令和3年4月現在（愛知県一宮市）

「悩みごとの相談窓口」一覧
分野

具体的な相談内容

相談窓口名称

名古屋いのちの電話

こころの悩み

電話

052-931-4343

心の健康電話
あいちこころほっとラ 052-951-2881
イン365

時間

会場・問い合せ先

当面の間、
月・水・金曜日
8:00～翌日8:00
火・木・土・日曜日
8:00～22:00

社会福祉法人愛知いのちの電話協会

毎日9:00～16:30

愛知県精神保健福祉センター

県医務課ＷＥＢ「様々 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/naya
愛知県医務課ウェブサイト
minosoudanmadoguti.html
な悩みの相談窓口」

あいちこころのサポー https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/koko
愛知県医務課ウェブサイト
ronosapo-to-line.html
トＬＩＮＥ相談

健
康
の
悩
み
こころや身体の不調
受診の相談
うつ・ひきこもりの
相談
アルコール・薬物の
相談

Eメール相談
ひきこもり相談
メンタルヘルス相談

https://www.aichi-pref-email.jp/top.html

精神保健福祉相談

予約先電話
0586-28-9145

平日9:00～11:30
13:00～16:00

0586-63-4833

平日9:30～11:30
13:00～15:00

専門の医療機関が知
りたい

お
金
の
悩
み

0586-52-3855

一宮市西保健センター
一宮市北保健センター

0586-86-1611

薬物の相談

一宮市役所本庁舎２階
福祉総合相談室
一宮市中保健センター

0586-72-1121

健康相談

愛知県精神保健福祉センターウェブサ
イト

平日9:00～17:15

一宮市保健所保健予防課

こころのドクターネッ
http://www.aiseikyo.or.jp/kokoro/
ト

愛知県精神科医療連携ウェブサイト

医療機関情報

医療機関検索
http://iryojoho.pref.aichi.jp/
あいち医療情報ネット

あいち医療情報ネットウェブサイト

多重債務

一宮市多重債務相談

0586-28-8984

平日9:00～12:00

一宮市役所本庁舎９階相談室
問い合わせ：商工観光課

一宮市消費生活相談

0586-71-2185

平日9:00～16:30

一宮市役所本庁舎９階相談室
問い合わせ：商工観光課

各種貸付事業

0586-85-7024

平日9:00～17:15

一宮市社会福祉協議会

生活支援相談

0586-28-9145

平日8:30～17:15

一宮市役所本庁舎２階
福祉総合相談室

生活保護の相談

0586-28-9016

平日8:30～17:15

一宮市役所生活福祉課

経営に関する相談

商工業(倒産の未然防止 0586-72-4611
等)に関する相談

平日9:00～17:00

一宮商工会議所

女性の悩み

女性悩みごと相談

平日10:00～12:00
13:00～16:30

消費生活・契約のト
ラブル

生活費の困りごと

ひとり親家庭および
寡婦の生活全般に関
する相談

家
庭
の
悩
み

0586-28-9149

一宮市役所子ども家庭相談課
ひとり親家庭相談

0586-28-9133

平日10:00～12:00
13:00～16:30

