
【福祉、医療、健康】
（令和4年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

高齢者、障害者、児童、女性の方の福祉及
び心の健康等に関する相談（福祉全般）

福祉相談センター
【相談専用】
018-831-2940

秋田市中通二丁目1-51　明徳
館ビル1階

月曜日～金曜日　8:30～19:00、土曜日・日曜
日・祝日　10:00～18:30　（年末年始を除く）

北福祉事務所 0186-52-3951
大館市十二所字平内新田237-
1

山本福祉事務所 0185-52-5105 能代市御指南町1-10

中央福祉事務所 018-855-5175 潟上市昭和乱橋字古開172-1

南福祉事務所 0182-32-3294 横手市旭川一丁目3-46

【相談専用】
0120-42-4152

【電話相談】　毎日　24時間

018-862-7311

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）
※夜間・祝日等に電話した場合、相談専用ダ
イヤル（0120-42-4152）へ転送

北児童相談所 0186-52-3956
大館市十二所字平内新田237-
1

南児童相談所 0182-32-0500 横手市旭川一丁目3-46

北福祉事務所 0186-52-3951
大館市十二所字平内新田237-
1

山本福祉事務所 0185-52-5105 能代市御指南町1-10

中央福祉事務所 018-855-5175 潟上市昭和乱橋字古開172-1

南福祉事務所 0182-32-3294 横手市旭川一丁目3-46

生活保護や生活困窮に関する相談
月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）

子育て、非行、児童虐待の疑い、心身障
害、性格上の問題、情緒不安定、いじめ等
の相談

中央児童相談所 秋田市新屋下川原町1-1

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）
※夜間・祝日等に電話した場合、中央児童相
談所の相談専用ダイヤル（0120-42-4152）へ
転送

児童や保護者、妊産婦からの幅広い相談
月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）
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【福祉、医療、健康】
（令和4年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

女性相談所

【ＤＶ緊急用】
0120-783-251
【相談専用】
018-835-9052

秋田市手形住吉町4-26
月曜日～金曜日　8:30～21:00、土曜日・日曜
日・祝日　9:00～18:00　（年末年始を除く）

北福祉事務所 0186-52-3951
大館市十二所字平内新田237-
1

山本福祉事務所 0185-55-8020 能代市御指南町1-10

中央福祉事務所 018-855-5175 潟上市昭和乱橋字古開172-1

南福祉事務所 0182-32-3294 横手市旭川一丁目3-46

ひとり親家庭の母等に対する就業等に関
する相談

ひとり親家庭就業・自立支援センター 018-896-1531
秋田市旭北栄町1-5　秋田県社
会福祉会館5階

月曜日～金曜日　8:30～17:00　（祝日・年末年
始を除く）

北福祉事務所 0186-52-3951
大館市十二所字平内新田237-
1

山本福祉事務所 0185-52-5105 能代市御指南町1-10

中央福祉事務所 018-855-5175 潟上市昭和乱橋字古開172-1

南福祉事務所 0182-32-3294 横手市旭川一丁目3-46

高齢者やその家族等の抱える心配事、悩
み事等に関する相談

秋田県高齢者総合相談・生活支援セ
ンター

018-824-4165
秋田市旭北栄町1-5  秋田県社
会福祉会館1階

月曜日～金曜日　9:00～17:00　（祝日・年末年
始を除く）

配偶者等からの暴力等に関する相談

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）

ひとり親の生活等に関する相談
月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）
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【福祉、医療、健康】
（令和4年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

秋田県認知症疾患医療センター【大
館市】（大館市立総合病院）

0186-42-5370 大館市豊町3番1号
月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始除く）

秋田県認知症疾患医療センター【北
秋田市】（たかのす今村クリニック）

0186-62-5655 北秋田市栄字中綱89-5

月曜日・金曜日　9:00～12:00 、13:30～17:00、
火曜日・水曜日・土曜日　9:00～12:00、木曜日　
15:00～17:00（第４週のみ10:00～12:00)　（祝
日・年末年始を除く）

