
和歌山県精神保健福祉センター調べ

相談窓口一覧 * 相談内容によっては、より専門的な相談機関をご紹介することがあります。

分野別 主な相談内容 相談窓口 電話番号・ファックス・メール 開設時間

令和５年５月８日現在

　　ひとりで抱え込まず相談してください
* フリーダイヤル電話以外の電話代、ファックス代などの通信代は相談者負担です。

* 英語で相談できるところがあります。各相談窓口にお問い合わせください。

68 和歌山市役所生活支援第２課 電話　     073-435-1026
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
（祝日、年末年始を除く）

69 海南市社会福祉協議会 電話　     073-494-4005
月曜日から金曜日
午前8時:30分から午後5時15分
（祝日、年末年始を除く）

70
橋本市役所福祉課
（橋本市保健福祉センター内）

電話　     0736-33-3708
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
（祝日、年末年始を除く）

71 有田市役所福祉相談室 電話　     0737-83-1111
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
（祝日、年末年始を除く）

72 御坊市役所社会福祉課 電話　     0738-23-5508
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
（祝日、年末年始を除く）

73
田辺市生活相談センター
（田辺市民総合センター内）

電話　      0739-33-7641
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時
（祝日、年末年始を除く）

74 新宮市役所福祉課 電話       　0735-23-3340
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
（祝日、年末年始を除く）

75 紀の川市社会福祉協議会 電話　      0736-66－1211
月曜日から金曜日
午前8時45分から午後5時30分
（祝日、年末年始を除く）

76 岩出市役所生活支援課 電話　      0736-62-2141
月曜日から金曜日
午前8時45分から午後5時30分
（祝日、年末年始を除く）

77
海草振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　　073-482-5511

78
伊都振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　　0736-42-0491

79
有田振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　　0737-64-1291

80
日高振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　　0738-22-3481

81
西牟婁振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　　　0739-26-7931

82
東牟婁振興局健康福祉部
総務福祉課

電話　　　　　0735-21-9610

83
東牟婁振興局健康福祉部串本支所

地域福祉課
電話　　　　0735-72-0525

84
働く人の「こころ」と「からだ」の健康に関す
る相談

和歌山産業保健総合支援センター 電話　　　　073-421-8990
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分　要予約
（祝日、年末年始を除く）

85 和歌山県労働情報センター 電話　　　　073-436-0735

火曜日から金曜日
午後4時から午後8時
土曜日、日曜日午前10時から午後4時
（祝日、年末年始を除く）

86

司法書士総合相談センター
(和歌山県司法書士会）
※但し、法律相談につき、金140
万までの民事事件のみ）

電話　　　　　073-422-4272
電話　　　　　073-422-0568

月曜日から金曜日電話相談
午前10時から午後3時
　（祝日、年末年始を除く）

87
金融サービス全般の質問・相談・情報提
供等

近畿財務局
きんざい金融ホットライン

電話　        06-6949-6259
月曜日から金曜日
午前 9時から12時　午後1時から5時
（祝日、年末年始を除く）

88 借金に関する相談（電話・面談）
近畿財務局
多重債務相談窓口

電話　        06-6949-6523
月曜日から金曜日
午前 9時から12時　午後1時から5時
（祝日、年末年始を除く）

89
労働問題（労働者側）に関する法律相談
（面接相談）

和歌山弁護士会夜間無料法
律相談
http://www.wakaben.or.jp/c
onsul/debt.html

電話　　　　073-422-5005
金曜日
午後6時から午後8時（要予約）
（祝日、年末年始を除く）

90
障害のある方の就職・職場復帰
障害者の雇用に関する相談

和歌山障害者職業センター
https://www.jeed.go.jp/location
/chiiki/wakayama/

電話　　　　　073-472-3233
月曜日から金曜日　午前8時45分から午後5
時
（祝日、年末年始を除く）

91 電話　サポステわかやま 073-427-3500

92 電話　サポステきのかわ　0736-33-2900

93 電話　南紀サポステ         0739-25-2111

94
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳

https://kokoro.mhlw.go.jp
SNS相談、電話相談、メール相談
働く人のこころの健康に関する情報提供

各相談窓口の開設時間

95
経
営
相

談 中小企業の経営に関する相談
各商工会
各商工会議所

各商工会、商工会議所へお問い合わ
せください

和歌山県ホームページ参照
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gy
oumu/syoukoukai/syoukoukai.html

仕
事
・
職
場

月曜日から金曜日
午前9時から午後5時
（祝日、年末年始を除く）

生
　
活
　
困
　
窮

若者（15～49歳）の働いていく自信がな
い、コミュニケーションが苦手などの相談

地域若者サポートステーション
（愛称：サポステ）

月曜日から金曜日
午前10時から午後６時
（祝日、お盆、年末年始を除く）

生活困窮に関わる様々な相談
（収入が不安定で生活に困っている、ハ
ローワークで仕事を探しているがうまくい
かない、仕事を辞めたので家賃が払えな
い、病気になってしまい働くことができず治
療や入院などこれからの生活が心配と
いった様々な困りごと）

