７

平日 9：00～17：00

○

○
（要予約）

開所時間・予約申込受付時
間
月～土 9:00～17:00
(日曜・祭日・12/29～1/4は
休み)

―

○
(予約推
奨)

○

―

聴覚障害者・盲ろう者相談（あいち聴覚障害者センター）

FAX:052-221-8663
電話:052-228-6660
メール:
aichi.deaf.center
@flute.ocn.ne.jp

障害者差別に関する広域相談窓口（身体・知的に関しては、各相談センター。精神に関しては精神保健福祉センター）
尾張福祉相談センター
【管轄区域】
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲
沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名
古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

０５２－９６１－７２１１

海部福祉相談センター
【管轄区域】
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

０５６７－２４－２１１１

知多福祉相談センター
【管轄区域】
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東
浦町、南知多町、美浜町、武豊町

０５６９－２２－３９３９

西三河福祉相談センター
【管轄区域】
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜
市、幸田町

０５６４－２３－１２１１

月～金 8:45～17:30
（祝日、年末年始を除く）

豊田加茂福祉相談センター
【管轄区域】
豊田市、みよし市

０５６５－３３－２２１１

新城設楽福祉相談センター
【管轄区域】
新城市、設楽町、東栄町、豊根村

０５３６－２３－８０５１

東三河福祉相談センター
【管轄区域】
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

０５３２－５４－５１１１

県障害福祉課
【管轄区域】
名古屋市

０５２－９５４－６２９４

精神保健福祉センター

０５２－９６２－５３７７

平日 8:45～17:30

県内各福祉相談センター（児童・障害者相談センター）、お住まいの市町村、各市区町村の社会福祉協議会で総合的な相談が受けられま
す。

⑧金融・ 貸金業に関する相談（愛知県産業労働部中小企業金融
課）［愛知県知事登録貸金業者に関する相談］
貸金

０５２-９５４-６３３４

平日 9：30～16：30

○

○

（ナビダイヤル）
０５７０-０５１-０５１

平日 9：00～17：30

○

○
（要予約）

銀行とりひき相談所（名古屋銀行協会）
［銀行に関する様々な相談・苦情、中小事業者窓口相談、
住宅ローン返済等に関する窓口相談］

０５２-２１８-６１５０

平日 9：00～17：00

○

○
（要予約）

金融円滑化に関する相談（東海財務局）
［中小企業等の金融円滑化に関する相談］

０５２-６８７-１８８７

平日 9：00～16：00

○

×

金融ホットライン（東海）（東海財務局）
［銀行・保険・証券・貸金など金融サービスに関する相談］

０５２-９５１-９６２０

○

×

貸金業務に関する相談・苦情・紛争解決・貸付自粛申告の
受付（日本貸金業協会）
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平日

9：00～12：00
13：00～17：00

相談窓口名称

分野別

多重債務全般に関する相談・債務整理（無料）
⑨消費生 （日本クレジットカウンセリング協会名古屋センター）
［電話相談、カウンセリング、弁済計画の策定、家計管理
活
相談］

