






秋田いのちの電話 蜘 蛛 の 糸

ＴＥＬ０１８-８６５-４３４３
　いのちの電話は、死にたいつ
らさやちょっとした悩みまでい
ろんな気持ちを受けとめます。
身近な人に心配をかけたくない
ので言えないこともあると思い
ます。「どんな悩みでも聴いてく
れる所がある」ということを覚え
て下さい。「まず話そう、きっと
希望にあえるから」

ＴＥＬ０９０-９０３２-９１９７
　倒産は経営者の人生にとって最大の挫
折です。誰でも落ちこんだり、死の衝動
にかられます。しかし、ちょっと思いと
どまって下さい。あなたの周りには妻や
子供達があなたが元気に回復するのを待
っています。悩んでいる時、一度ご相談
においで下さい。体験者がマンツーマン
でじっくりお話しをお聞きいたします。
一緒に生きる勇気を捜してゆきませんか!!

高齢者総合相談センター

ＴＥＬ０１８-８２９-４１６５
（シルバー110番）

　高齢者やそのご家族へ。一
人で考え込まずに、お話をし
てみませんか。あなたのため
にお手伝いできることはない
でしょうか。医師や弁護士な
どの専門相談もあります。ま
ず、ご相談下さい。

く 　 も
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心の悩み

倒　産

金融・経営

消費生活

高齢者

女　性

青少年・
子ども

秋田いのちの電話（様々な悩み相談）

銀行よろず相談所（銀行に関する様々な相談、要望）

秋田県貸金業協会（貸付禁止依頼の受付）

各商工会議所・秋田県商工会議所連合会（経営の相談）

各商工会・秋田県商工会連合会（経営の相談）

あきた企業活性化センター（起業、経営革新等の相談）

秋田県生活センター（商品・サービス等の苦情相談）

秋田労働局雇用均等室（女性労働者の雇用環境に関する相談）

秋田県中央男女共同参画センター（女性の悩み相談）

配偶者暴力相談支援センター（ＤＶ等の相談）

レディース110番（性犯罪相談）

レディース相談所（鉄道警察隊内）

レディース相談交番（城東交番内）

やまびこ電話（少年少女・保護者の相談）

家庭児童相談室（児童の家庭問題相談）

すこやか電話（学校教育問題の相談）

スギの子e-ｍａｉｌ・電話相談（家庭教育・子育ての相談）

秋田県中央児童相談所

子ども・家庭110番

高齢者総合相談センター シルバー110番（高齢者の悩み相談）

女性の人権ホットライン（女性の人権相談）

女性ダイヤル相談（女性相談所）

蜘蛛の糸（倒産中小企業主の相談）

018-865-4343

018-863-9181

018-863-1732

018-860-5610

018-835-0999

018-829-4165

018-862-6503

018-862-6684

0120-783-251
018-835-9052

0120-028-110
018-863-9325

0120-42-4152
018-824-4152

0120-37-7804
018-873-7206
018-823-0303
syogaiak＠gaea.ocn.ne.jp

018-836-7846

018-833-0950

018-831-2001

018-862-7311

018-824-1212

各保健所

018-866-6677
各商工会議所：お問い合わせ下さい

女性相談所・秋田県中央男女共同参画センター・各地域振興局に
お問い合わせ下さい

連合会

018-863-8495
各商工会：お問い合わせ下さい
連合会

090-9032-9197
018-832-8825

12:00～21:00
月～土

9：00～20：00
金・土（祝日を除く）
9：00～12：00
13:00～17:00

9：00～17：00
月～金（祝日を除く）

9：00～17：00
火～日

9：00～17：00
月～金（祝日を除く）

9：00～17：00
月～土（祝日を除く）

9：00～17：00
月～金（祝日を除く）

9：00～16：00
月～金（祝日を除く）

9：30～15：30
火～金（祝日を除く）

２４時間　毎日

２４時間　毎日

２４時間　毎日

8：30～17：00
月～金（祝日を除く）
9：00～17：00
月～金（祝日を除く）

8：30～17：00
月～金（祝日を除く）

平日8：30～21：00
土日祝9：00～18：00

平日10：00～20：00
休日10：00～19：00

１６：００～１９：００
毎月１０日,２０日,３０日

8：30～17：00
月～金（祝日を除く）

8：30～17：00
月～金（祝日を除く）

9：00～16：00
月～金（祝日を除く）

（女性の被害等相談）

（１８歳未満児童の
　育児・非行・いじめ等相談）
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8 一般健康
精神保健