秋田県認知症疾患医療センター【能
代市】（能代厚生医療センター）

0185-52-3111 能代市落合字上前田地内
月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）　

秋田県認知症疾患医療センター【秋
田市】（市立秋田総合病院）

018-866-7123 秋田市川元松丘町4-30
月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）　

秋田県認知症疾患医療センター【秋
田市】（秋田緑ヶ丘病院）

018-845-2228 秋田市飯島字堀川84
月曜日～金曜日　9:00～17:00　（祝日・年末年
始除く）　

秋田県認知症疾患医療センター【由
利本荘市】（菅原病院）

0184-22-1604 由利本荘市石脇字田尻33
月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）　

秋田県認知症疾患医療センター【大
仙市】（県立リハビリテーション・精神
医療センター）

018-892-3751
大仙市協和上淀川字五百刈田
352

月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）　

秋田県認知症疾患医療センター【横
手市】（橫手興生病院）

0182-32-2078 横手市根岸町8-21
月曜日～金曜日　9:00～16:30　（祝日・年末年
始を除く）

秋田県認知症疾患医療センター【湯
沢市】（菅医院）

0183-52-2000 湯沢市小野字東堺77-1
月曜日～金曜日　8:30～12:00、13:30～17:00、
土曜日　8:30～12:00　（祝日・年末年始を除く）

若年性認知症に関する相談
秋田県若年性認知症支援コーディ
ネーター【大仙市】（県立リハビリテー
ション・精神医療センター）

018-892-3751
大仙市協和上淀川字五百刈田
352

月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）　

認知症の鑑別診断、専門医療等に関する
相談
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【福祉、医療、健康】
（令和4年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

障害者１１０番
018-863-1290
（ファックス番号　018-
863-1296）

秋田市旭北栄町1-5　秋田県心
身障害者総合福祉センター1階

月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）

健康福祉部障害福祉課
018-860-1331
（ファックス番号　018-
860-3866）

秋田市山王四丁目1-1　県庁2
階

北秋田地域振興局大館福祉環境部
企画福祉課

0186-52-3955
（ファックス番号　0186-
52-3911）

大館市十二所字平内新田237-
1

北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環
境部企画福祉課

0186-62-1165
（ファックス番号　0186-
62-1180）

北秋田市鷹巣字東中岱76-1

山本地域振興局福祉環境部企画福
祉課

0185-55-8023
（ファックス番号　0185-
53-4114）

能代市御指南町1-10

秋田地域振興局福祉環境部企画福
祉課

018-855-5171
（ファックス番号　018-
855-5160）

潟上市昭和乱橋字古開172-1

由利地域振興局福祉環境部企画福
祉課

0184-22-4120
（ファックス番号　0184-
22-6291）

由利本荘市水林408

仙北地域振興局福祉環境部企画福
祉課

0187-63-3403
（ファックス番号　0187-
62-5288）

大仙市大曲上栄町13-62

平鹿地域振興局福祉環境部企画福
祉課

0182-45-6137
（ファックス番号　0182-
32-3389）

横手市旭川一丁目3-46

雄勝地域振興局福祉環境部企画福
祉課

0183-73-6155
（ファックス番号　0183-
73-6156）

湯沢市千石町二丁目1-10

福祉相談センター
018-831-2301
（ファックス番号　018-
831-2306）

秋田市中通二丁目1-51　明徳
館ビル1階

精神保健福祉センター 018-831-3946
秋田市中通二丁目1-51　明徳
館ビル1階

障害を理由とする差別に関する相談

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）
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【福祉、医療、健康】
（令和4年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