労働に関する相談
（解雇、賃金引下げ等の労働条件のほ
か、採用やいじめ・嫌がらせなど労働問題
全般についての相談）
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96
一般的な年金相談
窓口相談の予約など

ねんきんダイヤル
（日本年金機構）

電話     　0570-05-1165
（ナビダイヤル）
電話　（東京）03-6700-1165
（050で始まる電話でかける場合）

月曜日　午前８時30分から午後７時
火曜日から金曜日
午前８時３０分から午後5時15分
第２土曜日　午前 ９時３０分から午後4時
（祝日、年末年始を除く）

97

「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」、
「ねんきん特別便」及び「厚生年金加入記
録のお知らせ」に関するお問い合わせダ
イヤル

ねんきん定期便・ねんきんネット等
専用ダイヤル
（日本年金機構）

電話    　0570-058-555
（ナビダイヤル）

電話　（東京）03-6700-1144
（050で始まる電話でかける場合）

月　　　　８：３０～１９：００
火～金　８：３０～１７：１５
第２土　 ９：３０～１６：００
（祝日、年末年始を除く）

98
和歌山県社会福祉協議会
https://www.wakayamakenshak
yo.or.jp/

電話　　　 073-435-5223
月曜日から金曜日
午前9時から午後5時45分
（祝日、年末年始を除く）

99 各市町村社会福祉協議会

各市町村社会福祉協議会
※和歌山県社会福祉協議会のホー
ムページから確認できます。
（https://www.wakayamakenshakyo.o
r.jp/）

各相談窓口の開設時間

100 和歌山県消費生活センター 電話　　　　　073-433-1551

月曜日から金曜日
午前9時から午後5時
土曜日、日曜日
午前10時から午後4時
 （祝日、年末年始を除く）

101 和歌山県消費生活センター紀南支所 電話　　　　0739-24-0999
月曜日から金曜日
午前 9時から午後5時
（祝日、年末年始を除く）

102
和歌山弁護士会法律相談セン
ター
http://www.wakaben.or.jp/cons

電話　       073-422-5005
[電話予約制]
受付　平日午前9時から午後5時
（正午から午後1時は除く）

103

司法書士総合相談センター
(和歌山県司法書士会）
※但し、法律相談につき、金140
万までの民事事件のみ

電話　        073-422-4272
電話　        073-422-0568

月曜日から金曜日電話相談
午前10時から午後3時
　（祝日、年末年始を除く）

104 借金に関する法律相談（面接相談）

和歌山弁護士会夜間無料法
律相談
http://www.wakaben.or.jp/c
onsul/debt.html

電話　     073-422-5005
金曜日
午後6時から午後8時（要予約）
（祝日、年末年始を除く）

105
月曜日から金曜日
午前9時から午後5時45分

106 夜間及び土曜日、日曜日、祝日は当直で対応

107

和歌山弁護士会法律相談セン
ター
http://www.wakaben.or.jp/cons
ul/index.html

電話　      073-422-5005
[電話予約制]
受付　平日午前9時から午後5時
（正午から午前1時は除く）

108

司法書士総合相談センター
(和歌山県司法書士会）
※但し、法律相談につき、金140
万までの民事事件のみ）

電話　         073-422-4272
電話　         073-422-0568

月曜日から金曜日電話相談
午前10時から午後3時
（祝日、年末年始を除く）

109

110

111 電話　0570-078374
(全国共通ナビダイヤル)

法テラス・サポートダイヤル
月曜日から金曜日　午前9時から午後9時
土曜日　午前9時から午後5時
（祝日、年末年始を除く）

112

和歌山弁護士会法律相談セン
ター
http://www.wakaben.or.jp/cons
ul/index.html

電話　      073-422-5005
[電話予約制]
受付　平日午前９時から午後５時
（正午から午後1時は除く）

113

司法書士総合相談センター
(和歌山県司法書士会）
※但し、法律相談につき、金140
万までの民事事件のみ）

電話　         073-422-4272
電話　         073-422-0568

月曜日から金曜日電話相談
午前10時から午後3時
（祝日、年末年始を除く）

電話　       073-423-4194

契約トラブルなど消費生活に関する相談

悪質商法に関する相談

法テラス
（日本司法支援センター）

法
　
律
　
相
　
談

法的トラブルに関する総合案内、情報提
供のほか、経済的にお困りの方への無料
法律相談や裁判費用等の立替制度につ
いてのご案内

和歌山県警察本部広報県民課

経
　
済
　
問
　
題

生活福祉資金貸付に関する相談
（生活困窮、緊急小口資金、福祉費、教育
支援資金、不動産担保型生活資金などの
相談）

法テラス和歌山
月曜日から金曜日
午前9時から午後5時
（祝日、年末年始を除く）

年
金

電話        　050-3383-5457
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