
メンタル相談・デイケア
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

千葉県精神保健
福祉センターの

電話相談

こころの健康に関すること
で悩んでいる人や、ご家族
の方を対象に電話による相
談を実施しています。

千葉県精神保健福祉
センター

月～金　（祝日・年末
年始を除く）
9:00～18:30

043-263-3893

立ち寄り処
ちば心のキャッチ

利用しやすいこころの相談
室。個別のカウンセリング
による心のケア。心の悩
み、不安などを相談できる。

千葉県臨床心理士会
（千葉県からの委託）
船橋ＦＡＣEビル5階
船橋駅前総合窓口相
談室

予約不要
①原則毎週水曜日
17:00～20:00
②月1回日曜日・
祝日の水曜日
14:00～17:00

水曜日
15:00～20:00
080-2051-0658
メール：
kigaru.soudan@
gmail.com

千葉無料
カウンセリング

どなたでもどんなことでもお
気軽に。その悩み、不安
感、つらさ・・・話してみた
ら、ラクになるかもしれませ
ん。

日本産業カウンセラー
協会　東関東支部
千葉市中央区新町18-
12　第８東ビル501号

要予約
各月1回。日曜日。
10:00～17:00

要予約
043－243-3737

千葉いのちの電話
電話相談

電話相談は24時間
ボランティアによる心の相
談

社会福祉法人
千葉いのちの電話事
務局

365日　24時間 043-227-3900

千葉いのちの電話
対面相談

生きがいを見いだせない・
職場・地域・子育てなど心
の想いや悩みを相談

社会福祉法人
千葉いのちの電話事
務局
千葉市中央区本町3-
1-16CIDビル

予約制
月曜日～土曜日（祝祭
日を除く）
11:00～17:00

要予約
043-222-4416

千葉県看護協会
心の総合相談窓口
（電話・メール相談）

健康問題やメンタルヘル
ス、職場・家庭での人間関
係、仕事上での悩みや不安
等の相談

(社)千葉県看護協会
月・水・金曜日
13:00～16:00

043-245-1771
soudan@cna.or.jp
（メールは24時
間）

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

福祉サービスの
利用相談

各種相談窓口

・福祉サービスに対する苦
情について（運営適正化委
員会）・福祉資金の貸付に
ついて・日常生活自立支援
事業（後見支援センター「す
まいる」）について等

社会福祉法人
千葉県社会福祉協議
会

043-245-1101
　　　　　　(代）

自助グループ
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

わかちあいの会
　ひだまり

大切な家族や愛する人を自
死によって亡くされ遺された
方の自助グループ

①千葉いのちの電話
千葉市中央区本町3-
1-　　16CIDビル
②ウェルネス柏

①第３土曜　13:30～
②奇数月第2日曜
13:30～

千葉いのちの電
話事務局
043-222-4416
月～金（祝祭日休
み）10:00～17:00

NPO法人自殺防止
ネットワーク風

費用無料
電話、対面による相談

NPO法人自殺防止
ネットワーク風

年中無休
長寿院

（成田市）
0476-96-2204

一般社団法人
社会的包摂

サポートセンター

通話料無料
全国どこからでもかけられ
る。被災地を優先。外国語
での相談も対応

一般社団法人
社会的包摂サポート
センター

24時間。音声ガイダン
スが流れたら⑤死にた
いくらい辛い気持ちを
聞いてほしいを選択す
ると相談員につなが
る。

よりそい
ホットライン

0120-279-338

千葉県内
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借金、多重債務
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

