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Ⅱ　相談窓口の業務案内
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【総合相談】

■市役所・町役場

　市役所・町村役場は、高齢者・障害者・児童などの福祉に関する事務や国民健康保険・介護
保険・国民年金に関する事務の窓口となっています。
　所在地　８７～８８ページ

■保健所

　保健所は、精神保健や難病対策、感染症対策など県民の保健と医療に係る相談や指導を行う
ため、県が設置しています。
　業務内容

　　①適切な医療が確保されるための病院・診療所などの医療機関に対する相談、指導
　　②病気の早期発見や早期治療につながる健康診断などの相談
　　③結核やエイズなどの感染症の予防のための衛生教育や知識の普及についての相談
　　④安全な食品の提供や食中毒などを防止するための相談
　　⑤精神保健、結核、難病、エイズなど、保健師による家庭訪問による相談
　　⑥心の病や難病をもつ方とその家族がよりよい社会生活を営むための生活指導や支援
　窓口時間　午前８時３０分～午後５時
　所 在 地　９１ページ

■市町村保健センター

　市町村保健センターは、健康相談、健康指導、健康診査、健康教育、自主的な保健活動の場
の提供、その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的としています。
　所在地　９２～９３ページ

■福祉事務所

　福祉事務所は、生活に困っている方、児童、高齢者、身体・知的障害者等いろいろな問題を
持っている方々の福祉の総合的相談窓口として、市部においては市が、町村部については、県
が設置しています｡
　業務内容

　　①生活に困窮している人の相談、指導、生活保護の実施
　　②母子生活支援施設・助産施設への入所など、児童の福祉についての相談、指導
　　③身体障害者手帳の受付、補装具や更生医療の給付など身体障害者の福祉について
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　　　の相談、指導（市福祉事務所のみ）
　　④知的障害者援護施設への入所など知的障害者の福祉に関する相談、指導
　　　（市福祉事務所のみ）
　　⑤母子寡婦福祉資金の貸付けなど、母子寡婦福祉についての相談、指導
　　⑥在宅福祉サービスや老人ホームの入所など高齢者福祉についての相談、指導（市福祉事
　　　務所のみ）
　　　※ただし、③、④、⑥については、町村役場も業務を行っています｡
　　　　なお、福祉事務所によってはこれらの業務の一部が他の窓口となっているところや、
　　　　このほかの業務を行っているところもあります｡ 　
　窓口時間　平日　午前８時３０分～午後５時
　所 在 地　県の福祉に関する事務所（９０ページ）
　　　　　　　　　　　市福祉事務所（８９ページ）

■民生委員・児童委員

　民生委員は、地域住民の福祉向上のために、民生委員法（昭和２３年制定）に基づいて厚生
労働大臣から委嘱された民間の奉仕者です。児童福祉法による児童委員も兼ねており、その職
務は、住民の生活状況の適切な把握、要援助者に対する相談・支援、福祉サービスの情報提供、
社会福祉事業者等との連携・支援、関係行政機関の業務協力など、社会奉仕の精神に基づいて
活動を行っており、児童から高齢者まで、地域に住む人達に密着した福祉活動の担い手として
その役割を果たします。
　
　○資格等

　　　当該市町村の選挙権を有し、人格・識見が高く、広く社会の実情に通じた社会福祉に熱
　　意のある人を、市町村の民生委員推薦会が県に推薦します。県は、社会福祉審議会の意見
　　を聴いて厚生労働大臣に推薦します。任期は３年です。
　○地区担当委員
　　　市町村の各担当地区において、次の問題に関する調査、個別的な相談・援助及び関係機
　　関に対する連絡・協力などを行います。
　　　①高齢者福祉、②児童福祉、③障害者福祉、④母子・寡婦福祉、⑤生活保護
　○主任児童委員
　　　市町村の区域全体において、児童に関する事項を専門的に担当し、学校や児童福祉関係
　　機関との連絡・協力や地区担当委員との一体的活動を行います。
　○相談方法
　　　自分が住んでいる区域の地区担当委員や、（児童の問題については）主任児童委員に相
　　談してください。
　　　各委員の住所・氏名等は、市町村民生委員担当課（８７～８８ページ）
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【高齢者の相談】

■地域包括支援センター

　介護予防事業のマネジメントをするほか、市・医療機関・サービス提供事業者・ボランティ
アなどと協力しながら、地域の高齢者のさまざまな相談に対応する総合的な役割を担っていま
す。
○高齢者や家族、地域住民からの介護や福祉に関する相談への対応、支援
○介護予防事業のマネジメント、必要に応じて介護予防ケアプランの作成
○ケアマネージャーへの支援やネットワークづくり
○高齢者に対する虐待の防止やその他の権利擁護事業
　運 営 主 体　市町村
　問い合わせ　９４～９６ページ、各市町村高齢福祉担当課（８７～８８ページ）

■茨城県国民健康保険団体連合会

　介護保険制度では、国民健康保険団体連合会（国保連合会）が指定居宅サービス、指定地域
密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域
密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援についての苦情処理機関として位置づけられて
います。
　国保連合会では、介護サービスの利用者からの苦情を受け付けると調査を行い、改善の必要
がある場合には事業者に対して指導・助言を行います。
　○苦情相談窓口
　　　茨城県国民健康保険団体連合会　介護保険課
　　　〒３１０- ０８５２　水戸市笠原町９７８- ２６
　　　TEL　０２９- ３０１- １５６５
　○苦情申立の取り扱い
　①申立方法
　　原則として書面で行います。（苦情申立書は、本会のホームページからダウンロードでき
　ます。http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/）
　②本会で対応できる内容
　　・介護保険上の指定サービスであること
　　・市町村域を越える案件（被保険者の居住地と苦情対象となる事業所所在地が異なる場合）
　　・他県の事業所でない案件（苦情対象事業所が他県にある場合は、事業所所在地の国保連
　　　合会が調査を行う）
　　・申立人が国保連合会での処理を希望する場合
　③本会で対応できない内容
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　　・すでに訴訟を起こしている内容
　　・訴訟が予定されている内容
　　・損害賠償等の責任の確定を求める内容（過失の有無・割合等）
　　・医療に関する内容や医師の判断に関する内容等（医療内容・医療制度等）
　　・契約の法的有効性に関する内容
　　・行政罰等（事業所の指定取消、従事者の資格の取消等）を求める内容
　　・要介護認定や介護保険の制度に関する内容
　　※国保連合会が行う調査は、介護サービスの実態把握を行い介護サービスの質の向上を図
　　　ることを目的としており、個別の過失責任を追及するものではありません。

■介護サービス情報の公表

　利用者が自ら介護サービス事業所を選ぶことができるようにするため、介護サービス事業所
のサービス内容や運営状況に関する情報をインターネットで公表しています。
○検索方法　

茨城県保健福祉部長寿福祉課介護保険室ホームページ→介護サービス情報の公表→県介護サー
ビス情報公表システム
　Ｕ Ｒ Ｌ　http://www.kaigokouhyou.jp/kaigosip/Top.do?PCD=08
　問い合わせ　県保健福祉部長寿福祉課介護保険室
　電 話 番 号　０２９－３０１－３３４３

■介護保険の不服申し立て

　○審査請求　　保険者（市町村）が行った要介護・要支援認定、介護保険料額等の処分（決
定）に不服があり、市町村の担当窓口に相談しても納得できない場合に、そ
の処分の取消しを求めて県に設置されている介護保険審査会へ審査請求を行
うことができます。

　○審査の方法　処分があったことを知った日の翌日から起算して、６０日以内に審査請求す
ることができます。

　○審査請求先　保健福祉部長寿福祉課介護保険室
　　電話番号　０２９－３０１－３３４３
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■茨城県介護実習・普及センター

　高齢者介護に関する初歩的な知識や技術の講座、また介護職のための技術向上研修、福祉用
具に関する相談を行っています。
　事業内容

　①介護に関する研修
　　介護の基礎講座（一般県民・家族介護者・介護職員を対象とした講座です。）
　　介護専門職員研修（専門的な立場で介護に携わっている職員が、より高度な知識、技術

を習得し更なるサービス向上を目指す研修です。）
　②福祉用具の展示、相談
　　福祉用具展示ホールにおいて、さまざまな福祉用具を展示し、紹介しています。福祉用

具の試用体験もでき、利用方法や使い方についてご案内します。
　　また、介護保険で利用できる福祉用具や住宅改修等に関する案内、情報提供を行ってい

ます。（展示ホールでは、福祉用具の販売、レンタルはしておりません。）
　③介護に関する DVD・ビデオ・図書の貸出

　所 在 地　　水戸市千波町１９１８番地（県総合福祉会館内）
　　　　　　　社団法人茨城県福祉サービス振興会
　電話番号　０２９－２４１－６９３９　

■老人性認知症相談

　対　　象　次のような症状のある老人とその家族に対し、相談指導を行っています。
　　　　　　①もの忘れ（記憶力の低下）
　　　　　　②場所、時間や人がわからなくなる
　　　　　　③性格がかわる
　　　　　　④妄想・幻覚・意識障害
　　　　　　⑤その他の異常行動
　相 談 員　専門医及び専門の職員
　申し込み　保健所（９１ページ）　※個人の秘密は厳守
　相談費用　無料
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■物忘れ外来

もの忘れの気がかりな方のための専門外来です。
◆予約制のため、事前に問い合わせ・予約をしてから受診して下さい。

医療機関名（所在地） 診療曜日 予約・連絡先

筑波総合クリニック
( つくば市要６５）

水曜日
電　話　　　０１２０－１３８－１２２
月～金　　　　　８：００～１６：３０
土　　　　　　　８：００～１２：００

筑波大学附属病院
（つくば市天久保２－１－１）

月曜日～木曜日
電　話　　　０２９－８５３－３５７０
予約受付　
月～金　　　　　８：３０～１７：００

日立さくらクリニック
（日立市田尻町４－４９－１５）

月・火・水・金・
土曜日

電　話　　　０２９４（４３）２０００
予約受付　
月・火・水・金　９：００～１７：３０
土曜日　　　　　９：００～１２：００

日立梅ヶ丘病院
（日立市大久保町２４０９－３）

火曜日

電　話　　　０２９４－３４－２１０３
予約受付　
月～金曜日　　　９：００～１６：００
土 ( 第２・４除く）　９：００～１２：００

小川南病院
（小美玉市小川７３３）

金曜日 ( 午前）

電　話　　　０２９９－５８－１１３１
予約受付　
月～金曜日　　　９：００～１７：００
土曜日　　　　　９：００～１２：００

東京医科大学茨城医療センター
（阿見町中央３－２０－１）
○若年性もの忘れ外来
○認知症診断外来〔紹介制〕

月曜日 ( 午前 )
火曜日 ( 午前 )
木曜日（午前）

電　話　　　０２９－８８７－１１６１
メンタルヘルス科　( 精神科 )

