１２．その他
（１）法務局
（２）秋田海上保安部
（３）年金事務所
（４）全国健康保険協会秋田支部
（５）秋田県司法書士会
（６）警察の被害相談電話一覧
（７）秋田県犯罪被害者支援センター

(再掲）

（１）法務局
業務内容等
○家庭内や近隣間等様々な
困りごと、心配ごとの相談

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○電話・面接相談(無料)
【秋田地方法務局】
月～金 8:30～17:15
○人権擁護課
（土日、祝日、年末年始を除く） ・「みんなの人権１１０番」
全国共通ナビダイヤル 0570-003-110
・〒010-0951 秋田市山王七丁目1番3号
秋田合同庁舎2階
※全国共通ナビダイヤルに電話すると、最寄りの法
務局につながります。

【各支局】
○大館
・〒017-0804 大館市柄沢字狐台7番地73
○能代
・〒016-0803 能代市大町5番36号
○本荘
・〒015-0874 由利本荘市給人町17番
本荘合同庁舎
○大曲
・〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号

（２）秋田海上保安部
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○海上で発生した犯罪の捜査 ○電話・面接相談（無料）
【秋田海上保安部】
や、被害を受けた方々の保
月～金 8:30～17:15
・電話 018-845-1621（管理課）
護・支援を実施
（土日、祝日、年末年始を除く） ・〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目７番３５号
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/akita/
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（３）年金事務所
相談先・電話番号等

業務内容等
○年金受給に関する相談

○ねんきんダイヤル
０５７０－０５－１１６５

【受付時間】

○秋田年金事務所
・電話 018-865-2392
・〒010-8565
秋田市保戸野鉄砲町５番２０号

【予約受付】

･「年金ダイヤル」で
は、年金事務所で
・平日（月～金） ・平日（月～金） の相談の予約のみ
8:30～17:15
8:30～17:15 受付
・週初の開所日 ・第２土曜日 ・予約相談の希望
8:30～19:00
9:30～16:00 日の1か月前から
前日まで受付
・第２土曜日
・基礎年金番号の
9:30～16:00
わかる年金手帳や
祝日、年末年始
年金証書を準備し
を除く
てください。

○大曲年金事務所
・電話 018７-63-2296
・〒014-0027
・平日（月～金）
大仙市大曲通町６番２６号
8:30～16:00
・第２土曜日
○鷹巣年金事務所
9:30～15:00
・電話 0186-62-1490
・〒018-3312
北秋田市花園町１８番１号
○本荘年金事務所
・電話 0184-24-1111
・〒015-8505 由利本荘市表尾
崎町２１番地２
○街角の年金相談センター
・平日（月～金） ・平日（月～金）
秋田（オフィス）
8:30～17:15
8:30～16:30
・問い合わせ（電話）
018-893-6491
・〒010-8506
秋田市東通仲町4－1
秋田拠点センターアルヴェ２階
【出張相談所】
男鹿市商工会内 ３階
・問い合わせ（電話）
018-965-2379
・男鹿市船川港船川新浜町50
横手市役所本庁舎 １階
・直接会場へお越しください。
・横手市中央町８－２
湯沢商工会議所
・問い合わせ（電話）
0187-63-2298
・湯沢市柳町１－１－１３

【開催日時】
毎週木曜日
10:00～11:30
13:00～14:30

予約不要
毎週月、金曜日
9:30～12:00
13:00～15:30
毎週水曜日
（祝日を除く）
10:00～12:00
13:00～15:00

能代市役所第四庁舎
・直接会場へお越しください。
・能代市上町１－３

毎週月～木曜日
9:30～11:30
13:00～15:00
（受付）

大館市役所市民ホール
・直接会場へお越しください。
・大館市字中城２０

毎週月～木曜日
9:30～11:30
13:00～15:00
（受付）
毎週水曜日
9:30～11:30
13:00～15:00
（受付）

鹿角市役所第１・２会議室
・直接会場へお越しください。
・鹿角市花輪字荒田４－１
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要予約
018-865-2379
祝日は休み
月曜日が祝日の場
合は翌日開催、金
曜日が祝日の場合
は開催せず

要予約
0187-63-2296

自動音声案内「９
番」の後に「５番」を
選択

予約不要

予約不要

予約不要
水曜日が祝日の
場合は翌日開催

（４）全国健康保険協会(協会けんぽ）秋田支部
業務内容等

所在地・電話番号等

相談方法・日時等

○主に中小企業で働く従業員 ○電話・面接相談(無料）
【全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部】
やそのご家族が加入する健康 月～金 8:30～17:15
・電話 018-883-1800
保険の運営
（土日、祝日、年末年始を除く） ・〒010-8507 秋田市旭北錦町５番５０号
シティビル秋田２階
（主な業務）
・被保険者証の交付
・高額療養費や傷病手当金等
の現金給付
・保険診療等の現物給付
・健診費用の補助

（５）秋田県司法書士会
業務内容等
○相続等による不動産や会社
法人の登記手続きの代理、簡
易裁判所における民事事件
の訴訟代理 （140万円を超え
ない）、裁判所・検察庁・法務
局に提出する書類の作成

所在地・電話番号等

相談方法・日時等

○面談による相談、電話による 【秋田県司法書士会】
相談とも事前予約が必要（無
・電話 018-824-0187
料）
・〒010-0951 秋田市山王六丁目３番４号
○事前予約専用番号
018-824-0055
月～金 9:00～17:00
（土日、祝日、年末年始を除く）
○電話相談日・時間
月～金 13:00～15:00
※電話相談は、担当司法書士
の事務所で実施
※面談は各会場で違うため、予
約時に秋田県司法書士会に確
認
（土日、祝日、年末年始を除く）

（６）警察の被害相談電話一覧
相談先・電話番号等

業務内容
警察安全相談

警察本部県民安全相談センター

018-864-9110 または ♯9110

サイバー犯罪に関する相談

サイバー犯罪相談電話

018-865-8110

少年の悩み事相談

やまびこ相談

018-824-1212

性犯罪被害等に関する相談

性犯罪被害相談電話

0120-028-110(フリーダイヤル） または ♯8110（ハートさん）

- 40 -

（７）（公社）秋田被害者支援センター（再掲）
業務内容等

相談方法・日時等

○病院・法廷への付添い等直 ○電話相談（無料）
接的支援
月～金 10:00～16：00
○性犯罪及びストーカー行為 （土日、祝日、年末年始を除く）
の被害者に対する治療費及 ○面接（相談無料）（要予約）
び転居費用等の特別支援
○犯罪被害者給付金申請の
補助
○自助グループへの支援

所在地・電話番号等
【（公社）秋田被害者支援センター】
・専用電話 018-893-5937
・ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-62-8010
・代表電話 018-893-5935
・〒010-0922 秋田市旭北栄町１番５号
秋田社会福祉会館本館４階
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.avs.or.jp

※秋田被害者支援センターは、秋田県公安委員会指定の犯罪被害者等早期援助団体です。
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