電話番号
おこまりならまるまるさいむほっとライン

０５７０-０３１６４０

受付時間

電話

面接

平日 10：00～12：40
14：00～16：40

○

○
（要予約）

多重債務全般に関する相談（東海財務局）
［個人・事業者の相談も可。生活再建のための家計管理支
援も］

０５２-９５１-１７６４

平日 9：00～12：00
13：00～17：00

○

○
（予約不
要）

サラ金・クレジット相談
（名古屋法律相談センター：愛知県弁護士会）
（支部で実施する相談についてはお問い合わせください）

０５７０-７８３-１１０

9：10～16：30
（土日祝を含む）
※年末年始を除く

×

○
（要予約・
2回目以
降有料）

消費者被害相談・投資被害や建築紛争に関する法律相談
（愛知県弁護士会）

０５７０-７８３-１１０

9：10～16：30
（土日祝を含む）
※年末年始を除く

×

○
（要予約・
有料）

０５２-６８３-６６８６

水 16：00～19：00
土 10：00～12：00
13：00～15：00

×

○
（要予約・
有料、但
し一定額
以下の収
入などの
要件を満
たした方
は無料）

■多重債務・一般法律相談 ［140万円以下の民事事件］

名古屋総合相談センター（愛知県司法書士会）

（祝日を除く）

西三河総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５６４-５８-０３１８

水

東三河総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５３２-５４-５６６５

水

一宮総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５８６-２８-４８３８

水

半田総合相談センター（愛知県司法書士会）

０５６９-３２-８８９６

土

13：00～16：00

（祝日を除く）

13：00～16：00

（祝日を除く）

13：00～16：00

（祝日を除く）

13：00～16：00

（祝日を除く）

■消費生活相談・多重債務相談 ［悪質商法や商品・サービスに関する消費生活上のトラブル及び多重債務の整理等の相談］
愛知県消費生活総合センター

０５２-９６２-０９９９

平日
土・日

9：00～16：30
9：00～16：00

○

○

○

○

×

○
（要予約・
要件を満
たした方
は無料）

その他、県内各地の消費生活相談室で相談が受けられます。

⑩生活・ 生活福祉資金の相談
福祉
愛知県弁護士会法律相談センター
［法的な困り事等の相談］

県・各市区町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。

０５７０-７８３-１１０

9：10～16：30
（土日祝を含む）
※年末年始を除く

その他、県福祉相談センター地域福祉課、お住まいの市町村、各市区町村の社会福祉協議会、最寄の民生委員にご相談ください。
愛知県医療安全支援センター

０５２-９５４-６３１１

平日 9：00～12：00
13：00～17：00

○

○
（要予約）

愛知県医師会医療安全支援センター（苦情相談センター）
［医療に関する苦情や相談（歯科は除く）］

０５２-２４１-４１６３

平日 9：00～12：00
13：00～16：00

○

○
（要予約）

愛知県医師会難病相談室
［①専門医師による医療相談（予約制）、②医療ソーシャル
ワーカーによる療養生活相談］

０５２-２４１-４１４４

・医療相談指定日
平日 14：00～17：00
・療養・生活相談
平日 9：00～16：00

○

○
（要予約）

精神科救急情報センター
［緊急に受診等が必要な時、医療機関等の電話案内］

０５２-６８１-９９００

毎日 24時間

○

×

⑪医療・ ［医療に関する困りごとの相談］
健康

小児救急電話相談
［かかりつけ医が診療していない夜間の医療相談］

＃８０００
（０５２-９６２-９９００）

毎日 19：00～翌朝8:00

○

×

不妊・不育専門相談（名古屋大学医学部附属病院）

０５２-７４１-７８３０

月・木 10：00～13：00
第1・3水 18：00～21：00

○

○
（要予約）

（祝日・年末年始を除く）

その他、県内各保健所、お住まいの市町村の保健センターで総合的な相談が、受けられます。
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分野別

相談窓口名称

⑫依存症 愛知県精神保健福祉センター
（アルコー
ル・薬物・
アルコール専門相談
ギャンブ
ル等）

電話番号

０５２－９５１－５０１５

薬物問題に関する相談

０５２－９６２－５３７７

ギャンブル依存症に関する相談

０５２－９５１－１７２２

各保健所
［アルコール・薬物問題等に関する相談］

依存症相談
（名古屋市精神保健福祉センターここらぼ）

受付時間

最寄の保健所にお問い合わせく
ださい。

０５２－４８３－３０２２

平日 9:00～12:00
13:00～16:30

平日 9:00～12:00
13:00～16:30
毎月 第１火14:：00～16：00
第１金 14：30～16：30
第２水 10：00～12：00
第３月 14：00～16：00
第４水 14：30～16：30

電話

面接

○

○
（要予約）

○

○
（要予約）

○

○
（要予約）

○

○
（まずは、
お電話で
ご相談く
ださい）

×

○
（要予約）

○

○

○

○

(祝日・年末年始を除く)
（予約は平日 8：45～17：15）

NPO法人愛知県断酒連合会［酒害相談］

⑬経営相 商工業（経営全般等）に関する相談
談

⑭労働

０５２-８２４-１５６７

毎日 9：00～17：00

お住まいの市町村の商工会又は商工会議所にお問い合わ
せください。

（公財）あいち産業振興機構（経営アドバイスグループ）
［経営相談、診断・助言、中小商業の活性化］

０５２-７１５-３０７０

平日 8：45～17：30

○

○

（公財）あいち産業振興機構（取引振興グループ）
［下請取引の紹介・あっせん及び苦情相談］

０５２-７１５-３０６８

平日 8：45～17：30

○

○

平日 9：00～17：00

○

○

平日 9：30～18：00

○

○

■労働条件に関する相談
栄総合労働相談コーナー

０５２-２６３-３８０１

愛知労働局企画室 総合労働相談コーナー

０５２-９７２-０２６６

または、最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーにお問合わせください。
求人・求職の相談
（県内の各ハローワーク（公共職業安定所））