栗田病院
（那珂市豊喰５０５）

金曜日（午後）
電　話　　　０２９－２９８－０１７５
予約受付　
月～土曜日　　　８：３０～１７：００

しもだてメディカルポート
( 下館病院 )
（筑西市下岡崎２－８－１）

火曜日（午前）

電　話　　　０２９６－２１－１８００
予約受付　
月～金　　　　　９：００～１７：００
土　　　　　　　９：００～１２：００
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■認知症疾患医療センター

◆県の指定を受けた、認知症の診断・治療を専門的に扱う医療機関です。
◆保健所や市町村など保健医療や福祉機関との連携を図りながら、地域における認知症相談・
　診断・治療の推進役を担っています。
※予約制・紹介制の場合がありますので、事前に電話でお問い合わせ下さい。

■認知症の人と家族の会

　介護家族と認知症の問題に関心を持つ人々による唯一の全国的な民間団体です。認知症に対
する正しい知識と理解をすすめ、認知症の人と家族を支え、「老いても安心して暮らせる社会」
をめざして様々な活動を行っています。
　また、「つどい」は認知症の人をかかえる介護者同士がお互いに話し合い、耳を傾けあう場
です。
　●電話相談日　　　月曜日から金曜日　午後１２時～午後４時
　　　　　　　　　　コールセンター専用電話番号　０２９－８７９－００１８
　●つどい開催日　　つくば会場　（つくば市役所本庁舎２F　会議室）
　　　　　　　　　　毎月第１金曜日　午後１時～午後３時
　　　　　　　　　　水戸会場　（水戸合同庁舎内会議室）
　　　　　　　　　　毎月第２金曜日　午後１時～午後３時
　所 在 地　　つくば市筑穂１－１０－４（大穂庁庁舎）
　電話番号・FAX　　０２９－８７９－０８０８

■（福）茨城県社会福祉協議会

　主として県内の市町村社会福祉協議会、社会福祉施設・団体などが会員となり、地域福祉の
推進を図るために活動しています。
　事業内容　①県内の社会福祉関係の団体や機関の行う福祉活動の連絡調整　
　　　　　　②社会福祉に関する調査・研究および啓発・宣伝の事業　
　　　　　　③ボランティア活動の推進　
　　　　　　④生活福祉資金貸付事業　
　　　　　　⑤福祉相談、福祉情報の提供　
　　　　　　⑥福祉人材の養成　

医療機関名 所在地 電話 ( 認知症ｾﾝﾀｰ )

日立梅ヶ丘病院 日立市大久保町２４０９－３ ０２９４－３５－２７６４

栗田病院 那珂市豊喰５０５ ０２９－２９８－０１７５
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　　　　　　⑦社会福祉の機能強化や職員の共済事業、福利厚生などを支援する事業
　所 在 地　水戸市千波町１９１８　県総合福祉会館内
　電話番号　０２９－２４１－１１３３　

◆茨城県福祉人材センター

　福祉の仕事を希望される方と人材を求める社会福祉施設・介護保険事業所等への架け橋とな
るとともに、福祉についての情報提供や就職のあっせんを行っています。
　①求職相談・登録
　　・資格や求人・求職状況等、福祉の仕事に関する相談にお応えします。
　②情報提供
　　・窓口で求人票の閲覧やインターネットの検索ができます。
　　　ＵＲＬ　　http://www.fukushi-work.jp/　（携帯電話でも検索できます）
　　・毎月１回「うぇるわーく」を発行します。ご希望の方は、センターまでその都度（毎月
　　　１０日前後に）ご連絡ください。
　所 在 地　水戸市千波町１９１８　県総合福祉会館内
　電話番号　０２９－２４４－３７２７

◆茨城県日常生活自立支援センター（日常生活自立支援事業）

　対 象 者　県内にお住まいの方で、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判　
　　　　　　　断能力が不十分な方
　事 業 内 容　生活支援員を自宅や施設等に派遣して、次のような支援サービスを行ないます。
　　　　　　　①福祉サービスの利用援助
　　　　　　　　・福祉サービスについての情報提供、助言
　　　　　　　　・福祉サービスを利用する際ややめるために必要な手続き
　　　　　　　　・福祉サービスの利用料の支払い手続き等
　　　　　　　　・日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助
　　　　　　　②日常的な金銭管理サービス
　　　　　　　　・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
　　　　　　　　・税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
　　　　　　　　・日常生活に必要な預金の払い戻し、解約、預け入れの手続き
　　　　　　　　・日用品等の代金を支払う手続き
　　　　　　　③書類等の預かりサービス
　　　　　　　　・年金証書、預貯金の通帳、権利証、保険証書など実施主体が認めた書類
　利 用 料　・相談や支援計画の作成、契約の締結は無料
　　　　　　　・生活支援員などによる支援サービスは有料
　　　　　　　１回１時間あたり９００円（書類等の預かりサービスは、１ヶ月あたり５００
　　　　　　　円）
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　問い合わせ　市町村社会福祉協議会（９７～９９ページ）
　　　　　　　または茨城県社会福祉協議会（０２９－２４１－１１３４）

◆茨城県ボランティアセンター

　市町村社会福祉協議会と連携してボランティア活動を推進・支援するため、県社会福祉協議
会に設置しています。
　業務内容　①ボランティア活動に関する相談　
　　　　　　②ボランティア活動に関する情報の収集と提供　
　　　　　　③ボランティア活動に関する調査　
　　　　　　④ボランティア団体や個人、施設などとの連絡調整　
　　　　　　⑤啓発・学習会や研修会の実施　
　　　　　　⑥自主活動のための会議室および器材等の貸し出し
　　　　　　⑦ボランティア活動保険等の加入手続き
　窓口時間　午前９時～午後５時
　　　　　　（土・日・祝祭日　年末年始１２月２９日から１月３日までを除く）
　電話番号　０２９－２４３－３８０５

◆茨城わくわくセンター

　県民各界各層が、高齢者の健康・福祉・学習・社会参加・生活環境等の諸課題に一体となっ
て取り組み、明るく活力ある長寿社会を築くための活動を支援する総合的推進機関として設置
され、健康と生きがいづくり業務を行っています。
　内　　容　①ニュースポーツの普及
　　　　　　②全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手等の派遣
　　　　　　③いばらきねんりんスポーツ大会やいばらきねんりん文化祭の開催
　　　　　　④茨城シニアマスターの地域貢献ボランティア活動の支援
　　　　　　⑤高齢者はつらつ百人委員会の活動支援など
　所 在 地　水戸市千波町１９１８　県総合福祉会館内
　電話番号　０２９－２４３－８９８９
　FAX番号　０２９－２４４－４６５２

◆運営適正化委員会

　①福祉サービス利用援助事業の監視
　　茨城県社会福祉協議会（一部業務委託先である県内市町村社会福祉協議会を含む）が行う
　日常生活自立支援事業の実施上の透明性、公平性を確保することを目的に第三者として運営
　の監視をしています。
　監視対象　　社会福祉協議会で行っている日常生活自立支援事業の実施状況の監視
　監視内容　　事業全般の運営監視（訪問調査の実施など）



― 44 ―

　　　　　　　個別の契約の実施状況の運営監視（委員会審議など）
　権　　限　　調査、助言、勧告
　②福祉サービスに関する苦情相談
　　利用者と事業者が対等な関係で福祉サービスを利用できるよう、利用者が苦情を申し出や
　すい環境を整えるとともに適切な解決を図ることにより、利用者の権利擁護を行うことを目
　的に相談窓口を設置しています。
　対 象 者　入所者や在宅で福祉サービスを利用されている方
　相談内容　福祉サービス利用者からの苦情受付
　　　　　　（苦情を解決するための相談・助言・調査・あっせんなど）
　相談窓口　（福）茨城県社会福祉協議会　運営適正化委員会事務局
　受付時間　午前９時～午後５時
　　　　　　（土・日・祝祭日及び年末年始１２月２９日から１月３日までを除く）
　電話番号　０２９- ３０５- ７１９３
　FAX番号　０２９- ３０５- ７１９４

■市町村社会福祉協議会

　各市町村内の社会福祉施設・団体、住民自治組織、民生委員、社会福祉関係等の機関・団体
と協力して、地域福祉の推進を図るために活動しています。
　事業内容　①住民の社会福祉に対する理解と関心を深めるための普及・宣伝　
　　　　　　②社会福祉関係機関・団体などの行う福祉活動の連絡調整・助成　
　　　　　　③社会福祉に関する調査研究　
　　　　　　④在宅福祉サービス等の企画及び実施　
　　　　　　⑤社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助　
　　　　　　⑥ボランティア活動の推進　
　　　　　　⑦共同募金への協力、歳末たすけあい運動　
　　　　　　⑧障害者・高齢者・子ども・母子福祉に関する事業など
　所 在 地　９７～９９ページ

◆市町村ボランティアセンター（コーナー）

　住民のボランティア活動への理解と参加を進めるためのボランティア・コーナー等の窓口を
設け、ボランティア活動に対する支援をします。
　業務内容　ボランティア活動に関する①相談支援　②住民啓発　③研修　④その他
　実施団体　市町村社会福祉協議会（９７～９９ページ）に問い合わせてください。
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■公益社団法人　成年後見センター・リーガルサポート茨城支部

　成年後見制度の担い手として活動している、司法書士で組織する団体です。成年後見制度に
関する電話での無料相談を行っています。
　所 在 地　水戸市五軒町１－３－１６（茨城司法書士会館内）
　電話番号　０２９－３０２－３１６６

