相談窓口一覧

令和４年６月６日現在

大津市にお住まいの方

０７７－５２６－５４１１

毎日 ２４時間

大津市以外にお住まいの方

０７７－５２８－３６２１

毎日 ２４時間

その他新型コロナウイルス感
染症に関すること
（一般電話相談窓口）

大津市にお住まいの方

０７７－５２２－７２２８

平日 ９：００～１７：００

大津市以外にお住まいの方

０７７－５２８－３６３７

毎日 ８：３０～１７：１５

新型コロナウイルスワクチン
専門相談に関すること

ワクチン接種後の副反応等の医学的知見が
必要となる専門的相談窓口

電話 ０７７ｰ５２８ｰ３５８８
FAX ０７７-５２８-４８６７

毎日 ２４時間

【無症状者の方限定】
ＰＣＲ等無料検査に関するこ
と

滋賀県ＰＣＲ検査等無料化事業事務局

０８０－５７７２－３５６１
０８０－５７７２－３５６２
０８０－５７７２－３５６３

月～土 ９：００～１８：００
（祝日を除く）

各種支援策に関すること

新型コロナウイルス感染症対策にかかる各
種支援策のワンストップ相談窓口

０７７－５２５－５６７０

平日 ９：００～１７：００

みんなでつくる滋賀県安心・安全
店舗認証制度に関すること

みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証
制度事業 事務局

電話 ０７７-５６９-６２００
FAX ０７７-５６９-６２０２

平日 ９：００～１８：００

滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター

０７７－５２８－１３４４

平日 ９：００～１７：００

新型コロナ人権相談ほっとライン
（人権侵害を受けた方専用の相談窓口）

０７７－５２３－７７００
（電話・FAX）

月・火・水・金
10:00～12:00 13:00～16:00
（祝日、年末年始等を除く）

(公財)滋賀県人権センター 人権相談室

０７７－５２７－３８８５
（電話・FAX）

月・火・水・金
10:00～12:00 13:00～16:00
（祝日、年末年始等を除く）

大津地方法務局人権擁護課

０５７０－００３－１１０
（全国共通）
※最寄りの法務局または
支局につながります。

平日 ８：３０～１７：１５
（祝日、年末年始を除く）

県庁 子ども・青少年局家庭支援推進室

０７７－５２８ー３５５４

平日 ８：３０～１７：１５

滋賀県ひとり親家庭総合サポートセンター

０７７－５２６－８８０１

平日、第１・３土曜日
９：００～１７：００

受診に関すること
（受診・相談センター）

感染拡大防止に関すること
（もしサポ滋賀、イベント開催等）

人権相談に関すること

ひとり親家庭福祉に関するこ
と

障害者施策に関すること

障害のある皆様の困りごとに
関すること

県庁 障害福祉課

０７７－５２８－３５４１

平日 ８：３０～１７：１５

県庁 障害福祉課

☎電話
０７７－５２１－１１７５
ファックス
０７７－５２８－４８５３
✉メール
ec0006@pref.shiga.
lg.jp

平日 ９：００～１７：００

精神保健福祉センター

０７７－５６７－５０１０

平日 ９：００～１６：００
※祝日、年末年始を除く

こころの電話相談

０７７－５６７－５５６０

平日 １０：００～１２：００
１３：００～２１：００
※祝日、年末年始を除く

滋賀県自殺予防電話相談

０７７－５６６－４３２６

毎日 ９：００～２１：００
※年末年始を除く

滋賀いのちの電話

０７７－５５３ー７３８７

金～月 １０：００～２０：３０

こころの悩みに関すること
眠れない、生きていることが
つらい、しんどいという方の
相談

こころのサポートしが（LINE相談）

子どもを守る虐待ホットライ
ン
児童相談所虐待対応ダイヤル
子どもや子育ての悩みの相談

中央子ども家庭相談センター

毎日 １６：００～２２：００

０７７－５６２ー８９９６

毎日 ２４時間

（局番なし）１８９

毎日 ２４時間

滋賀県子ども・子育て応援センター
［こころんだいやる］

０７７－５２４－２０３０

毎日 ９：００～２１：００

中央子ども家庭相談センター（女性専用）

０７７－５６４－７８６７
＃８００８（短縮ダイヤル）

毎日 ８：３０～２２：００

彦根子ども家庭相談センター（女性専用）

０７４９－２４－３７４１

平日 ８：３０～１７：１５

各子ども家庭相談センター
（中央、彦根、大津・高島）

ＤＶに関すること
県立男女共同参画センター
（夫婦・家族、離婚などの悩みを含む）

０７４８－３７－８７３９

火・水・金～日
9:00～12:00、13:00～17:00
木
9:00～12:00、17:00～20:30
(月、祝日の翌日、年末年始等を除く)