多重債務問題
多重債務問題に関する電
話相談

財務省関東財務局千葉
財務事務所

平日
8:30～12:00
13:00～16:30

043-251-7830

貸金業者の登録確認、苦情・
相談

千葉県庁生活安全課
平日
9:00～12:00
13:00～17:00

043-223-2795

営業所等が2つの都道府県
に所在する財務局長登録
業者に関する苦情相談

財務省関東財務局千葉
財務事務所

平日
8:30～12:00
13:00～17:00

043-251-7214

ヤミ金融被害届、
不当な取り立て等の

相談

・無登録業者、出資法違反
の高金利、脅迫等の違法
行為
・ヤミ金融の相談、取締り

千葉県警察本部
｢相談サポートコーナー」

平日8:30～17:15
043-227-9110
短縮：#9110

クレジット・サラ金
無料相談

借金問題の研修などを経
た、借金問題に精通した専
門家である弁護士相談が
無料で受けられる（2回目以
降の相談は有料）

千葉県弁護士会
担当弁護士の事務所

要予約
平日
10:00～11:30
13:30～16:00

予約受付電話
043-227-8581

千葉司法書士会によ
る無料法律相談

多重債務・クレジット悪質商
法、少額裁判等に関する無
料相談
（司法書士に依頼することも
可能。この場合、費用が必
要）

千葉県司法書士会

月・水　14：00～17：00
土　10：00～12：00
13：00～15：00
（祝祭日、年末年始、
夏季休業は休み）

0120-971-438

無料法律相談

相続、離婚、損害賠償など
民事上のトラブルについ
て、千葉県弁護士会の弁護
士が無料で相談に応じる。

県庁本庁舎2階相談室
要電話予約
月2回（木）

予約電話
043-223-2249・

2250

法テラス千葉
離婚、相続、損害賠償、金
銭トラブル、クレジット、サラ
金などの相談

法テラス千葉
平日10:00～12:00
13:00～15:30

050-3383-5381
（予約）

千葉県内

貸金業に係る
苦情・相談
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子育て・子ども・若者
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

ママ・パパラインちば

ママ・パパたちのブルーな
気持ちや悩み、とまどいや
不安、なんでもお聴きする
専用電話です。

NPO法人子ども劇場千
葉県センター

毎週金曜日
10:00～16:00

043-204-9390

チャイルドライン千葉

きみたちが困っているとき
はなしがしたいとき　いつで
もはなしができるでんわ　18
才までならだれでもかけて
いいでんわ
※祝日、年末年始はお休み

NPO法人子ども劇場千
葉県センター

チャイルドライン：
毎週月～土曜日
16:00～21:00

0120-99-7777

教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

千葉県子どもと親の
サポートセンター

いじめや不登校、発達障害
など、電話・来所・メール・
FAXで県内全域からの相談
を受け付けています。

電話相談
月～金8:30～17:15

来所相談（要予約）
月～金9:00～17:00

0120-415-446
Ｆａｘ：
043-207-6041
メール
saposoudan@chi
ba-c.ed.jp

千葉県総合教育
センター

特別支援教育部

学校生活や家庭生活、発
達、その他の心配事につい
て、特別な教育的支援の必
要なお子さんについて教育
相談を実施

来所相談（要予約）
9:00～17:00

電話相談
9:00～17:00

043-207-6025

警察署
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

千葉県警察本部
相談サポート

コーナー

犯罪被害、交通、防犯、悪
質商法、薬物に関する相
談、過激派に関する相談等

千葉県県警本部
月～金曜日（祝日、振
り替え休日を除く）
8:30～17:15

043-227-9110
♯9110

千葉県内

千葉市稲毛区小仲台5-
10-2
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産業（働く人のための相談）
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

産業カウンセラーによ
る無料カウンセリング

仕事や職場の人間関係、
家族、体調など、一人で抱
え込んでいる気持を、産業
カウンセラーが寄り添いな
がら一緒に考えるカウンセ
リング

日本産業カウンセラー
協会　東関東支部
千葉市中央区新町18-
12　第８東ビル501号

要予約
各月1回。日曜日。
10:00～17:00

要予約
043－243-3737

メンタルヘルス
対策支援

メンタルヘルス対策全般に
対する相談
・メンタルヘルス不調の予
防
・職場復帰支援
メンタルヘルスの専門家に
よる個別事業場訪問(メンタ
ルヘルス対策の相談・アド
バイス）