■（一社）茨城県社会福祉士会 権利擁護・成年後見センターぱあとなあいばらき
　各種講座や成年後見制度に関する無料相談を行っています。
　所 在 地　水戸市千波町１９１８　茨城県総合福祉会館５F
　電話番号　０２９－２４４－９０３０
　FAX番号　０２９－２４４－９０５２

■公共職業安定所（ハローワーク）

　ハローワークは、就職を希望する方に対して、能力や適性にあった仕事の相談及び紹介を行
っています。
　事業内容
　　①一般求職者に対する職業相談
　　②高年齢者・障害者等就職困難者に対する職業相談
　　③各種職業訓練に関する受講相談
　　④全国のハローワークをオンラインで結んだ「求人情報提供端末」による求人情報の提供
　所 在 地　１０４ページ

■シルバー人材センター

　おおむね６０歳以上の健康で働く意欲のある方が会員となり、雇用によらない臨時的・短期
的な仕事を企業・家庭・公共団体などから引き受ける自主的な組織として活動しています。
　仕事の内容　①事務分野（宛名書き、文書整理など）
　　　　　　　②管理分野（施設管理、駐車場管理など）
　　　　　　　③屋内外の一般作業（公園清掃、草刈りなど）　
　　　　　　　④技能分野（ふすま張り、植木手入れなど）　
　　　　　　　⑤サービス分野（福祉・家事援助サービスなど）
　入 会　各シルバー人材センターで入会説明を受け、入会を申し込みます。
　会 費　年間会費１人１０００円～３０００円程度
　　　　　　　（会費は各センターによって異なります。）
　所 在 地　シルバー人材センター（１０５～１０６ページ）　
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■いばらき就職・生活総合支援センター

　いばらき就職 ･ 生活総合支援センター及び各地区センターでは、ジョブカフェによる若年者
雇用問題への対策を充実させるとともに、中高年離職者等へのきめ細かな対応を行うため、就
職相談、職業適性診断、カウンセリング、職業能力開発支援、職業紹介までの一貫したサービ
スを提供するとともに、各センターから遠距離の地域における出張相談を実施しています。
　事業内容

　　①就職相談
　　②職業適性診断
　　③キャリアカウンセリング
　　④求人情報の閲覧・検索
　　⑤職業紹介
　　⑥職業能力開発支援
　　⑦求人開拓
　　⑨出張相談
　　⑩内職斡旋

■市民センター

　地域コニュニティ活動の支援、生涯学習活動の推進を行っています。
　所 在 地　各市町村市民センター
　問い合わせ　８７～８８ページ

センター名 所在地 電話番号

いばらき就職・生活
総合支援センター

水戸市三の丸１－７－４１ ０２９－３００－１７１５

県北地区センター
常陸太田市山下町４１１９

（常陸太田合同庁舎内）
０２９４－８０－３３６６

日立地区センター
日立市幸町１－２１－２

（日立商工会議所会館内）
０２９４－２７－７１７２

鹿行地区センター
鉾田市鉾田１３６７－３

（鉾田合同庁舎内）
０２９１－３４－２０６１

県南地区センター
土浦市真鍋５－１７－２６

（土浦合同庁舎内）
０２９－８２５－３４１０

県西地区センター
筑西市二木成６１５

（筑西合同庁舎内）
０２９６－２３－３８１１
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■地域福祉センター

　地域における福祉活動の拠点として、地域住民のニーズに応じた各種相談、デイサービス事
業、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供を総合的に行っています。

■隣保館

　地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティー
センターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を行っています。

名称 住所 電話番号

稲敷市江戸崎福祉
センター

稲敷市江戸崎甲１９９２ ０２９－８９２－５７１１

笠間市地域福祉
センター
笠間市友部社会福
祉会館

笠間市美原３－２－１１ ０２９６－７７－０７３０

坂東市岩井福祉
センター
夢積館

坂東市辺田４８ ０２９７－３６－１９０１

常陸大宮市御前山
保健福祉センター

常陸大宮市野口３１９５ ０２９５－５５－２７３３

名称 住所 電話番号

結城市山川文化会館 結城市今宿１１７２- １ ０２９６- ３５- ２２３１

古河市隣保館 古河市大山１７２９- ５ ０２８０- ４８- １９８９

守谷市文化会館 守谷市久保ヶ丘１- １９- ２ ０２９７- ４８- ７９１１

常総市きぬふれあい
センター

常総市豊岡町乙１５２２- １ ０２９７- ２４- ０３５５

五霞ふれあい
センター

猿島郡五霞町江川１７９- １ ０２８０- ８４- ３５９５

境町伏木文化
センター

猿島郡境町伏木１３１５ ０２８０- ８７- ５８１１
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■茨城県弘道館アカデミー

　県民の皆さんが自由に参加できる講座や研修会等で県が実施するものを弘道館アカデミー講
座、市町村や大学及び民間教育事業者等が実施しているものを弘道館アカデミー連携講座とし
て、それらの学習情報を総合的・体系的に提供しています。
　問い合わせ　教育庁生涯学習課　
　所 在 地　水戸市笠原町９７８- ６
　電 話 番 号　０２９- ３０１- ５３１８

■老人福祉センター

　地域の高齢者のために、生活・健康相談、教養講座、レクリエーション活動等の便宜を供す
る施設です。
　利 用 対 象　原則として６０歳以上の者
　利 用 料　原則として無料（負担がある場合は各施設によって決められています。）
　利用申し込み　各センターへ直接（１００～１０２ページ）

■老人いこいの家

　市町村の地域で、高齢者に教養活動やレクリエーション活動の場を提供するための施設です。
　利用対象　原則として６０歳以上の方
　利 用 料　原則として無料
　申し込み　市町村高齢者福祉担当課 ( ８７～８８ページ）

■老人休養ホーム

　景勝地や温泉地に建てられている、高齢者のための保養の場です。
　利用対象　おおむね６０歳以上の方とその付添人。ただし利用定員に余裕がある場合には、
　　　　　　それ以外の方も利用できます。
　利 用 料　ホームごとに決められています。
　申し込み　老人休養ホームへ直接

施設の名称 所在地 電話

神栖市老人休養ホーム
むつみ荘

神栖市知手４６７８－７１ ０２９９－９６－２６７５
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【障害児・者の相談】

■福祉相談センター

　障害児（者）が、充実した地域生活を送ることができるよう、福祉と医療の専門スタッフが
チームを組んで相談・指導を行っています。
　所 在 地　水戸市水府町８６４－１６
　電話番号　０２９- ２２１- ４１５０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆身体障害者更生相談（福祉相談センター内）

　主として１８歳以上の身体障害者を対象として、医師・身体障害者福祉司・心理職能判定員
など専門的立場から、相談・指導を行っています。
　①医療に関する相談・指導・医学的判定
　②義肢など補装具の要否・適正判定
　③心理・職業能力の判定など
　④巡回相談

◆知的障害者更生相談（福祉相談センター内）

　満１８歳以上の知的障害者の相談、判定を行っています。

■身体障害者相談員・知的障害者相談員

　身体障害者・知的障害者の福祉に熱意のある民間の協力者が相談員になり、身体障害者・知
的障害者またはその家族からのいろいろな相談に応じ、市町村など関係機関と連絡をとりなが
ら、必要な援助を行っています。
　職務内容　①身体障害者・知的障害者の地域活動の推進
　　　　　　②身体障害者・知的障害者の更生援護に関する相談・援助
　　　　　　③身体障害者・知的障害者の更生援護につき関係機関への協力
　　　　　　④身体障害・知的障害に対する県民の理解を深めるための活動など
　相談方法　相談員の連絡先などは市町村福祉担当課（８７～８８ページ）
　任　　期　任期２年
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■茨城県精神保健福祉センター

　精神保健福祉に関する知識の普及・啓発を行うほか、精神保健相談や診療を行っています。
　また、不登校や摂取障害などの思春期相談のほか、アルコール依存症や薬物依存症に関する
相談にも応じています。電話での相談もできます。
　相談は原則として予約制です。（月曜日から金曜日　午前９時～午後４時）
　※精神保健福祉に関しては、各保健所（９１ページ）でも相談に応じています。
　所 在 地　水戸市笠原町不動山９９３- ２
　電話番号　０２９- ２４３- ２８７０

■精神保健福祉の相談・指導

　保健所において、精神障害の早期発見・早期治療を目的とした精神保健相談、再発防止や家
庭内調整等を図るための訪問指導のほか、精神障害者を抱える家族のための教室を行っており
ます。
　また、茨城県精神保健福祉センターにおいて、より専門的な機関としての相談指導を行って
おります。
　問い合わせ　茨城県精神保健福祉センター
　電 話 番 号　０２９- ２４３- ２８７０　　

■薬物問題に関する相談

　「家族が麻薬や覚せい剤などの薬物を乱用して困っている。」
　「薬物をやめようと思ってもやめられない。」等、薬物問題でお悩みの方の相談に応じていま
す。
　問い合わせ　各保健所（９１ページ）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　保健福祉部薬務課　　　　　　電話番号０２９- ３０１- ３３８８
　　　　　　　茨城県精神保健福祉センター　電話番号０２９- ２４３- ２８７０

■薬物乱用防止教育

　薬物乱用は、今や一般市民や青少年にまで広がってきています。
　乱用を未然に防ぐためにぜひ正しい知識を。
　パンフレット等の資材の提供、講師の派遣について御相談下さい。
　問い合わせ　各保健所（９１ページ）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　保健福祉部薬務課
　電 話 番 号　０２９- ３０１- ３３８８
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■（財）茨城カウンセリングセンター

　働く人々やその家族の心の悩みについての相談に応じています。
　相談方法　面接相談（予約制・有料１回３１５０円）予め電話で申し込んでください。
　面 接 日　月曜日から土曜日　午前１０時～午後６時（祝祭日休）
　電話番号　０２９- ２２５- ８５８０㈹
　所 在 地　水戸市桜川２- ２- ３５　茨城県産業会館１４階

■児童相談所

　１８歳未満の障害児に関する相談、判定、療育指導や障害児施設への措置等を行っています。
（１０８ページ）

■発達障害者支援センター

　自閉症や学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害のある方や保護者、関係機関の方
からの相談に応じるとともに、専門的な支援を行います。
　また、障害についての研修や普及啓発を行います。
　所 在 地　東茨城郡茨城町小幡北山２７６６- ３７
　電話番号　０２９- ２１９- １２２２　