児童虐待に関する相談 0586-45-1558

平日9:00～17:15

児童虐待に関する相談 0586-28-9141

平日8:30～17:15

子ども悩みごと相談

0586-28-9152

平日8:30～17:15

子ども悩みごと相談
-夜間ダイヤル（電話相談のみ）

0586-73-4192

火～土曜日
17:30～20:30

0586-85-7026

毎日９:00～17:00
第1・3月曜日、祝日の翌日
（土曜日・日曜日・祝日を 一宮市中央子育て支援センター
除く）、年末年始（12月
29日～1月3日）を除く

子育ての相談

子育て相談

一宮市役所子ども家庭相談課

0586-85-9339

一宮市東五城子育て支援センター

0586-28-9769

一宮市黒田北子育て支援センター

0586-28-9770

子ども・家庭110番
（電話相談のみ）

愛知県一宮児童相談センター

平日9:00～16:00

一宮市里小牧子育て支援センター

0586-28-9771

一宮市千秋子育て支援センター

0586-28-9146

一宮市丹陽子育て支援センター

052-953-4152

平日9:00～17:00

愛知県児童・障害者相談センター

令和3年4月現在（愛知県一宮市）

「悩みごとの相談窓口」一覧
分野

具体的な相談内容

相談窓口名称

電話

時間

会場・問い合せ先

平日9:00～16:00
（個別面談は要予約）

療育サポートプラザ

平日9:00～16:00
（個別面談は要予約）

こども相談「いずみん」
（児童発達支援センター・いずみ学園
内）

0586-86-6820

平日9:00～16:00
（個別面談は要予約）

児童発達支援センター

0586-81-7260

平日9:00～17:00

あすか
（担当

0586-64-5882

平日9:00～17:00

ゆんたく
（担当 起・小信中島・三条・大徳・
朝日・開明・萩原町）

障害者の生活相談・障 0586-45-1120
害福祉サービスの相談
（一宮市障害者相談支
0586-46-5009
援センター）

平日9:00～17:00

いまいせ
（担当 宮西・今伊勢町・奥町）

平日9:00～17:00

ピース
（担当

0586-86-4003

平日9:00～17:00

夢うさぎ
（担当 葉栗・北方町・木曽川町）

0586-62-8678

平日9:00～17:00

いちのみや
（担当 貴船・神山・大志・向山・富
士）

障害者の仕事の悩み

0586-85-8619

平日8:30～17:30

尾張西部障害者就業・生活支援セン
ターすろーぷ

精神障害者家族相談

0586-73-0505

月･水10:00～15:00
（面談は要予約）

思いやり会館４階
問い合わせ：福祉総合相談室

障害者の福祉に関する 0586-28-9145
相談

平日8:30～17:15

一宮市役所本庁舎２階
福祉総合相談室

発達障害に関する相談 0568-88-0849

平日10:00～12:00
13:00～16:00

あいち発達障害者支援センター

0586-61-3350

平日9:00～17:00

やすらぎ（担当
町）

0586-86-5333

平日9:00～17:00

コムネックスみづほ（担当
方町・木曽川町）

高齢者の生活相談・介 0586-51-1384
護保険の相談・高齢者
の福祉サービスについ 0586-81-1711
ての相談（一宮市地域
包括支援センター）
0586-67-3633