発達障害に関する相談
秋田県発達障害者支援センター　ふ
きのとう秋田

018-826-8030
秋田市南ヶ丘一丁目1番2号　県
立医療療育センター内

月曜日～金曜日　9:00～17:00　（祝日・年末年
始を除く）

高次脳機能障害に関する相談
秋田県高次脳機能障害相談・支援セ
ンター

018-892-3751
大仙市協和上淀川字五百刈田
352　県立リハビリテーション・精
神医療センター内

月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）

障害者虐待に関する相談 障害者権利擁護センター
018-860-1331
（ファックス番号 018-
860-3866）

秋田市山王四丁目1-1  県庁2
階　健康福祉部障害福祉課内

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）

【電話相談】
018-831-3939

-
月曜日～金曜日　9:00～16:00、土曜日・日曜
日・祝日　10:00～16:00　（年末年始を除く）

【来所相談予約】
018-831-3946

秋田市中通二丁目1-51  明徳
館ビル1階

＜予約制＞月曜日～金曜日　9:00～16:00　
（祝日・年末年始を除く）

精神保健福祉センター 018-831-3946
秋田市中通二丁目1-51　明徳
館ビル1階

北秋田地域振興局大館福祉環境部
企画福祉課（大館保健所）

0186-52-3955
（ファックス番号　0186-
52-3911）

大館市十二所字平内新田237-
1

北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環
境部企画福祉課（北秋田保健所）

0186-62-1165
（ファックス番号　0186-
62-1180）

北秋田市鷹巣字東中岱76-1

山本地域振興局福祉環境部企画福
祉課（能代保健所）

0185-55-8023
（ファックス番号　0185-
53-4114）

能代市御指南町1-10

秋田地域振興局福祉環境部企画福
祉課（秋田中央保健所）

018-855-5171
（ファックス番号　018-
855-5160）

潟上市昭和乱橋字古開172-1

由利地域振興局福祉環境部企画福
祉課（由利本荘保健所）

0184-22-4120
（ファックス番号　0184-
22-6291）

由利本荘市水林408

仙北地域振興局福祉環境部企画福
祉課（大仙保健所）

0187-63-3403
（ファックス番号　0187-
62-5288）

大仙市大曲上栄町13-62

平鹿地域振興局福祉環境部企画福
祉課（横手保健所）

0182-45-6137
（ファックス番号　0182-
32-3389）

横手市旭川一丁目3-46

雄勝地域振興局福祉環境部企画福
祉課（湯沢保健所）

0183-73-6155
（ファックス番号　0183-
73-6156）

湯沢市千石町二丁目1-10

精神保健福祉（心の健康）に関する相談 精神保健福祉センター

依存症に関する相談
月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）
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【福祉、医療、健康】
（令和4年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

精神科救急に関する相談 秋田県精神科救急情報センター 018-892-3780 -
月曜日～金曜日　17:00～22:00、土曜日・日曜
日・祝日・年末年始　9:00～22:00

ひきこもりに関する相談
ひきこもり相談支援センター（精神保
健福祉センター）

018-831-2525
秋田市中通二丁目1番51号　明
徳館ビル1階

月曜日～金曜日　10:00～16:00　（祝日・年末
年始を除く）

聴覚障害に関する相談 秋田県聴覚障害者支援センター
018-874-8113
（ファックス番号 018-
862-1820）

秋田市旭北栄町1-5　秋田県社
会福祉会館5階

月曜日～金曜日　8:30～17:00、第2・第4を除く
土曜日　8:30～12:00　（祝日・年末年始を除く）

障害者の権利擁護に関する相談 秋田県障害者社会参加推進センター
018-863-1290
（ファックス番号  018-
863-1296）

秋田市旭北栄町1-5　秋田県社
会福祉会館1階

月曜日～金曜日　9:00～16:00　（祝日・年末年
始を除く）

旧優生保護法に基づく優生手術等を受け
た方に対する一時金の支給、個人情報の
開示請求等に関する相談

旧優生保護法一時金受付・相談窓口 018-860-1431
秋田市山王4-1-1　県庁2階　健
康福祉部保健・疾病対策課内

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）

死にたい気持ちのある方、自死遺族の方
の相談

あきたいのちのケアセンター 0120-735-256 －
月曜日～金曜日　9:00～16:00、土曜日・日曜
日・祝日　10:00～16:00　（年末年始を除く）