■茨城県視覚障害者福祉センター（点字図書館へ併設）

　視覚障害者からの各種相談に応じるとともに、専門指導員による点字訓練、歩行訓練等を行
っています。
　所 在 地　水戸市袴塚１- ４- ６４
　電話番号　０２９- ２２１- ００９８

■茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ

　ろうあ者のための相談機関として、手話の堪能な相談員を配置して常時相談に応じるととも
に、手話奉仕員派遣の窓口となっています。
　所 在 地　水戸市住吉町３４９- １
　電話番号　０２９- ２４８- ００２９
　FAX番号　０２９- ２４７- １３６９
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■難病相談・支援センター

　難病に悩む方々のさまざまな悩みや不安に対する相談を無料でお受けしています。また患者
団体である「茨城県難病団体連絡協議会」でも相談に応じるほか、講演会や患者同士の交流会
等も実施しております。
　電話番号　０２９- ８５３- ３６１０（茨城県難病相談・支援センター　筑波大学附属病院内）
　　　　　　０２９- ２４４- ４５３５　（茨城県難病団体連絡協議会）

■難病相談

　　保健所では難病の患者や家族の相談に応じるほか、相談会や訪問などを行い、患者の療養
生活の支援を行います。
　対　象　者　難病患者及びその家族等
　問い合わせ　各保健所（９１ページ）

■ひきこもりに関する相談

　保健所では、ひきこもりでお悩みのご家族等からの相談に応じています。
　なお、水戸、日立、竜ヶ崎、土浦、常総の各保健所において、ひきこもり専門相談及び家族
教室を開催しています。ご気軽に相談下さい。
　問い合わせ　保健所　（９１ページ）

■ひきこもり相談支援センター

　専門のコーディネーターがひきこもり本人や家族の相談に応じています。また、相談内容に
合わせて適切な関係機関へつなぐなど、連携した支援に努めています。
　所 在 地　　水戸市笠原町９９３－２　精神保健福祉センター内
　電話番号　　０２９－２４４－１５７１
　相談時間　　平日　午前９時～午後４時
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■ＮＰＯ法人　若年者社会参加支援普及協会　アストリンク

　不登校・ひきこもり・ニート問題の総合窓口開設等を目的に、不登校・ひきこもり・ニート
問題に取り組む茨城県内の５団体が協力し、茨城県、各行政機関、医師、カウンセラーとの連
携のもとに設立された NPO 法人です。
　社会資源の情報提供を中心とした相談（予約制）は１時間４０００円、訪問サポートは１回
３０分程度で３０００円です。
　所 在 地　つくば市二の宮１－２－２　酒井ビル
　電話番号　０２９－８５９－８６０６、０８０－１０１８－７６７０

■ＮＰＯ法人　とらい

青年の社会参加支援研修（有料月額２５０００円）
月曜日から金曜日　午前９時～１２時キッチンとらい（弁当製造・販売）の作業を通して、ご
家族に引きこもりがちの青年がいる方、社会に出たいと思っている方からの相談に応じていま
す。
　受付時間　月曜日から金曜日午前８時３０分～午後３時
　所 在 地　水戸市五軒町２－２－２３－１０１
　電話番号　０２９－２３３－６５４４

■ＮＰＯ法人　すだち

　子育て支援や若者支援を中心に活動しています。子育て支援では、働くお母さんやお父さん
を支援する「笠間ファミリーサポートセンター」や笠間市放課後児童クラブを運営し「未来の
日本を作る」をスローガンに「不登校」や「いじめ」のない社会創りをめざしています。
　若者支援では、「いばらき若者サポートステーション」や「いわき若者サポートステーション」
として就職活動等に悩む若者やその家族を対象とした相談会や家族会を開催しています。
　そのほかにも地域のイベント等に若者と一緒に参加し、ひきこもりなどで悩む若者の社会参
加支援を行っています。
　所 在 地　水戸市鯉淵町２１２５－１
　電話番号・FAX　０２９－２５９－２７７４
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■障害児（者）地域療育等支援事業

　在宅の障害児（者）の地域生活を支援するため、障害児（者）施設のコーディネーター等が、
療育相談等を行います。

■障害者なんでも相談室

　障害者やその家族、または福祉施設の関係者などからの福祉・就労・権利擁護・財産管理な
どの相談に、経験豊かな相談員が応じます。
　所 在 地　水戸市千波町１９１８（県総合福祉会館内）
　電話番号　０２９－２４４－９５８８

■障害者権利擁護センター

　障害者の虐待に関する通報や相談に、相談員が応じます。
　所 在 地　水戸市千波町１９１８（県総合福祉会館内）
　電話番号　０２９－３５３－８６６３

■全国知的障害児者サポート協会　いばらき障害者生活サポート協会

　知的障害者・自閉症者のための病気やケガの総合補償制度です。
　所 在 地　水戸市千波町１９１８　県総合福祉会館１階　　
　　　　　　一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会内

施設の名称 所在地 電話

県立あすなろの郷 水戸市杉崎町１４６０ ０２９－２５９－３１２１

県立こども福祉医療センター 水戸市吉沢町３９７９－３ ０２９－２４７－３３１１

あゆみ園 水戸市酒門町４２９１－４ ０２９－２４７－５９３１

尚恵厚生園 土浦市神立町字青木１７９１ ０２９－８３１－１６８６

芳香会病院青嵐荘療育園 古河市上大野６９８ ０２８０－９８－２７８２

ディステーション銀の笛 石岡市染谷字笛代２４２８ ０２９９－２４－５５２１

つくばライフサポート
センターみどりの

つくば市花島新田７－３ ０２９－８３６－７２００

鹿島更生園援護寮 鹿嶋市平井１１２９－１０ ０２９９－８２－１２７８

あじさい学園寮
結城郡八千代町平塚中山
４７９９－１

０２９６－４８－３８８０
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　電話番号　０２９－２４４－９７０１
　FAX番号　０２９－２４３－４４２９

■いばらきこころのホットライン

　心の問題について気軽に相談ができる電話相談を実施しております。
　相談時間　平日（月曜日から金曜日）午前９時～午後４時
　専用電話　０２９- ２４４- ０５５６

■茨城障害者職業センター

　公共職業安定所との密接な連携のもと、障害のある方や事業主の方に、職業についての相談
や就職の準備から就職後のフォローアップまで一連の職業リハビリテーションを実施していま
す。
　障害のある方へ　
　　①職業相談・評価 ( 現状の職業的能力を各種検査や面談を通して総合的に把握し、今後の
　　　方向性について検討 )
　　②職業準備支援（一人ひとりの特徴に即して職業上の課題解決等に関する支援）
　　③ジョブコーチ（職場適応援助者）支援事業（障害者の就職又は職場適応を促進するため
　　　の事業所にジョブコーチを派遣して支援）
　　④リワーク（精神障害者職場復帰）支援（うつ病などで休職している方の職場復帰にかか
　　　る支援）
　事業主の方へ　
　　①障害者雇用についての相談・援助
　　②職場適応に関わる相談・援助
　　③職場環境の改善、指導方法についての相談・援助
　　④中途障害者の職場復帰について
　関係機関の方へ
　　①就労支援のノウハウの提供
　　②職業リハビリテーションの専門的な人材の育成
　所 在 地　笠間市鯉渕６５２８- ６６　
　電話番号　０２９６- ７７- ７３７３
　FAX番号　０２９６- ７７- ４７５２
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■障害者就業・生活支援センター

　対 象 者　職業生活における自立を図るために、就業及びこれに伴う日常生活、又は社会
　　　　　　　生活上の支援を必要とする者。
　内 容　就業支援担当職員及び生活支援担当職員が、障害者からの相談に応じ、就業及
　　　　　　　びこれに伴う日常生活上の問題について、必要な指導や助言、その他の援助を
　　　　　　　行います。
　問い合わせ　各障害者就業・生活支援センター　（１０７ページ）

■身体障害者結婚相談所（茨城県身体障害者福祉協議会内）

　専任の相談員が身体障害者の方の結婚相談に応じています。　また、結婚の集いなどを行っ
て交流を図っています。
　所 在 地　水戸市千波町１９１８（県総合福祉会館内）
　電話番号　０２９- ２４３- ７０１０
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【児童の相談】

■児童相談所

　児童相談所は、１８歳未満の子どもに関する相談であれば、本人・家族・学校の先生・地域
の方々など、どなたからでもお受けします。
　子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関であり、
次のような業務を行っています。

相談・援助活動

　児童福祉司（ソーシャルワーカー）、児童心理司、医師などの専門スタッフが相談にあたり、
相談内容に応じて、必要な助言や継続的な援助を行います。
・虐待相談・・・身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、養育の怠慢・放棄（ネグレクト）
・養護相談・・・保護者の病気、死亡、家出、離婚などの事情で子どもが家庭で生活できない。
・障害相談・・・知的発達の遅れ、肢体不自由、言葉の遅れ、自閉傾向がある。
・非行相談・・・家出、盗み、乱暴、性的な問題行動などがある。
・育成相談・・・反抗、わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に
　　　　　　　　行きたがらない、チックや夜尿などの心配がある。

一時保護

　家庭内での養育困難や虐待など、緊急に保護を必要とする場合や、生活指導を行いながら子
どもの行動を観察する必要がある場合に一時保護をします。

施設入所・里親委託

　事情により家庭で生活できない子どもを、一定期間、児童福祉施設や里親家庭で預かります。

　また、その他の業務として、次のようなサービスを行っています。
＜巡回相談＞　

　児童相談所のスタッフが市町村に出向いて相談に応じます。
詳しくは、お住まいの市町村児童福祉担当課にお問い合わせ下さい。
＜養育手帳の交付＞
　知的障害の子どもへの手当や各種制度の援助を図るため、養育手帳の交付申請を受け付けて
います。
　問い合わせ　１０８ページ
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■里親

　里親は、保護者がいなかったり、保護者がいても児童を養育できないなど、家庭環境に恵ま
れない児童を預り、養育してくださる方です。
　登 　 　 録　里親になるには、児童相談所に申請し、所定の手続きを経て登録されます。
　養 育 費 等　里親には次のような費用が支給されます。
　　　　　　　①里親手当
　　　　　　　②教育費
　　　　　　　③医療費、学校給食費などの実費
　費 　 　 用　児童を里子として委託する場合、保護者は所得額に応じて負担します。
　問い合わせ　児童相談所　（１０８ページ）