千葉産業保健総合支援
センター内
千葉市中央区中央3-3-
8
オーク千葉中央ビル８階

月～金曜日
（祝祭日除く）
8:30～17:15

043-202-3640
Ｆａｘ：
　043-202-3640
メール：
mental-
sien@chiba-
sanpo.jp

産業保健相談
事業所に勤務している、産
業保健に携わっている方々
を対象とした相談

千葉産業保健総合支援
センター

要予約
月～金曜日

043-202-3639

働く人のメンタル
ヘルス特別労働相談

臨床心理士等の専門家が
労働者の心の健康に関す
る面接相談を実施

要予約
第4水曜日
17:30～19:30

弁護士による
特別労働相談

労働問題のうち、解雇の理
由や不払い賃金の請求方
法等の民事関係にかかる
相談に弁護士が応じる。

要予約
第1、第3金曜日
13:00～15:00

総合労働相談
コーナー

労働に関するあらゆる相談
に対応

千葉労働局
平日
9:00～17:00

043-221-2303

うつ病復職（リワー
ク）支援プログラム

うつ病等で休職されている
方に、復職への準備性を高
める支援

千葉県精神保健福祉セ
ンター
千葉市中央区
仁戸名町666－2

月・火・木・金
9:30～15:30
(祝祭日を除く)

043-263-3891
年末年始、祝祭
日を除く平日
15:30～17:00

千葉県内

県庁本庁舎2階
千葉県労働相談セン
ター

要予約
043-223-2744
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女性・DV/男性
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

女性サポート
センター

夫や恋人からの暴力の悩
み、家庭のこと、生活のこと
等の相談

女性サポートセンター

電話相談
24時間365日
　
来所相談（要予約）
月～金9:00～17:00

専門相談（要予約）
弁護士相談：
　 毎月第2・4火曜日
女性医師による心とか
らだの健康相談：
　 毎月第3木曜日

043-206-8002

女性のための
総合相談

配偶者間暴力、健康、生き
方など、女性のための総合
相談。
カウンセリングや法律相
談、こころの相談の予約も
できる。

千葉県男女共同参画セ
ンター

火～日曜日
9:30～16:00
(祝日、年末年始は休
み）

04-7140-8605

男性のための
総合相談

自分の生き方、家庭や仕
事、健康等の悩みの相談
カウンセリングの予約もでき
る。

千葉県男女共同参画セ
ンター

火・水曜日
16:00～20:00
（年末年始は休み）

043-285-0231

高齢者介護
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

高齢者やその家族等
の相談

高齢者及びその家族の
方々等の抱える各種の心
配事や悩み事などに対する
相談窓口を紹介

千葉県健康福祉部高齢
者福祉課

月～金
9:00～17:00
（祝祭日、年末年始を
除く）

043-221-3020

ちば認知症相談
コールセンター

相談経験が豊富な認知症
の方の介護経験者が相談
に応じるほか、面接相談も
予約制で行う。

社団法人
認知症の人と家族の会
千葉県支部

毎週月・火・木・土曜日
10:00～16:00
（面接相談は要予約）

043-238-7731
＃7100

その他
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

外国人
テレホン相談

日常生活（にちじょうせいか
つ）、法律（ほうりつ）、社会
的（しゃかいてき）な問題（も
んだい）、日本（にほん）の
風習（ふうしゅう）や文化等
（ぶんかなど）、困（こま）っ
ていることの相談（そうだ
ん）

千葉県国際交流セン
ター

英語（えいご）・日本語
（にほんご）
月・金　9:00～1200
　　　　13:00～16:00

中国語（ちゅうごくご）
火曜日　9:00～12:00

スペイン語（すぺいん
ご）
月・水　9:00～12:00
　　　　13:00～16:00

043-297-2966

千葉犯罪被害者支援
センター

犯罪によって心に傷を負っ
た方、そのご家族ご遺族の
方の相談

(社)千葉犯罪被害者支
援センター

月～金曜日
10:00～16:00
（祝日、年末年始を除
く）

043-225-5450

千葉県内
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