
分野別

※開設時間について、「２４時間」以外は、祝祭日および年末年始は開設されませんのでご注意ください。

※　色つきの枠内は、糸魚川地域の相談機関です。

月～土　１９：００～２１：００

心
・
精
神
保
健

上越地域いのちとこころの支援センター ０２５－５２４－７７００
月～金　８：３０～１７：１５
＊事前に電話連絡要

（高等学校教育課内）青少年相談支援班
小・中・高校生及び保護者等が

悩みの相談先が分からない場合、
相談機関を紹介

妊娠に関する相談 にいがた妊娠テレフォン

女性の健康に関する相談 糸魚川地域振興局健康福祉部

０２５－５２６－９３７８

配偶者からの暴力、離婚、保護
に関する相談

妊娠・出産時の相談 糸魚川市教育委員会　こども課
女
性

青
少
年
・
子
ど
も

子育てに関するあらゆる
悩みごと・相談ごと

相談窓口

県立教育センター悩みごと相談テレフォン

ひすいルーム（適応指導教室）

新潟県いじめ相談電話

ことばの相談室（幼児）
言語障害通級指導教室（児童）

こころの悩みを抱える本人や、
自殺のサインに気づいた家族への

訪問を中心とした相談支援

開設時間

０２５－５２４－３３５５

０２５－５５０－１００８

月～金　８：３０～１７：１５
電話、来所相談 ※事前に電話連絡要

０２５－５５３－１９３６

女性が抱えるあらゆる
悩みごと・相談ごと

相談内容

糸魚川市教育委員会
　　　こども教育課　こども教育係

子どもの非行問題

いじめ・不登校など
学校教育問題の相談

０２５－５５２－１５１１
月～金　８：３０～１７：１５
電話相談、来所相談、
必要に応じて訪問相談
＊事前に電話連絡要

０２５－５２２－４３４３

電話番号

０２５－２６３－４７３７

糸魚川市すこやか子育て相談室

０２５－５５２－１５１１

子ども・女性電話相談

糸魚川地域振興局健康福祉部

上越児童相談所

能生子育て支援センター
（能生児童館内）

０２５－５６６－５５８２

大和川小学校内
０２５－５５２－３１１５

月～金　９：１０～１６：００

月～金　８：３０～１６：３０
＊能生子育て支援センターは
　幼児を対象とし、月曜日のみ
　開設

２４時間・電話相談のみ

０１２０－２６－２９２８

月～金　８：３０～１７：１５
＊電話相談のみ

糸魚川小学校内
０２５－５５２－００４２

２４時間

月～金　９：００～１７：００

０２５－３８１－１１１１

０９０－３４０３－８８９９
毎月第３水曜日　　＊要予約
「こころの総合ケアセンター」
相談室での面接相談及び電話相談

月～金　８：３０～１７：１５

０２５－５５３－１９３６ 月～金　８：３０～１７：１５

糸魚川中学校内
０２５－５５２－１２６７

月・火・木
            ８：３０～１６：３０

糸魚川小学校内
０２５－５５２－００４２

糸魚川東小学校内
０２５－５５２－２７００

月～金　８：３０～１７：１５

０９０－３２２７－５３８２

言葉の問題、障害を持つ
子どもの相談

新潟県女性福祉相談所

女性のための相談室

発達障害通級指導教室

能生小学校内
０２５－５６６－２０２６

青海小学校内
０２５－５６２－２０２７

月～金　８：３０～１７：１５

月～金　８：３０～１６：３０

０２５－５５２－８３２２ 月～金　９：００～１6：００

０２５－２８０－５１２４

月～金　８：３０～１６：３０

水・金　８：３０～１６：３０

０２５－５５２－１５１１　

月～金　９：００～１５：４５

毎日　　９：００～２２：００

月～金　８：３０～１７：１５０２５－５２６－４９７０

０２５－３８２－４１５２

０２５－５５３－１６５1

自殺などさまざまな心の悩み

心の健康に関する相談全般

発達支援センター　めだか園

新潟いのちの電話（上越）

糸魚川市教育相談センター

糸魚川市役所　健康増進課

ＤＶ・児童虐待相談フリーダイヤル

上越少年サポートセンター

子育ての悩みや
非行・虐待などの相談

月～金　９：００～１５：４５０２５－５５３－１６１７

一人で悩まず、
相談しましょう！！

解決の糸口が見つかる
かもしれません。



分野別

犯
罪

被
害

生
活

安
全

そ
の
他

登記・多重債務に関することなど
司法書士による相談
（糸魚川市社会福祉協議会）

心配ごと相談
（糸魚川市社会福祉協議会）

０２５－５５２－７７００