■市町村（児童相談担当課）

　子どもに対する各般の問題につき、家庭その他から相談に応じ、子育て支援等各種の援助を
行っています。
　地元の市町村児童相談担当課（８７～８８ページ）

■家庭児童相談室

　家庭における児童養育、福祉の向上をはかるため、福祉事務所に家庭児童相談室を設け、家
庭児童福祉関係専門職員（家庭相談員）による相談・指導を行っています。
　相談内容　①児童の養育に欠ける問題　
　　　　　　②養育についての経済問題　
　　　　　　③日常生活上の性質、性格、習慣、習癖などの相談
　実施機関　市福祉事務所（８９ページ）に３１室設置し相談にあたっています｡

■茨城県母子保健センター

　お子さんの心身の発達が遅れているのではないかという心配を持たれたとき、障害を持った
お子さんの養育について相談や指導がほしいとき、その他、ことばの遅れ、運動能力の遅れ、
多動、チック、夜尿、吃音などお子さんの育児上のいろいろな問題について小児神経科医、心
理専門員等がご相談に応じます。
　所 在 地　水戸市緑町３－５－３５　茨城県看護協会内
　電話番号　０２９－２２１－１５５３
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■発達が気になる子どもの教育相談　（茨城県教育研修センター内）

　発達が気になるお子さんの相談に応じます。
　所 在 地　笠間市平町１４１０
　電話番号　０２９６－７８－２７７７
　受付時間　月曜日から金曜日　午前９時～午後４時３０分

■児童家庭支援センター

　地域の児童の福祉に関する各般の問題について、児童及びあらゆる地域住民からの相談に応
じ必要な助言等を行っています。
　施設数及び所在地　２カ所
　　同仁会児童家庭支援センター
　　　所 在 地　高萩市肥前町一丁目８０　
　　　電話番号　０２９３- ２２- ２４７１
　　子ども家庭支援センター「どうしん」
　　　所 在 地　土浦市並木３- １８- ５　
　　　電話番号　０２９- ８２４- ３７１５

■ファミリー・サポート・センター

　安心して子育てができるよう、子育ての手助けをして欲しい人と子育ての手助けが出来る人
が会員となり、地域の中でお互いに助け合っていく制度です。
　問い合わせ　各市町村ファミリーサポートセンター、市町村児童福祉担当課（８７～８８ページ）

■子育て短期支援事業

　母子家庭のお母さんが病気や仕事などの理由で、お子さんの養育が一時的に困難になった場
合に里親や施設でお子さんをお預かりします。また、費用は利用者の所得に応じて負担してい
ただきます。
　問い合わせ　市町村福祉担当課（８７～８８ページ）
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■地域子育て支援センター

　育児についての電話や来所による相談、子育てサークル等に対する講習会、パンフレット等
による子育て家庭に対する情報提供などを行っています。
　実 施 主 体　市町村（実施場所は保育所、保健センター等）
　問い合わせ　保健福祉部子ども家庭課、市町村児童福祉担当課（８７～８８ページ）

■つどいの広場・子育て広場

　保護者の育児不安や負担感・孤立感を解消し、子どもの健やかな成長を図るため、親子が集
い、保育士による育児相談や交流ができる場を設けています。
　実 施 主 体　市町村（実施場所は保健センターや公民館など）
　問い合わせ　市町村児童福祉担当課（８７～８８ページ）

■一時預かり事業

　家庭において保育を受けることが一時的に困難となったお子さんを、主として昼間において
保育所やその他の場所で、一時的にお預かりします。
　実 施 主 体　市町村
　実 施 場 所　保育所、子育て支援センター等
　問い合わせ　市町村児童福祉担当課（８７～８８ページ）

■いばらき虐待ホットライン　

　相談内容　児童虐待に関する通報・相談
　受付時間　毎日　２４時間
　電話番号　０２９３- ２２- ０２９３

■子どもの教育相談（教育研修センター内）

　不登校・いじめ・進路などさまざまな悩みに応じています。
　所 在 地　笠間市平町１４１０
　電話番号　０２９６－７８－２３３３
　受付時間　月曜日から金曜日　　午前９時～午後４時３０分
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■教育・子育て電話相談

　幼児・児童生徒の保護者から教育や子育てに関する幅広い内容の相談に２４時間体制で対応
しています。また、専門性を生かした対応が必要な事例に対しては、専門の相談員が電話又は
面接で対応しています。
　所 在 地　水戸市三の丸１－５－３８　県三の丸合同庁舎
　電 話 番 号　０２９－２２５－７８３０（午前９時～午前０時）
　F A X 番 号　０２９－２２８－１６３３（終日）
　E メ ー ル　soudan@mito7830.gakusyu.ibk.ed.jp
　ホームページ　http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

■非行児童相談（茨城県立茨城学園）

　青少年の非行問題に関する相談に応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日　午前９時～午後５時
　電話番号　０２９- ２９５- ２０２０

■思春期精神保健相談

　思春期という精神発達の途上にある若者の精神的健康の保持増進と適応障害の予防や早期発
見のための相談指導を行っております。
　問い合わせ　県精神保健福祉センター
　電 話 番 号　０２９- ２４３- ２８７０　　

■子どもホットライン　

　１８歳までの子ども専用の電話相談。子どもの不安や悩みなどを受けとめ、共に考えていき
ます。
　受 　 　 付　毎日（年末年始を除く。）午前９時～午前０時
　実 施 機 関　茨城県教育委員会
　電 話 番 号　０２９- ２２１- ８１８１　
　ＦＡＸ番号　０２９- ３０２- ２１６６
　電子メール　kodomo@edu.pref.ibaraki.jp
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■子どもの人権１１０番

　「いじめ」や体罰、不登校や親による虐待といった、子どもをめぐる人権問題は周囲の目に
つきにくいところで発生していることが多く、また被害者である子ども自身も、その被害を外
部に訴えるだけの力が未完成であったり、身近に適切に相談できる大人がいなかったりする場
合が少なくありません。「子どもの人権１１０番」は、このような子どもの発する信号をいち
早くキャッチし、その解決に導くための相談を受け付ける専用相談電話であり、子どもだけで
なく、大人もご利用可能です。相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は
無料、秘密は厳守します
　実施機関　水戸地方法務局
　所 在 地　水戸市三の丸１－１－４２
　電話番号　０１２０－００７－１１０　　　　　　　　　　　

■子ども救急電話相談

　お子さんが急な病気で心配なとき、ご相談ください。
　すぐに受診させたほうがよいのか、様子をみても大丈夫なのか、不安なとき、経験豊富な看
護師がアドバイスします。
　受付時間　毎日　午後６時３０分～午後１１時３０分
　　　　　　休日（日曜・祝日・年末年始１２月２９日～１月３日）　午前９時～午後５時
　電話番号　短縮ダイヤル＃８０００
　　　　　　０２９－２５４－９９００
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【母子家庭・女性の相談】

■茨城県母子福祉センター

　県立母子の家にあり、茨城県母子寡婦福祉連合会が県からの委託を受けて各種の相談・生活
指導などを行っています。
　対　　象　母子家庭及び寡婦
　業務内容　①母子相談（法律、身上、生活、健康、経営等の相談）
　　　　　　②技能習得、生業指導（手芸、料理、看護等）
　　　　　　③若年母子家庭リーダー育成研修会
　　　　　　④宿泊施設及び会議室の提供
　所 在 地　水戸市八幡町１１－５２　　　
　電話番号　０２９－２２１－８４９７

■婦人相談所

　売春防止法及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき保護を必要
とする女子に関し、相談、調査、指導などを行い、必要に応じて一時的に保護収容を行う機関
ですが、生活困窮、消費者金融、求職等の女性に関する問題についても助言、指導を行ってい
ます。
　所 在 地　水戸市三の丸１- ５- ３８
　電話番号　０２９- ２２１- ４１６６

■婦人相談員

　援護を必要とする女子の発見、相談及び指導を行っています。
　相談方法　県婦人相談所、水戸、日立、古河の各市福祉事務所（８９ページ）
　　　

■母子自立支援員

　現に児童（２０歳未満）を扶養している配偶者のない女子及び寡婦等に対する経済上の問題、
児童等の就学・就職の問題その他各般の身上相談とその自立に必要な指導を行っています。
　相談方法　県の福祉に関する事務所　（９０ページ）
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■女性プラザ男女共同参画支援室

　新たに事業を起こしたい、再就職したい、地域活動や団体活動などで活躍したいなど様々な
分野に意欲をもって取り組んでいこうとする方々を応援します。また、弁護士による法律相談、
家庭、夫婦間、学校、職場、地域等での悩み事などや男女共同参画に関する苦情・意見などの
総合相談も受け付けています。
　所 在 地　水戸市三の丸１－７－４１
　電話番号　０２９－２３３－７８３７（総合相談）
　　　　　　０２９－２３３－３９８２（チャレンジ相談）

■茨城労働局　雇用均等室

　職場での男女均等取扱い、セクシャラルハラスメント、育児・介護休業等、パートタイム労
働者の均衡待遇などについての相談及び指導業務、労使間の紛争解決援助を行っています。
　所 在 地　水戸市宮町１－８－３１
　電話番号　０２９－２２４－６２８８

■不妊専門相談センター

　不妊で悩む夫婦等や不妊治療を受けているが様々な不安を抱えている方などの悩みについて
医師、産婦人科、泌尿器科、カウンセラー、助産婦が相談に応じるとともに、不妊治療に対す
る正しい情報の提供や心理的な援助を必要とする方へのカウンセリングを行います。
　開設場所　県央：茨城県三の丸庁舎１階（水戸市三の丸１- ５- ３８）
　　　　　　県南：茨城県県南生涯学習センター（土浦市大和町９- １ウララビル５階）
　相談方法　電話予約制による個別面接及びグループカウンセリング 
　予 約 先　茨城県産婦人科医会
　受付時間　月曜日から金曜日　午前９時～午後３時
　電話番号　０２９- ２４１- １１３０