平日9:00～17:00

アウン（担当

西成・浅井町）

平日9:00～17:00

ちあき（担当
千秋町）

向山・富士・丹陽町・

平日9:00～17:00

萩の里（担当

大和町・萩原町）

0586-61-8273

平日9:00～17:00

泰玄会（担当 起・小信中島・三条・
大徳・朝日・開明）

0586-85-8672

平日9:00～17:00

まちなか（担当

愛知県認知症電話相談 0562-31-1911

平日10:00～16:00

認知症の人と家族の会・愛知県支部

愛知県若年性認知症相 0562-45-6207
談

月～土10:00～15:00

愛知県若年性認知症総合支援センター

高齢者の福祉に関する 0586-28-9151
相談

平日8:30～17:15

一宮市役所高年福祉課

労働条件に関する相談 0586-45-0206

平日9:30～17:00

一宮労働基準監督署

求人・求職の相談

求人・求職の相談

0586-45-2048

平日8:30～17:15

一宮公共職業安定所（ハローワーク）

求職活動の相談

生活支援相談

0586-28-9145

平日8:30～17:15

一宮市役所本庁舎２階
福祉総合相談室

職場での悩みごと・
困りごと相談

労働相談

052-961-8070

第2金曜日13:00～16:00
（予約制）

尾張県民事務所産業労働課

若者の就職活動にお
ける心理相談

若者就活心理相談

0586-55-9286

火～土曜日10:00～17:00 いちのみや若者サポートステーション
（予約制）
（i-ビル６階）

0586-64-6362

発達の気になる子の
相談

療育相談
0586-78-3111
（面談・電話）
在住地区により担当が
分かれます。

チャイブ

まーぶるの森

西成・浅井町・千秋町）

丹陽町・大和町）

障害者に関する相談

家
庭
の
悩
み

高齢者に関する相談

労働条件に関する相
談

仕
事
の
悩
み

神山・今伊勢町・奥
葉栗・北

宮西・貴船・大志）

令和3年4月現在（愛知県一宮市）

「悩みごとの相談窓口」一覧
分野

具体的な相談内容

相談窓口名称

電話

学校生活に関する相談 0586-85-7073

時間
平日8:30～17:15

一宮市教育支援セン
ター

こどもそうだんポスト

0586-23-2775
0586-61-4065

法律相談

生活支援相談

法律相談

サンシャイン１３８北
ふれあい教室
ほっとルーム☆きらら

一宮市公式ウェブサイトのトップページ右下
『おしえて！学校情報』より入る

一宮市役所学校教育課

火～土9:00～17:00

一宮市青少年センター

予約先電話
0586-73-4363

第１～４金曜日
13:00～16:00

思いやり会館３階
問い合わせ：一宮市役所広報課

前月10日（10日が閉庁
日の場合は翌開庁日）の
9時から予約を受け付け

第２・４水曜日
13:00～16:00

尾西庁舎４階
問い合わせ：一宮市役所広報課

0586-28-9145

平日8:30～17:15

一宮市役所本庁舎２階
福祉総合相談室

平日9:00～21:00
土 9:00～17:00

法テラス[法テラスには民事法律扶助
制度による裁判費用、弁護士費用の立
替制度が有ります。但し、資力の少な
い方に限ります］

法テラス（日本司法支
0570-078-374
援センター）

様
々
な
悩
み

外国人の相談

平日9:00～16:30

0586-87-7112

子ども・若者総合相談 0586-84-0003

日常生活の困りごと
相談

一宮市役所学校教育課
サンシャイン１３８南

0586-24-0817

学
校 いじめ・不登校・友
の 人関係などに関する
悩 相談
み

会場・問い合せ先

多文化ソーシャルワー
カーによる相談・情報 052-961-7902
提供、無料弁護士相談

●日本語・ポルトガル語
月～土 10:00～18:00
●スペイン語
月・水・金
1３:00～1８:00
●英語
月～土 1３:00～1８:00
●中国語
月 1３:00～1８:00
●フィリピノ語/タガログ語
水 1３:00～1８:00
（公財）愛知県国際交流協会
●ベトナム語
あいち多文化共生センター
土 1３:00～1８:00
●ネパール語
火 1３:00～1８:00
●インドネシア語
土 1３:00～1８:00
●タイ語
水 1３:00～1８:00

●無料弁護士相談
第2・第4金曜日
13:00～１6:00(予約制)
犯罪被害

自
死
遺
族
家族の自殺後の遺族
の
の相談
心
の
悩
み

ハートフルライン

052-954-8897

平日9:00～17:00

愛知県警察本部警務部住民サービス課
犯罪被害者支援室

自死遺族相談

052-962-5377

第３木曜日
14:00～16:00(予約制）

愛知県精神保健福祉センター

サイト:
http://will.obi.ne.jp/remember/
遺族会
（偶数月に名古屋市内 Eメールアドレス：
remember_nagoya@yahoo.co.jp
で開催)

リメンバー名古屋自死遺族の会

FAX：020-4668-8925

遺族会
(奇数月に名古屋市内
で開催)

サイト：
http://cocoroibasyo.org/
Eメールアドレス：
cocoroibasyo@yahoo.co.jp
電話：090-4447-1840 FAX：0561-52-3150

受付時間／平日の記載：原則年末年始・祝日を除く
詳細は各窓口にご相談ください。

～こころの居場所～
AICHI自死遺族支援室