最寄のハローワークにお問い合わせください。

■ 若者の就職に関する相談（ヤング・ジョブ・あいち）
あいち若者職業支援センター（愛知県）

０５２-２６４-０６６７

愛知新卒応援ハローワーク(愛知労働局)

０５２-２６４-０７０１

愛知わかものハローワーク(愛知労働局)

０５２-２６４-０６０１

セクハラ、男女の均等な扱い等についての相談
（愛知労働局雇用均等室）

０５２-２１９-５５０９

平日 8：30～17：15

○

○

産業保健に関する相談（愛知産業保健総合支援センター）
［仕事上のストレスによる精神的な悩み、職場の対人関係
の悩み、職業生活を通じての悩み等］

０５２-９５０-５３７５

平日 9：00～17：00

○

○
(事前にご
連絡願い
ます)

○

○

×

○
（要予約・
有料）

○

○
（要予約）

○

×

労働問題に関する相談（ウインクあいち１７階 労働相談
コーナー）

０５２-５８９-１４０５

労働相談（名古屋法律相談センター：愛知県弁護士会）

０５７０-７８３-１１０

教育関係職員相談（愛知県総合教育センター）
［公立学校関係者（教育委員会職員を含む）とその家族を
対象にメンタルヘルス相談、身上・生活相談（パワーハラス
メントを含む）、セクシュアルハラスメント相談、幼稚園教員
相談］

０５６１-３８-２２１７

勤労者安心ネットワークセンター

０１２０-８１-１５０５
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月～金 9：30～18：00
土 10：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

9：10～16：30
（土日祝を含む）
※年末年始を除く
身上・生活相談
平日 9：00～16：00
（相談内容により相談日時が異
なりますのでお問い合わせくださ
い）

平日 10：00～12：00
13：00～16：00

分野別

相談窓口名称

⑮犯罪被 ハートフルライン（愛知県警察本部）
害
犯罪被害者相談（被害者サポートセンターあいち）

電話番号

受付時間

電話

面接

○

○
（要予約）

○

○
（まずは、
お電話で
ご相談く
ださい）

○

○

○

×

○

○

×

○
（要予約・
有料）

平日 9：00～21：00
土 9：00～17：00

○

×

０５２-９５４-８８９７

平日 9：00～17：00
(祝日・年末年始を除く)

０５２-２３２-７８３０

平日 10：00～16：00

０５７０－７８３－５５４

全国共通ナビダイヤル（年
末年始を除く）7:30～22:00

犯罪被害者電話相談
（名古屋法律相談センター：愛知県弁護士会）

０５２-５７１-５１００

金 15：00～18：00

法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル
［専門オペレーターによる情報提供（相談窓口案内）］

０５７０-０７９７１４
（なくことないよ）

平日 9：00～21：00
土 9：00～17：00

⑯外国人

（祝日・年末年始を除く）

（祝日・年末年始を除く）

月～土 10：00～18：00
（ポルトガル語、日本語）

月～金 13：00～18：00
（スペイン語）

あいち国際プラザ多文化共生センター
（（公財）愛知県国際交流協会）
［多文化ソーシャルワーカーによる相談や情報提供及び複
雑な問題に対する個別支援、ならびに無料弁護士相談］

月・火・木・金
13:00～18:00
０５２-９６１-７９０２

(英語)