■すこやか妊娠ほっとライン

　予期せぬ妊娠や産みたいけれど育てられるかどうか心配など、妊娠に関する様々な悩みに応
じます。保健師・助産師等専門スタッフがじっくり話を伺います。
　受付時間　月曜日から金曜日　午前１０時～午後６時　
　　　　　　（祭日・年末年始１２/ ２９～１/ ３を除く）
　電話番号　０２９－２２１－１１２４
　相談窓口　公益社団法人　茨城県看護協会



― 65 ―

■茨城県配偶者暴力相談支援センター（茨城県婦人相談所内）

　配偶者等からの暴力に関する相談、カウンセリング、一時保護、保護命令、申立等各種の情
報提供及び援助を行っています。
　所 在 地　水戸市三の丸１- ５- ３８
　電話番号　０２９- ２２１- ４１６６

■DVヘルプライン　NPO法人ウイメンズネット「らいず」

　夫や恋人など親密な関係にある男性からの暴力に悩んでいる方からの相談を研修を受けた女
性スタッフが応じています。
　受付時間　水・金　午前１０時～午後４時　（祭日・年末年始を除く）
　電話番号　０２９－２２２－５７５７

■警察本部「勇気の電話」

　性犯罪にあわれた方、そのご家族からの相談に女性の心理カウンセラーが応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
　電話番号　０２９－３０１－０２７８

■人権啓発推進センター

　県民一人ひとりの人権が尊重され、互いの人権を尊重し合う社会とするため、人権啓発・教
育及び人権擁護を総合的に推進する拠点として、人権啓発推進センターを開設しています。
　受付時間　平日　午前９時～午後５時
　電話番号　０２９－３０１－３１３６

■法務局　女性の人権ホットライン

　配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシャル・ハラスメント、ストーカー行
為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
　電話は、最寄の法務局、地方法務局につながり、相談は、女性の人権問題に詳しい法務局職
員又は人権擁護委員がお受けします。
　受付時間　平日　午前８時３０分～午後５時１５分
　電話番号　０５７０－０７０－８１０／０５７０－００３－１１０
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【生活一般の相談】

■県民相談センター

　民事問題に対するため、弁護士による相談を行っています。予約制のため電話での申し込み
が必要です。
　相談日時　毎週金曜日・第１、第３火曜日　午後１時～午後４時
　所 在 地　水戸市笠原町９７８－６
　電話番号　０２９－３０１－２１４７

■茨城県弁護士会

　不動産、家庭の問題、相続、消費者問題、交通事故、民事介入暴力、金銭消費貸借、刑事事
件についてアドバイスします。電話での相談は行っていません。
　相談料金　５２５０円
　相談時間　３０分以内

名称 受付 相談日時 場所 電話番号

水戸相談センター
月～金
午後１時～
午後４時

月～金
午後１時～
午後４時

茨城県弁護士
会館２階
水戸市大町
２－２－７５

０２９－２２７－１１３３

土浦相談センター
月～金
午前９時～
午後５時

木のみ
午前１０時～
午後１２時
午後１時～
午後４時
午後６時～
午後８時

茨城県弁護士
会土浦支部
土浦市中央
１－１３－３
大国亀城公園
ハイツ３０４

０２９－８７５－３３４９

下妻相談センター
月～金
午前９時～
午後５時

月のみ
午後１時３０
分～午後４時
３０分

下妻市商工会館
下妻市長塚
７４－１

０２９６－４４－２６６１

鹿嶋相談センター
月～金
午後１時～
午後４時

木のみ
午後１時３０
分～午後４時
３０分

鹿嶋市商工会館
鹿嶋市宮中
２－１－３４

０２９－２２７－１１３３

日立相談センター
月～金
午後１時～
午後４時

木のみ
午後１時～
午後４時

日立商工会議所
日立市幸町
１－２１－２

０２９－２２７－１１３３
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■日本司法支援センター　法テラス

　解決に役立つ法制度や各種関係機関の相談窓口の紹介、また、経済的に余裕がない方への無
料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています。
　所 在 地　水戸市大町３－４－３６　大町ビル３階
　電話番号　０５７０－０７８３７４　　　
　　　　　　（平日　午前９時～午後９時／休日　午前９時～午後５時）
　　　　　　０５０３３８３－５３９０　（平日　午前９時～午後５時）

■水戸家庭裁判所・水戸地方裁判所

●水戸家庭裁判所

　家庭内や親族間の紛争や問題を解決するための家庭裁判所の審判や調停の手続きを説明
【手続き例】

　成年後見、未成年後見、保護者選任、特別代理人の選任、不在者財産管理、失踪宣告、氏・
名の変更、子の氏の変更、戸籍訂正、相続放棄の申述、相続の限定承認の申述、遺言書検認、
離婚、夫婦関係調整、夫婦同居、婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、親権者変更、子の監護者
の指定、子の引き渡し、離婚後の紛争調停、内縁関係解消、親族関係調整、養育費、遺産分割、
親子関係不存在確認、認知、嫡出子容認、離縁、養子縁組、無効・取消

龍ケ崎相談センター
月～金
午前９時～
午後５時

水のみ
午後１時～
午後４時

龍ケ崎市商工会
龍ケ崎市上町
４２４６－１

０２９－８７５－３３４９

守谷相談センター
月～金
午前９時～
午後５時

水のみ
午後１時～
午後４時

守谷市商工会館
守谷市本町１９ ０２９－８７５－３３４９

名称 所在地 電話

水戸家庭裁判所 水戸市大町１－１－３８ ０２９－２２４－８１７５（ダイヤルイン）

　　　　　日立支部 日立市幸町２－１０－１２ ０２９４－２１－４４４１（代表）

　　　　　土浦支部 土浦市中央１－１３－１２ ０２９－８２１－４３４９（ダイヤルイン）

　　　　　龍ケ崎支部 龍ケ崎市４９１８ ０２９７－６２－０１００（代表）

　　　　　麻生支部 行方市麻生１４３ ０２９９－７２－００９１（代表）

　　　　　下妻支部 下妻市下妻乙９９ ０２９６－４３－７１９３（ダイヤルイン）
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●水戸地方裁判所

　DV 保護命令手続きを説明

■水戸地方法務局

　登記、戸籍、国籍、供託等の民事行政事務と訟務事務及び人権擁護事務を行っています。
　所在地　各法務局（１０９ページ）

■公証役場

　遺言、任意後見、離婚、金銭・不動産の貸借、売買、その他各種公正証書の作成業務を行っ
ています。

名称 所在地 電話

水戸地方裁判所 水戸市大町１－１－３８ ０２９－２２４－８３０２（ダイヤルイン）

　　　　　日立支部 日立市幸町２－１０－１２ ０２９４－２１－４４４１（代表）

　　　　　土浦支部 土浦市中央１－１３－１２ ０２９－８２１－４３６６（ダイヤルイン）

　　　　　龍ケ崎支部 龍ケ崎市４９１８ ０２９７－６２－０１００（代表）

　　　　　麻生支部 行方市麻生１４３ ０２９９－７２－００９１（代表）

　　　　　下妻支部 下妻市下妻乙９９ ０２９６－４３－６７８４（ダイヤルイン）

名称 所在地 電話

水戸合同公証役場
水戸市桜川１－５－１５
都市ビル１号６階

０２９－２３１－５３２８
０２９－２２１－８７５８

土浦公証役場
土浦市富士崎１－７－２１
和光ビル４階

０２９－８２１－６７５４

日立公証役場
日立市幸町１－４－１
三井生命日立ビル４階

０２９４－２１－５７９１

取手市公証役場
取手市取手２－１４－２４
竹内ビル２階

０２９７－７４－２５６９

下館公証役場
筑西市丙３６０
スピカ６階下館商工会議所内

０２９６－２４－９４６０

鹿嶋公証役場 鹿嶋市宮中８－１２－６ ０２９９－８３－４８２２
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■茨城県消費生活センター

　消費生活センターでは、消費者と事業者間における契約に関する相談について消費生活相談
員等が聞き取り、事案に応じて助言、あっせん等を行います。
　所 在 地　水戸市柵町１－３－１水戸合同庁舎 1 階
　電 話 番 号　０２９－２２５－６４４５
　ＦＡＸ番号　０２９－２２６－９１５６

■各市町村消費生活センター

　お問い合わせ　（１１０～１１１ページ）

■消費者ホットライン（全国共通ダイヤル）

　全国共通の電話番号から地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたし
ます。消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在をご存知ない消費者の方に、お近くの消
費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、
国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。
　電話番号　０５７０－０６４－３７０

■生命保険相談茨城連絡所

　生命保険に関する相談や苦情の申出または紛争の申立があったときに、これに応じて公正中
立な立場から、迅速かつ透明度の高い処理を行うもので、生命保険に対する一般の理解と信頼
を深め、保険契約者等の正当な利益の保護に資することを目的としています。また、金融庁の
認可を受けた「指定（外国）生命保険業務紛争解決機関業務規程」に基づいて運営しています。
　所 在 地　水戸市大町１－２－６三井生命水戸ビル４階
　電 話 番 号　０２９－２２７－３９３２
　ＦＡＸ番号　０２９－２２７－６６３０
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■茨城司法書士会

　不動産登記、商業法人登記、相続・贈与、借金整理、成年後見などの相談に応じています。
◆司法書士総合相談センター相談会　（電話予約の上、各会場で相談となります）

　予約電話番号　０２９－２２４－５１５５　または０２９－２２５－０１１１

◆司法書士総合相談センター電話相談

　受付時間　毎週火曜日　午後４時～午後６時※無料相談で電話した旨をお伝えください。
　電話番号　０２９－２１２－４５００
　　　　　　０２９－２１２－４５１５
　　　　　　０２９－３０６－６００４
　所 在 地　水戸市五軒町１－３－１６

■交通事故相談所

　交通事故、損害賠償、示談の仕方などの相談に応じています。
　相談時間　各所とも午前９時～午後１２時、午後１時～午後４時４５分

会場 相談日 時間

水戸 毎週火曜日 午後４時～午後６時

つくば 毎週火曜日 午後４時～午後６時

古河 第１、第３火曜日 午後６時１５分～午後８時１５分

名称 所在地 電話

中央交通事故相談所
水戸市柵町１－３－１
水戸合同庁舎内

０２９－２３３－５６２１

鹿行地方交通事故相談所
鉾田市１３６７－３
鉾田合同庁舎内

０２９１－３３－６２２２
（火曜日　閉庁）

県南地方交通事故相談所
土浦市真鍋５－１７－２６
土浦合同庁舎内

０２９－８２３－１１２３

県西地方交通事故相談所
筑西市二木成６１５
筑西合同庁舎内

０２９６－２４－９１１２
（木曜日　閉庁）
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■茨城県交通安全協会

