
滋賀県草津保健所 ☎０７７－５６２－３５３４
滋賀県甲賀保健所 ☎０７４８－６３－６１４８
滋賀県東近江保健所 ☎０７４８－２２－１３００
滋賀県彦根保健所 ☎０７４９－２１－０２８１
滋賀県長浜保健所 ☎０７４９－６５－６６１０
滋賀県高島保健所 ☎０７４０－２２－２５２５

大津市保健所 ☎０７７－５２２－６７６６
月～金 9:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

自殺予防電話相談 ☎０７７－５６６－４３２６
年末年始を除く
毎日9:00～21:00

こころの電話 ☎０７７－５６７－５５６０
滋賀いのちの電話 ☎０７７－５５３－７３８７ 金～月10:00～20:30

京都いのちの電話 ☎０７５－８６４－４３４３ 年中無休（24時間）
ナビダイヤル☎0570-783-556
（10:00～22:00）

自殺予防いのちの電話 ☎０１２０－７８３－５５６ 毎月10日8:00～翌日8:00
日本いのちの電話連盟

滋賀県精神障害者患者会 ☎０７４８－５２－４２５５
（こころの会）
年中無休8:00～22:00

但し、体調の悪い日、診察日は
でられません。

滋賀県立精神保健福祉センター ☎０７７－５６７－５０１０
月～金9:00～16:00
（来所は要予約）

アディクション関連、こころのケア関
連（PTSD等）、ご遺族の相談、その
他

男女共同参画相談室
（県立男女共同
　　　　　　参画センター内）

☎０７４８－３７－８７３９

女性の人権ホットライン
（大津地方法務局内）

☎０５７０－０７０－８１０
月～金（祝日、年末年始を除
く）8:30～17:15

女性の人権問題に関する相談

中央子ども家庭相談センター ☎０７７－５６４－７８６７
祝日、年末年始を含む毎日
8:30～22:00

（来所は要予約）

彦根子ども家庭相談センター ☎０７４９－２４－３７４１ 月～金8:30～17:15 （来所は要予約）

中央子ども家庭相談センター ☎０７７－５６２－１１２１ 月～金8:30～17:15 （来所は要予約）

彦根子ども家庭相談センター ☎０７４９－２４－３７４１ 月～金8:30～17:15 （来所は要予約）

大津・高島
子ども家庭相談センター

☎０７７－５４８－７７６８ 月～金8:30～17:15 （来所は要予約）

滋賀県子ども・若者
総合相談窓口

☎０７７－５６７－５０５８ 月～金9:00～16:00 （来所は要予約）

☎０７７－５２４－２０３０
祝日を含む毎日9:00～21:00
（12/29～1/3除く）

☎０１２０－０－７８３１０ 21:00～翌日9:00 (全国共通ダイヤル)

子どもの人権110番
（大津地方法務局内）

☎０１２０－００７－１１０ 月～金8:30～17:15
子どもの人権問題・いじめに関する
相談

こどものなやみごと110番 ☎０１２０－７８３－９９８
毎週水曜日（祝日除く）
15:00～17:00

☎１８９ 24時間対応 （児童相談所全国共通ダイヤル）

☎０７７－５６２－８９９６ 24時間対応
いじめ等の悩み24時間電話相談
［24時間子供SOSダイヤル］

☎０１２０－０－７８３１０

しが金融ホットライン ☎０７７－５２８－３７３２ 平日8:30～17:15 中小企業県制度融資のご案内

月～金10:00～12:00、13:00～21:00　土日祝日、年末年始を除く

火水金土日…9:00～12:00、13:00～17:00
木…9:00～12:00、17:00～20:30（夜間相談）
（月、祝日の翌日、年末年始・施設点検日を除く）
男女差別、夫婦・家族やその他の様々な人間関係における悩み、離
婚、DVなど。性別問わず相談可。

祝日を含む毎日24時間。9:00～21:00に県内からかけた場合は［こころ
んだいやる］につながります。

月～金
8:30～17:15
（祝日・年末年始を除く）

https://www.inochinodenwa.org

子ども・子育て応援センター
［こころんだいやる］

滋賀県虐待ホットライン
（子どもへの虐待の通告（連絡））

こころやからだの不調の相談（アルコール・薬物の相談含）　電話や面接（要予約）による相談を行っています。

こころの悩みの相談

男女差別、夫婦・家族関係の悩み、離婚、DV等の相談

生活保護の相談、申請窓口　⇒お住まいの市町役場にご相談ください。

資金繰りの相談

≪話してください　あなたの悩み≫

子どもの悩み相談

ひとりで悩まないで、誰かに相談してみましょう、解決の糸口がみつかるかもしれません。

電話番号の数字を１回押すと、スマホの電話アプリが立ち上がります。

うまくいかない場合は、お手数ですが通常どおり番号を入力しておかけ下さい。

tel:0775623534
tel:0748636148
tel:0748221300
tel:0749210281
tel:0749656610
tel:0740222525
tel:07405226766
tel:0775664326
tel:0775675560
tel:0775537387
tel:0758644343
tel:0120783556
tel:0748524255
tel:0775675010
tel:0748378739
tel:0570070810
tel:0775647867
tel:0749243741
tel:0775621121
tel:0749243741
tel:0775487768
tel:0775675058
tel:0775242030
tel:0120078310
tel:0120007110
tel:0120783998
tel:189
tel:0775628996
tel:0120078310
tel:0775283732
https://www.inochinodenwa.org/