妊婦向け相談窓口

子育て・女性健康支援センター
※無症状の分娩前妊婦向けウイルス検査について
は、かかりつけ産科医療機関にご相談ください。

０７７－５５３－３９３１

平日 １０：００～１６：００

消費生活相談に関すること

事業者向け相談窓口

労働相談窓口

大学生・若者・就職氷河期世
代、シニア、子育て期の女性、
外国人など、それそれの立場
に応じた就労相談

県消費生活センター
各市町消費生活相談窓口
国民生活センター

（局番なし）１８８
または
県消費生活センター
０７４９－２３－０９９９

県消費生活センター
月～土 ９：１５～１６：００
（祝日を除く）

県庁 中小企業支援課

０７７－５２８－３７３０

平日 ８：３０～１７：１５

経済産業省 中小企業金融相談窓口

０５７０－７８３１８３

平日・土日祝日 9:00～17:00

滋賀県よろず支援拠点

０７７－５１１－１４２５

平日 ９：００～１７：４５

滋賀労働局 雇用環境・均等室総合労働相談
コーナー

０７７－５２２－６６４８

平日 ８：３０～１７：１５

滋賀県労働相談所

０１２０－９６７－１６４
０７７－５１１－１４０２

平日 １２：００～１６：００

滋賀県造林公社（林業労働力確保支援セン
ター） ※林業に関すること

０７７－５２２－０３０７

平日 ８：３０～１７：１５

しがジョブパーク

０７７－５６３－０３０１

月～土 ９：００～１７：００
（祝日を除く） ※土曜日は要予約

シニアジョブステーション滋賀

０７７－５２１－５４２１

平日 ８：３０～１７：００
（祝日を除く）

滋賀マザーズジョブステーション

（近江八幡）
０７４８－３６ー１８３１
（草津駅前）
０７７－５９８－１４８０

（近江八幡）
火～日 ９：００～１７：００
[月、祝日の翌日、年末年始等を除く]

（草津駅前）
平日 ９：００～１７：００
[土、日、祝日、年末年始を除く]

滋賀県母子家庭等就業・自立支援センター

０７４８－３７－５０８８

しがけん

０５０－５２１１－５３９７

火～日 ９：００～１７：００
[月、祝日の翌日等を除く]
へいじつ

がいこくじんざいうけいれ

滋賀県外国人材受入サポートセンター

がいこくご

そうだん

がいこくじんそうだん

しが外国人相談センター

しゅくじつ のぞ

（祝日を除く）
でんわ

外国語での相談

平日 10：００～１７：００

☎電話
０７７－５２３－５６４６
ファックス
０７７－５１０－０６０１
✉メール
mimitaro@s-ia.or.jp

げ つ ～ き ん よ う び

月～金曜日 １０：００～１７：００
しゅくじつ

のぞ

（祝日を除く）
ご

ご

ポルトガル語、スペイン語、
え い ご

ご

ご

ふく

英語、タガログ語、ベトナム語を含む
げ んご

たいおう

12言語で対応

県税に関すること
（最寄りの県税事務所へお問
い合わせください。）

西部県税事務所
西部県税事務所高島納税課
南部県税事務所
中部県税事務所
中部県税事務所甲賀納税課
東北部県税事務所
東北部県税事務所湖東納税課
自動車税事務所

０７７－５２２－９８０２
０７４０－２５－８０１２
０７７－５６７－５４０６
０７４８－２２－７７０７
０７４８－６３－６１０６
０７４９－６５－６６０６
０７４９－２７－２２０６
０７７－５８５－７２８８

平日 ８：３０～１７：１５
※年末年始を除く

スポーツ活動に関すること

滋賀県 文化スポーツ部
スポーツ課交流推進室 県民スポーツ係

０７７－５２８－３３６６

平日 ８：３０～１７：１５