　交通事故での相談に無料で応じています。
　開 設 日　毎月１０日、２０日（平日）
　受付時間　午前９時～午後４時（要予約）
　所 在 地　水戸市東野町２６０
　電話番号　０２９－２４７－３５６６

■日本損害保険協会　そんぽADRセンター東京

　損害保険に関するご相談、および損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付
や損害保険会社との間の紛争解決の支援に対応しています。
　電話番号　０５７０－０２２８０８
　　　　　　０３－４３３２－５２４１

■労働基準監督署

　最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関です。その他、
労働災害防止の指導や労働者災害補償保険の給付、労働保険の適用及び労働保険料等の徴収、
未払賃金の立替払事業に関する認定などを行っています。
　問い合わせ　各労働基準監督署（１０３ページ）

■茨城労働局

　労働相談や労働法違反の摘発、労災保険・雇用保険料の徴収、職業紹介などの業務を行って
います。
　所 在 地　水戸市宮町１－８－３１
　問い合わせ　各労働基準監督署（１０３ページ）、各ハローワーク（１０４ページ）

■総合労働相談コーナー

　茨城労働局総務部企画室のほか、各労働基準監督署に設置されており、労働問題に関するあ
らゆる相談に対応し、情報提供を行っています。
　所 在 地　水戸市宮町１－８－３１
　電 話 番 号　０２９－２２４－６２１２
　問い合わせ　各労働基準監督署（１０３ページ）
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■いばらき労働相談センター

　解雇・配置転換・労使紛争・賃金問題・セクハラ・パワハラなど、労使双方からの各種労働
相談に応じています。
　相談時間　いばらき労働相談センター：月曜日から金曜日　午前９時～午後８時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日・日曜日　　午前10時～午後４時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祝日・年末年始は休業）
　所 在 地　水戸市三の丸１－７－４１
　電話番号　０２９－２３３－１５６０

　※お住まいの地区で面談を希望される場合は出張面談を行いますので、あらかじめいばらき
　労働相談センターへお電話でご相談ください。

■労働委員会

　公益・労働者・使用者の立場を代表する委員で構成された、労働組合（労働者）と使用者と
の間のトラブルを解決するための専門的な都道府県の行政機関です。
　電話番号　０２９－３０１－５５６３
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■茨城労連働く者の相談センター

　賃金未払い・残業代未支給・有給休暇がとれない・契約内容のくいちがい・解雇など労働相
談に応じています。パート・臨時・アルバイトのあなたも労働者としての権利は保障されてい
ます。

■連合茨城いきいきユニオン

　労働組合つくり、労働問題の相談に応じています。
　所 在 地　水戸市梅香２－１－３９
　電話番号　０１２０－１５４－０５２
　　　　　　０２９－２３１－２０２０

■関東労災年金支援センター

　各都県に専任のスタッフを配置して、労災年金の傷病・障害が第１級～第３級の重度被災労
働者の方及びそのご家族に対して在宅介護・看護、健康管理、メンタルケアに関する訪問支援
を実施するなど、重度被災労働者の生命・生活維持に必要な援護を行っています。
　電話番号　０３－６８３４－２６４０

■介護労働安定センター茨城支部

　増大する介護ニーズに対応するための介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発向上と福祉
の増進を図るため、｢介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律｣ に基づいて次の事業を行
っています。
　①雇用管理改善援助事業　②介護労働者能力開発事業　③情報提供事業　
　④介護労働者福利厚生事業
　所 在 地　水戸市南町３- ４- １０　住友生命水戸ビル６階
　電話番号　０２９- ２２７- １２１５　　　　　　　　　　　　

名称 所在地 電話
茨城労連　働く者の相談センター 東茨城郡茨城町谷田部２９５ ０２９－２９２－６６９５
県南労働相談センター つくば市谷田部５６４１ ０２９－８３８－５９３０
鹿行労働相談センター 鹿嶋市国末２４３６ ０２９９－８３－８８３６

県西労働相談センター
結城市結城１４４７　
職員組合内

０２９６－３３－３１３４

全労連フリーダイヤル ０１２０－３７８－０６０
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■独立行政法人　労働者健康福祉機構　茨城産業保健推進センター

　労働者の方々が健康で安心して働ける職場づくりのため、産業保健スタッフ等を支援してい
ます。
　産業保健に関する様々な問題について、専門スタッフがセンターの窓口又は電話、E メール
等で相談に応じ、解決方法を助言します。（主な相談内容　健康診断の事後措置、職場巡視の
方法、作業環境の維持管理と改善の方法、職場におけるメンタルヘルス対策、関係法令の解釈等）
　また、職場巡視等の実践的活動については、専門スタッフが現地に赴いて相談に応じていま
す。
　所 在 地　水戸市南町３－４－１０
　電話番号　０２９－３００－１２２１
　E メール　mito@ibaraki-sanpo.jp

■戦傷病者・戦没者遺族などの援護　　　　　　　　　

●戦傷病者及び戦没者遺族への援護

（１）戦傷病者戦没者遺族等救護法に基づく援護
　軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本
人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金 ･ 遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行なっ
ています。
　支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺
族です。ただし、軍人については、原則として恩給法が適用されるため、遺族年金や障害年金
の支給対象者は主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっています。
　・障害給付（本人に支給）
　　障害年金、障害一時金（年金に代え選択した場合）
　・遺族給付（遺族に支給）
　　遺族年金（軍人軍属の遺族）、遺族給与金（準軍属の遺族）
　・公務傷病、勤務関連傷病により死亡した者の遺族に対しては弔慰金が別途支給

（２）戦傷病者特別援護法に基づく援護
　軍人軍属等であった方が公務上傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や療
養の必要がある場合に、戦傷病者手帳を交付して、療養の給付、補装具の支給等の援護を行な
っています。
　・療養の給付
　　戦傷病者のうち、公務上の傷病に対して必要な療養を給付
　 ･ 補装具の支給及び修理
　　一定程度以上の障害を有する戦傷病者に義手・義足等を支給・修理
　 ･JR 無賃乗車船の取扱い
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　障害の程度により、一定回数、JR 乗車船を無賃扱い
（３）各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護
　戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻等に対しては、各々法律による給付があります。
　・戦没者等の妻に対する特別給付金
　　支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻
　　で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する者
　・戦没者の父母等に対する特別給付金
　　支給対象者は、基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母、戦没者が
　　死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を
　　同じくする実の子や孫を有するに至らなかった者
　・戦傷病者等の妻に対する特別給付金
　　支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態とな
　　り、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻
　・戦没者の遺族に対する特別弔慰金
　　支給対象者は、基準日において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷
　　病者戦没者遺族等救護法に規定する遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族がい
　　ない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順
　　位１名の方
　特別給付金及び特別弔慰金については、法律施行の日から３年間請求しない場合、時効によ
って受給権が消滅します。

●旧軍人軍属の恩給、軍歴証明書に関する業務

（１）恩給に関する業務
　わが国の恩給制度は、明治８年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足し、そ
の後、大正１２年には、軍人、官吏、教員、巡査等の各種恩給制度をまとめて、現在の恩給法
が制定されました。恩給には本人に対する給付として、普通恩給、一時恩給及び傷病恩給があ
り、また、遺族に対する給付として、普通扶助料や公務扶助料等があります。

（２）軍歴証明書
　旧陸海軍軍人・軍属の軍歴は、恩給及び各種共済組合の退職年金への通算の対象となります。
また、厚生年金保険法、国民年金法の改正に伴う旧令共済組合員期間の通算、叙勲、被爆者健
康手帳申請等の際に軍歴が必要とされます。
　旧陸軍関係は、退職当時の本籍があった都道府県援護担当課で、旧海軍関係は、厚生労働省
社会・援護局業務課調査資料室で発行し交付しています。

●中国残留邦人等への支援

（１）老齢基礎年金等の満額支給　
　帰国前の公的年金に加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても、特例的に
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保険料の追納を認めるとともに、追納に必要な額は全額国が負担することにより、老齢基礎年
金等の満額支給を受けられるようにします。

（２）老齢基礎年金等を補完する支援給付
　老齢基礎年金等の満額支給に加えて、その方の属する世帯の収入の額が一定の基準を満たな
い場合には、支援給付を行います。
・支援給付の内容
　生活費、住宅費、医療費、介護費用等が必要な場合に生活支援給付、住宅支援給付、医療支
援給付、介護支援給付等を支給
・「支援・相談員」による支援等
　中国残留邦人等を深く理解し、中国語等がわかる「支援・相談員」が、支援給付の実施機関
において相談や支援にあたる。
　問い合わせ　　各市町村　援護担当課　（８７～８８ページ）
　　　　　　　　県保健福祉部長寿福祉課援護グループ　０２９－３０１－３３３７

■年金事務所

　年金制度全般に関する相談を受け付けています。

■ライフサポートいばらき

　悩みごと、困っていること、どこに相談すれば分らない時、解決のサポートをします。相談
は無料です。
　受付時間　月曜日から土曜日　午前１０時～午後６時
　所 在 地　水戸市梅香２－１－３９　茨城県労働者福祉協議会
　電話番号　０１２０－７８６－１８４（ナヤム　イヤヨ）

年金事務所名 所在地 電話
水戸南 水戸市柳町２－５－１７ ０２９－２２７－３２７８
水戸北 水戸市大町２－３－３２ ０２９－２３１－２２８３
土浦 土浦市下高津２－７－２９ ０２９－８２４－７１６９
下館 筑西市菅谷１７２０ ０２９６－２５－０８３４
日立 日立市幸町２－１０－２２ ０２９４－２２－９０３１
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■（公財）茨城県国際交流協会　外国人相談センター