滋賀県消費生活センター
消費生活相談窓口

☎０７４９－２３－０９９９
平日・土日9:15～16:00
（祝日・年末年始を除く）

貸金業に関する相談
（県庁中小企業支援課）

☎０７７－５２８－３７３２ 平日8:30～17:15

法テラス滋賀
（日本司法支援センター滋賀地方事務所）

☎０５７０－０７８－３３９ 月～金9:00～17:00

滋賀弁護士会法律相談センター ☎０７７－５２２－３２３８ （予約制）

一般相談（30分5,500円）；離婚、相
続、金銭トラブル、刑事事件など；交
通事故、個人の方の多重債務相談
（無料）

滋賀県司法書士会
総合相談センター大津／守山

☎０７７－５２７－５５４５ （予約制）

滋賀県司法書士会
総合相談センター彦根

☎０７７－５２７－５５７６ （予約制）

びわ湖あおぞら会 ☎０７７－５２７－７３６０ 月～金13:00～17:00
（滋賀県クレジット・サラ金被害をなく
す会連絡会）

滋賀労働局 ☎０７７－５２２－６６４８ 月～金（平日）8:30～17:15 （総合労働相談コーナー）

滋賀県労働相談所
（労働相談ダイヤル）

☎０７７－５１１－１４０２ 月～金（平日）12:00～16:00

（県内固定電話からは、☎０１２０－９
６７１６４もご利用できます。）
面談による相談は事前連絡が必要
です。

シニアジョブステーション滋賀 ☎０７７－５２１－５４２１
月～金（祝日・年末年始を除
く）9:00～17:00

概ね45歳以上の中高年齢者の就職
に関する相談

滋賀産業保健総合支援センター
（産業保健担当者向け）

☎０７７－５１０－０７７０
月～金（祝日・年末年始を除
く）
8:30～17:15

事業場におけるメンタルヘルス対策
や治療と仕事の両立支援、労働衛
生に関する相談

あしなが育英会（本部）
http://www.ashinaga.org

☎０３－３２２１－０８８８ 月～金9:00～17:00
病気や災害で、自死で親を亡くした
子どもたちを奨学金とこころのケアで
支える民間組織

住居・生活保護相談
（反貧困ネットワーク滋賀）

☎０７７－５２６－６０２７ 平日13:00～17:00

労働・生活保護・多重問題・住居など
～生活困窮でお困りの方。
事務局：大津市京町3丁目4-12滋賀
第一法律事務所

☎０７７－５２３－５６４６
月～金（祝日・年末年始を除
く）10:00～17:00

FAX：０７７－５２３－５６４６ E-mail：mimitaro@s-i-a.or.jp

戸籍に記載されていない方のた
めの相談援助

☎０８０－３８３６－７８３０
月～金（祝日・年末年始を除
く）10:00～15:00

☎０７７－５２５－８１０３

☎０７７－５２１－８３４１

☎０９０－２５９９－３１０５ 24時間365日ホットライン

法テラス
犯罪被害者支援ダイヤル

☎０５７０－０７９７１４
月～金9:00～21:00
土9:00～17:00

被害後の状況やニーズに応じて、相
談窓口や法制度情報を無料で提供

びわこダルク ☎０７７－５２１－２９４４ 月～金9:00～17:00 薬物依存症の本人および家族

薬物依存症当事者の会 ☎０７７－５２１－２９４４ （NA係）月～金9:00～17:00 NA滋賀グループ

凪（なぎ）の会おうみ
（滋賀県自死遺族の会）

http://naginokai.g2.xrea.com/

☎０７４８－７２－３７９２　（事務局：青木方）

https://shigadansyu.com/

自死で大切な人を亡くしたご遺族の分かち合いを開催
毎月第3土曜14:00～

〒108-0073 東京都港区三田4-8-20　往復書簡事務局
お問い合わせ　info@bouzsanga.org
https://bouzsanga.org/letter/

✉satoco3105biwako@gmail.com

性暴力被害者総合ケアワンス
トップびわ湖SATOCO（サトコ）

ひとりで悩まず、まずは
SATOCO（サトコ）に電話・メールを

※その他不定休あり
県内在住の外国人の方を対象に、
生活相談窓口を開設しています。

犯罪被害の相談

月～金10:00～16:00
（年末年始・祝日を除く）

おうみ犯罪被害者支援センター

犯罪の被害者やその周りの方からの悩
みについて、被害届当に関わらず何でも
ご相談下さい。
電話相談、面接相談、付添やカウンセリ
ングなどの直接的支援。

✉satoco3105biwako@docomo.ne.jp

県内外国人相談窓口
（（公財）滋賀県国際協会）

仕事等の悩みの相談

AA滋賀
（飲酒問題でお困りの方） http://shiganoaa.web.fc2.com/　（AA滋賀事務局）

☎０９０－３３５４－０８５０

各種自助グループの相談窓口

滋賀県断酒同友会（酒害相談）

生活等における様々な悩みの相談

手紙相談「自死の問い・
お坊さんとの往復書簡」

借金・多重債務・法律等に関する相談

無料法律相談
自己破産、個人再生、任意整理、過
払い請求に関する相談

tel:0749230999
tel:0775283732
tel:0570078339
tel:0775223238
tel:0775275545
tel:0775275576
tel:0775277360
tel:0775226648
tel:0775111402
tel:0775215421
tel:0775100770
tel:0332210888
tel:0775266027
tel:0775235646
mailto:mimitaro@s-i-a.or.jp
tel:08038367830
tel:0775258103
tel:0775218341
tel:09025993105
tel:0570079714
tel:0775212944
tel:0775212944
http://naginokai.g2.xrea.com/
tel:0748723792
tel:0748723792
https://shigadansyu.com/
mailto:info@bouzsanga.org
https://bouzsanga.org/letter/
mailto:satoco3105biwako@gmail.com
mailto:satoco3105biwako@docomo.ne.jp
http://shiganoaa.web.fc2.com/
tel:09033540850