月

13：00～18：00
（中国語）

水 13:00～18:00
(フィリピノ語/タガログ語）
（年末年始を除く）

・法律相談（予約制）
第２・４金 13：00～16：00

外国人法律相談（名古屋法律相談センター：愛知県弁護士
会）

０５７０-７８３-１１０

9：10～16：30
（土日祝を含む）
※年末年始を除く
相談実施日
木 14：10～16：25

⑰法律

法テラス・サポートダイヤル［専門オペレーターによる情報
提供（相談窓口案内）］

０５７０-０７８３７４
（おなやみなし）

法テラス無料法律相談
（収入等要件確認が必要）

０５０-３３８３-５４６０

平日 9：00～17：00

×

○
（要予約）

愛知県司法書士会無料電話ガイド
［登記、法律、多重債務等に関する簡易な相談］

０５０-３５３３-３７０７

平日 10：00～16：00
（祝日を除く)

○

×

×

○
（要予約）

―

○
（要予約）

×

○
（要予約）

○

×

くらしの行政・法律相談所（中部管区行政評価局・法テラ
ス）
［弁護士による法律相談］

⑱自死遺 自死遺族相談（愛知県精神保健福祉センター）
族相談
自死遺族相談
（名古屋市精神保健福祉センターここらぼ）

NPO法人 After the Rain（アフターザレイン）

⑲自死遺
族の自助 リメンバー名古屋自死遺族の会
グループ 偶数月に名古屋市内で遺族の集いを開催しています。

～こころの居場所～AICHI自死遺族支援室
（奇数月（1月を除く）に名古屋市内で遺族会を開催してい
ます。）

０５２-９６１-４５２２

０５２-９６２-５３７７

０５２-４８３-２０９５

第1・2・3火

17：30～19：30

（祝日・年始年始を除く）

第3木 14：00～15：30
（予約は平日9：00～12：00、
13：00～16：30）

第3火 10：00～12：00
（予約は平日8：45～17：15）

０５７０－０１７－２２２
LINE通話ID：aftertherainjapan 毎週火 22：00～翌4：00
(ビデオ電話・チャット相談ではなく
音声通話による相談です)

［ホームページ］ http：//will.obi.ne.jp/remember/
［Ｅメールアドレス］remember_nagoya@yahoo.co.jp
［ＦＡＸ］020-4668-8925
［郵便］ 〒612-8799京都府京都市伏見区撞木町1148 伏見郵便局留
リメンバー名古屋自死遺族の会
［ホームページ］ http：//cocoroibasyo.org
［Eメールアドレス］cocoroibasyo@yahoo.co.jp
※現在メール・電話相談は行っていません。対面でのご相談を希望される方は
ホームページをご確認ください。事務局は移転し非公開となっています。郵便の
送付方法はメールでお問合せ下さい。

-114 -

分野別

相談窓口名称

⑳その他 警察安全相談 （愛知県警察本部）

［犯罪等による被害の未然防止や暮らしの安全と平穏に係
る相談等］

電話番号

電話

面接

平日 9：00～17：00

○

○

０５２-９６２-５１００

平日

○

○

０５７０-００３-１１０

平日 8：30～17：15

○

○

０５７０-７８３-１１０

9：10～16：30
（土日祝を含む）
※年末年始を除く

×

○
（要予約・
有料（た
だし、離
婚相談は
初回無
料）

○

○

○

○

＃９１１０（プッシュ回線）
０５２-９５３-９１１０

受付時間

■県民相談 ［県政相談、交通事故相談等］

愛知県県民相談・情報センター

9：00～17：15

その他、県内各地の県民相談室で相談が受けられます。
人権相談
（名古屋法務局人権擁護部・愛知県人権擁護委員連合会）
［悩みごと・困りごと相談］

一般法律相談・民事介入暴力相談
（名古屋法律相談センター：愛知県弁護士会）
［離婚、相続専門、労働の各相談を含みます。］

■行政相談［国の行政機関、独立行政法人、特殊法人等の業務に関する苦情・相談］
行政苦情１１０番（中部管区行政評価局）（または、身近
な行政相談委員にご連絡ください。）

０５７０-０９０-１１０

くらしの行政・法律相談所

０５２-９６１-４５２２

※受付時間／「平日」の記載：土・日・祝日・年末年始を除く。
※令和元年4月1日現在。詳細は各相談窓口にご確認ください。
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平日 8：30～17：30
（上記以外は留守番電話により
受付けます）

毎日 10：00～18：00
（祝日・年末年始は除く）