能生会場（能生生涯学習センター）
　毎月第２、４火曜日
　９：００～１２：００

青海会場（青海総合福祉会館）
　毎月第１、３木曜日
　１３：００～１５：００

発行：糸魚川地域自殺対策推進協議会
事務局：糸魚川地域振興局健康福祉部地域保健課　　ＴＥＬ ０２５－５５３－１９３６　ＦＡＸ ０２５－５５２－８８００

人
権

人権に関する相談
（その他相談全般）

新潟地方法務局糸魚川支局 ０２５－５５２－０３５６

０２５－２８５－４１９６

月～金　８：３０～１７：１５

０２５－５５２－７７００
毎月第３金曜日(ビーチホールまがたま)

　９：００～１２：００

さまざまな心配事・悩み事

よりそいホットライン
（社会的包摂サポートセンター）

　　　　　つなぐ　ささえる

０１２０－２７９－３３８
全国・24時間・通話無料・
電話相談のみ

月～金　　９：００～１７：００

０２５－５５２－９１０１

火～木　　９：００～１２：００
　　　　１３：００～１６：００

月～金　１０：００～１２：００
　　　　１３：００～１６：００

月～金　　８：３０～１７：１５

月～金　　８：３０～１７：１５０２５－５５２－０３３３

糸魚川総合病院地域包括支援センター

０２５－５５０－１７８８

月～金　　８：３０～１７：００

糸魚川公共職業安定所

いずれも１３:３０～１５:００
＊要事前予約

０２５－５５２－１５１１

月～金　９：３０～１７：３０
＊要事前予約

新潟県弁護士会多重債務相談センター

若者しごと館上越サテライト

借金、離婚など
法律全般に関する相談

糸魚川きぼう法律事務所 ０２５－５５５－７７４５

解決困難な法律
に関する相談

０２５－５２４－３１８５

職業相談、雇用保険の給付

職
場
・
労
働
関
係

糸魚川市消費生活相談窓口 ０２５－５５２－１５１１

０２５－２２２－５５３３

０２５－５２６－３３１０

０２５－２４０－７９７４

０１２０－７８３－９５４

糸魚川人権擁護委員協議会
（新潟地方法務局糸魚川支局内）

新潟県司法書士会多重債務ホットライン

商品や契約などの
苦情相談等

０９０－７８０１－７５３３高田西城病院　認知症疾患医療センター

障
害
者

手帳の申請、医療費助成、福
祉サービスなどに関する相談

糸魚川市福祉事務所

高齢者の保健・医療・福祉
に関する相談

認知症に関する相談

地域包括支援センターみやまの里

労働トラブルに関する相談

若年者の職業相談

労働相談
その他相談事全般

上越労働相談所

身体・知的・精神障害者の
日常生活に関する相談

若者の職業的自立のための
総合相談

上越地域若者サポートステーション

総合労働相談

高
齢
者

相談内容 相談窓口

地域包括支援センターよしだ

事業主及び労働者の
健康相談

電話番号 開設時間

月～金　　８：３０～１７：００

０２５－５２６－６１１０

０２５－５５０－６５２５

０２５－５６１－４１８０

月～金　１０：００～１６：００

月～金　　９：３０～１８：００

月～金　　９：００～１７：００

法律相談
（糸魚川市社会福祉協議会）

月～土　　９：００～１８：００

月～金　　８：３０～１７：３０能生地域包括支援センター

犯罪や犯罪被害等
に関すること

地域生活支援センターこまくさ

月～金　　８：３０～１７：１５

糸魚川会場（ビーチホールまがたま）
　毎週火曜日
　９：００～１２：００

０２５－５５２－７７００

０２５－５５３－１２２１

月～金　　８：３０～１７：３０

月～土　　９：００～１７：３０
※来所・訪問相談は１７：００まで

毎月 第２金曜日 １３:００～１６:００
（ひとり３０分以内）
ビーチホールまがたま　＊要事前予約

０２５－５５３－２３１８

０２５－５２４－２１１１

０２５－５５３－０９５０

０２５－５５２－０１１０

糸魚川地域産業保健センター

上越ライフサポートセンター

土曜日　１０：００～１６：３０

糸魚川警察署
（警務課・生活安全課）

上越労働基準監督署

年中無休

新潟県消費生活センター

法
律

消
費
生
活

地域包括支援センターおうみ ０２５－５６２－３５００ 月～金　　８：３０～１７：３０

金
融

多重債務に関する相談

月～金　　８：３０～１７：００

月～金　　８：３０～１７：１５

能生地区（能生商工会） 第１木曜日
糸魚川・青海地区　第２.３.４木曜日