職場に
おける
心の健康
づくり

9

10 障害者

11 ひとり親

13 薬物乱用

14 交通事故

15 人権問題

18 医療機関

17 法　律

16 その他
様々な困り
ごと・悩み

12 犯罪・暴力
・迷惑行為
など
生活安全の
困りごと

8：30～17：00
月～金（祝日を除く）

018-892-3773
018-892-3939

018-836-7804
018-836-7805

018-824-0055
0186-63-2334

9：00～16：00
月～金（祝日を除く）

9：00～18：00
月～金（祝日を除く）
9：00～16：00
月～金（祝日を除く）
9：30～16：30
月～金（祝日を除く）

10：00～16：00
月～金（祝日を除く）

8：30～17：00
月～金（祝日を除く）

9：00～17：00
月～金（祝日を除く）
8：30～17：00
月～金（祝日を除く）

8：30～17：00
月～金（祝日を除く）
8：30～17：00
月～金（祝日を除く）

9：00～17：00
月～金（祝日を除く）
9：00～17：00
月～金（祝日を除く）

9：00～15：45
月～金（祝日を除く）

9：00～17：00
月～金（祝日を除く）
19：00～21：00
水、休日

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

平日8：30～19：00
土日祝10：00～18：30

２４時間　毎日

２４時間　毎日

２４時間　毎日

２４時間　毎日

大館保健所

北秋田保健所

能代保健所

秋田中央保健所

由利本荘保健所

大仙保健所

秋田市

大館

能代山本

本荘市由利郡

大曲仙北

横手市・平鹿郡・湯沢市・雄勝郡

横手保健所

湯沢保健所

秋田市保健所

精神保健福祉センター（心の問題、精神保健全般）

総合雇用支援センター（再就職・生活支援等相談）

県民安全相談センター

住民安全相談所

障害者110番（障害者・家族の様々な悩み相談）

秋田県難病相談支援センター（難病に関する相談）

秋田被害者支援センター（犯罪・事故の被害相談）

覚せい剤等薬物・サラ金・悪質商法110番

暴力団壊滅秋田県民会議

秋田県交通事故相談所

人権・いじめホットライン（人権問題全般の相談）

家出人の保護相談（家出人の捜査・保護相談）

暴力追放110番（暴力行為等の被害相談）

薬物相談窓口（覚せい剤等の相談）

秋田県社会福祉協議会（福祉の相談）

市町村社会福祉協議会（様々な困り事相談）

秋田弁護士会法律相談センター（各種法律問題全般）

秋田県司法書士 総合相談センター

秋田県ひとり親家庭就業
・自立支援センター

秋田産業保健推進センター（産業保健関係者の相談）

地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

秋田県福祉相談センター

0186-52-3955

0186-62-1165

0185-52-4331

018-855-5170

0184-22-4120

0187-63-3403

0182-32-4005

0183-73-6155

018-883-1180

018-831-2940

018-884-7771

0120-67-2306

0186-43-4511

0185-58-5656

0184-22-6660

0187-62-2205

0183-79-6681

018-863-1290

018-896-1531

018-866-7754

018-864-9110

（心と体に関する一般健康相談
　／医師による専門相談）

（職場における
　心の健康づくり
　の相談）

（ひとり親家庭の生活相談と
　就業相談等）

（警察への困り事相談）

（福祉・心の健康に関する様々な相談・
　高齢者、障害者、児童、女性など）

0120-49-8609
support@fresh-akita.or.jp

各警察署

018-832-8010

018-823-0110

018-862-0110

0120-893-184

018-860-1407

018-862-6533

018-864-2711

各市町村社会福祉協議会
018-896-5599
予約受付

各警察署

精神医療面の相談・治療は、医療機関を紹介できますので、「上記各相談窓口」にお問い合わせ下さい。

（簡易裁判所で扱う
　法律問題の相談など）