【電話相談】
018-884-6234

－
金曜日　12:00～14:00　（祝日・年末年始を除
く）

【面接相談予約】
018-884-6666

秋田市広面字蓮沼44-2　秋田
大学医学部附属病院産科婦人
科外来内

＜予約制＞
【予約受付】月曜日～金曜日　9:00～17:00
【不妊・不育に関する検査、治療、費用等に関
する相談】月曜日・金曜日　14:00～16:00
【心理的な相談】第1・第3水曜日　14:00～
16:00
（いずれも祝日・年末年始を除く）

難病に関する療養生活、就労、患者会、医
療、介護サービスなどの相談

難病相談支援センター 018-866-7754
秋田市旭北栄町1-5　秋田県社
会福祉会館3階

月曜日～金曜日　9:30～16:30　（祝日・年末年
始を除く）

肝疾患相談・支援センター（秋田大学
医学部附属病院）

018-884-6297 秋田市広面字蓮沼44-2

不妊・不育に関する悩みの相談（不妊・不
育に関する検査・治療・費用等、心理的な
相談）

こころとからだの相談室（不妊専門相
談センター）

肝疾患に関する相談
月曜日～金曜日　8:30～16:30　（祝日・年末年
始を除く）
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【福祉、医療、健康】
（令和4年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

北秋田地域振興局大館福祉環境部
健康・予防課（大館保健所）

0186-52-3952
大館市十二所字平内新田237-
1

北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環
境部健康・予防課（北秋田保健所）

0186-62-1166 北秋田市鷹巣字東中岱76-1

山本地域振興局福祉環境部健康・予
防課（能代保健所）

0185-52-4333 能代市御指南町1-10

秋田地域振興局福祉環境部健康・予
防課（秋田中央保健所）

018-855-5170 潟上市昭和乱橋字古開172-1

由利地域振興局福祉環境部健康・予
防課（由利本荘保健所）

0184-22-4122 由利本荘市水林408

仙北地域振興局福祉環境部健康・予
防課（大仙保健所）

0187-63-3404 大仙市大曲上栄町13-62

平鹿地域振興局福祉環境部健康・予
防課（横手保健所）

0182-32-4006 横手市旭川一丁目3-46

雄勝地域振興局福祉環境部健康・予
防課（湯沢保健所）

0183-73-3524 湯沢市千石町二丁目1-10

女性の健康に関する相談（思いがけない妊
娠、婦人科疾患、更年期障害など女性特
有の心身にわたる悩みへの相談）

女性健康支援センター 080-8607-2128 －
月曜日～金曜日　15:00～18:00（祝日・年末年
始を除く）

歯と口腔の健康に関する相談 口腔保健支援センター 018-860-1426
秋田市山王四丁目1-1　県庁2
階　健康福祉部健康づくり推進
課内

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）

受動喫煙対策に関する相談 健康福祉部健康づくり推進課 018-860-1429
秋田市山王四丁目1-1　県庁2
階

月曜日～金曜日　9：00～17:00　（祝日・年末
年始を除く）

医療に関する相談 秋田県医療安全支援センター 018-860-1414
秋田市山王四丁目1-1　県庁2
階　健康福祉部医務薬事課内

月曜日～金曜日　9:00～12:00、13:00～17:00　
（祝日・年末年始を除く）

勤務環境の改善に取り組む医療機関から
の労務管理や医業経営に関する相談

秋田県医療勤務環境改善支援セン
ター 

018-860-1403
秋田市山王四丁目1-1　県庁2
階　健康福祉部医務薬事課内

月曜日～金曜日　9:00～17:00　（祝日・年末年
始を除く）

夜間におけるお子さんの病気への対応方
法や応急処置等に関する相談（医療行為と
なる診断や治療は行っていない。）

こども救急電話相談室
#8000（プッシュ回線の
固定電話・携帯電話
用）、018-895-9900

－ 毎日　19:00～翌8:00

体や心の健康、母と子の健康、不妊・不
育、エイズ・性感染症、難病、ウイルス性肝
炎、原爆被爆者、骨髄バンク等に関する相
談

月曜日～金曜日　8:30～17:15　（祝日・年末年
始を除く）
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