　英語・中国語・ポルトガル語・タイ語・タガログ語・スペイン語・韓国語・インドネシア語
の８ヶ国語で外国人の皆さんの法律、労働、結婚、教育、その他生活全般についての相談を受
け付けています。曜日ごとに相談言語は異なります。
　電話・面接など、都合のよい方法でお気軽にご相談ください。相談料金は無料、秘密は厳守
いたします。
　また、法律上の専門的な相談が必要な方のために、月に２回、無料の弁護士相談会を実施し
ています（予約が必要です）。
　受付時間　月曜日から金曜日　午前８時３０分～午後５時　
　　　　　　（正午～午後１時までは休み）
各言語相談日一覧

　所 在 地　　水戸市千波町後川７４５　県民文化センター分館２階
　電話番号　　０２９－２４４－３８１１

■いばらき出会いサポートセンター

　結婚を希望する独身男女に、出会いの場を提供するために設立された組織です。入会できる
方は、茨城県内にお住まいの方か又はお勤めの方で、結婚するために自らも努力をされる方で
す。

月 火 水 木 金
英語・日本語

8:30 ～ 12:00
ポルトガル語 韓国語

スペイン語
中国語
タイ語

ポルトガル語
タガログ語

タイ語
インドネシア語13:30 ～ 17:00

中国語

センター 所在地 電話

水戸
水戸市三の丸１－５－３８　
茨城県三の丸庁舎

０２９－２２４－８８８８

県北 日立市会瀬町４－９－１３　福祉プラザ内 ０２９４－３５－４１２２
県南 牛久市中央１－１６－１　ラウェル牛久内 ０２９－８３０－７５０２

県西
結城市大字結城１３６１　
結城市付属庁舎内

０２９６－３３－１９８４

鹿行 鹿嶋市鉢形台２－１－７　ラウェル鹿嶋内 ０２９９－９０－８８８８
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■茨城県経営管理課

　県立病院に関する問い合わせに応じています。
　電話番号　０２９－３０１－６５１６

■茨城県医療対策課

　救急医療体制の整備等に取り組んでいます。
　電話番号　０２９－３０１－３１８６

■救急医療情報コントロールセンター

　休日や夜間に救急対応している医療機関を２４時間体制で案内しています。（歯科を除く）
　電話番号　０２９－２４１－４１９９

■医療安全相談センター

　医療に関する患者や家族等の苦情や相談に対応するとともに、診療等の医療情報を提供して
います。
　相談時間　午前８時３０分～午後５時１５分（祝日を除く月曜日から金曜日）
　所 在 地　水戸市笠原町９７８－６　茨城県厚生総務課内
　電話番号　０２９－３０１－６２０１・６２０２

■茨城県薬剤師会「くすりの相談室」

　薬の正しい使い方や保管の方法など薬に関する情報・相談に応ずるためくすりの相談室を設
置しています。
　電話番号　０２９－３０６－８９４５

■茨城県医療問題中立処理委員会

　県内医療機関において、医療問題が生じた場合、当委員会は、患者側と医療側が話しあえる
場を提供し、中立の立場（弁護士、学識経験者・市民代表、医師らの委員の立会）で問題解決
への支援を行います。当委員会への申立ては患者側、医療側どちらからでも可能です。なお申
請費用、その他費用は一切ありません。（無料です）
　所 在 地　水戸市笠原町４８９　茨城県メディカルセンター４階
　電話番号　０２９－２４１－８４４６（茨城県医師会内）
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■アレルギーの相談

　保健所では、アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等）でお悩みの方に
「日常生活における注意・予防方法」等について相談・指導を行っています。
　問い合わせ　各保健所　（９１ページ）

■エイズ相談

　エイズの症状・感染経路・予防方法・検査・治療に関する相談に応じています。
　問い合わせ　各保健所　（９１ページ）
　　　　　　　エイズ相談専門電話　　　　　　　０２９－２４１－９９９１（水戸保健所内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０２９－８２６－０６０６（土浦保健所内）
　　　　　　　外国人エイズ相談（英語、タイ語）　０２９－８５１－４９２０（つくば保健所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約

■茨城県歯科医師会

　歯科に関する相談に応じています。
　受付時間　　第１、第３木曜日　午後２時～午後５時
　所 在 地　　水戸市見和２－２９２
　電話番号　　０２９－２１５－６４２４

■つくば中毒１１０番

　化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒などによって起こる急性中毒について、
実際に事故が発生している場合に限定し情報提供しております。
　電話番号　０２９－８５２－９９９９

■警察本部「警察安全総合相談センター」

　犯罪等による被害の未然防止に関する相談、県民の皆さんの安全と平穏についての相談に応
じています。
　受付時間　月曜日から金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分　
　　　　　　（土日及び祝日は留守番電話対応）
　電話番号　＃９１１０　又は　０２９－３０１－９１１０
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■警察本部「少年相談コーナー」

　少年の非行や犯罪被害に関する相談に応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分　
　　　　　　（土・日及び祝日は留守番電話対応）
　電話番号　０２９－３０１－０９００

■警察本部「悪質商法１１０番」

　訪問販売、電話勧誘販売、金融・不動産等の取引、インターネット取引の被害等に関する相
談に応じています。
　電話番号　０２９－３０１－７３７９

■警察本部「覚醒剤１１０番」

　覚醒剤に関する情報提供、相談に応じています。
電話番号　０２９－３０１－７９７９

■警察本部「銃器１１０番」

　「拳銃を持っている人がいる」、「拳銃に関する話を聞いた」等の情報提供、「軍用の拳銃があ
るが手続きがわからず処分に困っている」等の相談に応じています。
　電話番号　０２９－３０１－１０７４　又は　０１２０－１０３７７４

■茨城県暴力追放推進センター

　暴力団からの不当な要求等暴力団関係の相談に、暴力追放相談委員が応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日　午前９時～午後５時　
　　　　　　（土・日及び祝日は留守番電話対応）
　電話番号　０２９－２２８－０８９３

■警察本部「振り込め詐欺対策室」

　振り込め詐欺と思われる不審な電話への相談に応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
　電話番号　０２９－３０１－００７４
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■警察本部「ちかん等被害相談所」

　列車内におけるちかん等に関する相談に応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
　電話番号　０２９－２２１－２７１４　（水戸駅北口鉄道警察隊）

■警察本部「サイバー犯罪相談」

　インターネット上の犯罪に関する相談に応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始を除く）　午前９時～午後５時
　電話番号　０２９－３０１－８１０９

■警察本部「暴走族電話相談」

　暴走族への加入防止、離脱、暴走行為の防止に関することなどの相談に応じています。
　電話番号　０１２０－３７５－２１４

■匿名通報ダイヤル

　匿名による事件情報の提供に応じています。
　受付時間　月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
　電話番号　０１２０－９２４－８３９

■警察本部「警察ふれあい電話」

　茨城県警察に関する意見・要望等を受け付けています。
　受付時間　月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時１５分
　電話番号　０２９－３０１－０６９９　又は　０２９－３０１－０１１０

■いのちの電話

さまざまな問題をかかえ、不安や孤独に悩む人からの相談に応じています。
　受付時間　つくば　年中無休、２４時間受付
　　　　　　水　戸　年中無休、午後１時～午後８時
　電話番号　つくば　０２９- ８５５- １０００
　　　　　　水　戸　０２９- ２５５- １０００
　　　　　　フリーダイヤル　０１２０－７３８－５５６（毎月１０日　２４時間）
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■いばらき被害者支援センター

　犯罪、事故、災害等の被害にあわれた方やそのご家族に対して電話相談、法廷付添などの直
接的支援を行っています。
　受付時間　月曜日から金曜日　午前１０時～午後４時 
　電話番号　０２９－２３２－２７３６　（相談専用ダイヤル）

■茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室

　県民運動推進室では、特定非営利活動法人（以下「NPO 法人」）の設立認証事務を行ってい
るほか、NPO 法人の管理、運営、解散等に関する相談に応じています。
　所 在 地　水戸市三の丸１－５－３８　茨城県三の丸庁舎
　電話番号　０２９－２２４－８１２０

　※権限移譲済み市町村では、市町村窓口で NPO 法人の設立認証事務、各種相談対応を行っ
ています。
　
　権限移譲済み市町村（H２４年７月現在）

市町村名 担当課 所在地 電話番号

古河市 自治振興課 古河市下大野２２４８ ０２８０－９２－３１１１

常総市 市民協働課 常総市水海道諏訪町３２２２－３ ０２９７－２３－２１６５

常陸太田市 市民協働推進課 常陸太田市金井町３６９０ ０２９４－７２－３１１１

高萩市 まちづくり観光課 高萩市春日町３－１０－１６ ０２９３－２３－７３１６

北茨城市 まちづくり協働課 北茨城市磯原町磯原１６３０ ０２９３－４３－１１１１

笠間市 市民活動課 笠間市中央３－２－１ ０２９６－７７－１１０１

取手市 市民活動支援課 取手市寺田５１３９ ０２９７－７４－２１４１

ひたちなか市 市民活動課 ひたちなか市東石川２－１０－１ ０２９－２７３－０１１１

鹿嶋市 まちづくり推進課 鹿嶋市平井１１８７－１ ０２９９－８２－２９１１
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■認定NPO法人　茨城NPOセンター・コモンズ

　コモンズは県域の市民活動支援団体として、社会のために何かしたい人、NPO という道具
を活かしたい人を応援することで、組織の壁・心の壁を越えて、人がつながり共に行動する市
民社会の実現を目的としています。様々な福祉に関する活動の支援も行っています。
・福祉関係団体の設立・運営相談対応（３０００円／時間）と講座開催
・障がい、ひきこもりなど福祉課題を抱える当事者の自助組織設立支援
・福祉団体に関する新聞切り抜き情報などの提供
・福祉ボランティア、インターンの受け入れ団体紹介
・福祉に関する就職先の紹介
・茨城福祉移動サービス団体連絡会事務局運営（運転講習会開催）
・移動困難者を支援する団体職員のネットワークづくり
・フードバンク茨城や生協など福祉やくらしに関わる団体とのネットワークを生かした組織紹
　介
・福島県からの避難者が集うたまり場のコーディネート
・在住外国人の生活相談対応（主に就労・就学）、介護資格取得支援講座開催
　所 在 地　水戸市梅香２－１－３９　茨城県労働福祉会館２階
　電話番号　０２９－３００－４３２１


