
健康
担当課 住所 電話番号

健康こども部
健康増進課

成田市赤坂1-3-1
保健福祉館内

０４７６－２７－１１１１

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

こころの
健康相談

市民のための医師またはカ
ウンセラーによる精神的悩
みについての相談を予約制
にて実施。治療中は除く

医師　年10回

カウンセラー
年14回

成田市医療相談
ほっとライン

市民のための身体的・精神
的な悩みについての医師や
カウンセラーなどによる電
話相談を24時間実施

毎日　24時間

社会福祉協議会
住所 電話番号

成田市赤坂１－３－１
成田市保健福祉館

0476-27-7755

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心配ごと相談
心配事のある人に対して民
生委員による相談

成田市保健福祉館
成田市赤坂1-3-1
下総地域福祉センター
成田市猿山1600
保健福祉館大栄分館
成田市松子413-1

毎週木曜日

第2金曜

第3金曜

0476-27-7755

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

成田地域生活支援セン
ター
成田市本三里塚226-1

月曜～日曜日
　(火、土休み）

0476-35-7771

地域生活支援センター
サザンカの里
成田市南敷461-5

月～金曜日 0476-73-4695

障害者や家族が地域で生
活していくために必要な助
言や相談の実施

ほっとすまいるセンター
（成田市障がい者支援
センター）
成田市保健福祉館内
成田市赤坂1-3-1

日曜、祝日を除く 0476-27-1106

教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

成田市教育相談

不登校や、家庭教育等に悩
む保護者、児童生徒、教職
員を対象に教育相談を実
施

成田市教育センター
毎週火曜日
9:00～16:00
(予約制）

0476-20-2922

成田市教育相談室

不登校に関すること、非行
や怠学に関すること、進路
に関すること、いじめに関す
ること、家庭教育に関するこ
となどの電話相談。面接相
談は要予約

成田市教育相談室

電話相談：
月～金曜日
9:00～17:00
（祝祭日、年末年始を除く）

0476-22-5100

成田市
社会福祉協議会

成田市 ※成田市にお住まいの方を対象とした事業です

地域で生活する障害者の
支援、相談、地域交流の実
施

相談支援事業

成田市赤坂1-3-1
保健福祉館内

0476-27-1111
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健康
担当課 住所 電話番号

健康こども部
健康増進課
健康管理センター

佐倉市江原台2-27 ０４３－４８５－６７１２

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

・精神科医による
こころの健康相談

・カウンセラーによる
こころの健康相談

こころの問題や病気で悩みを抱
えた本人や家族が、身近な場所
で専門家に相談することにより、
適切に対処できることを目的とす
る。
予約制（電話予約時、保健師によ
る事前問診を実施。)

各保健センターで予約
制にて実施。
日時は広報、ホーム
ページ等にて周知。
精神科医：6回／年
カウンセラー：6回／年

健康相談

心身の健康に関する個別の相談
に応じ、必要な指導及び助言を
行い、家庭における健康管理に
資することを目的とする。
佐倉市に住所を有する者を対象
とし、各保健センターにおいて保
健師、栄養士等による定例健康
相談を実施。

各保健センターで予約
制にて実施。日時は広
報、健康カレンダー、
ホームページ等にて周
知。
年間25回開催。

社会福祉協議会
住所 電話番号

佐倉市海隣寺町87
市社会福祉センター内

043-484-6197

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

福祉資金貸付相談

生活福祉資金、老障資金、善
意銀行小口貸付資金の各種
貸付についての相談に応じま
す。

市社会福祉センター
月～金曜日
　8:30～12:00
13:00～17:15

043-484-6200

法律相談
弁護士による法律相談。
9:00受付。先着順8名まで。

社会福祉センター2階
第4月曜日
10:00～15:00

043-484-6200
（予約不可）

心配ごと相談
（佐倉相談所）

市社会福祉センター
毎週月曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

043-484-6199

心配ごと相談
（志津相談所）

西部地域福祉センター
毎週水曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

043-463-4433

心配ごと相談
（根郷相談所）

南部地域福祉センター
毎週金曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

043-483-7211

くらしのこと、家族のこと、さま
ざまな日常生活の心配ごとの
相談に応じます。

※佐倉市にお住まいの方を対象とした事業です佐倉市

佐倉市
社会福祉協議会

健康管理センター
043-485-6712

西部保健センター
043-463-4181

南部保健センター
043-483-2812

健康管理センター
（佐倉市江原台2-27）

西部保健センター
（佐倉市中志津2-32-4）

南部保健センター
（佐倉市大篠塚1587）
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福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

アシスト（社会福祉法人愛光）
佐倉市大崎台4-2-1クラッセ
佐倉106

043-484-6392

レインボー（社会福祉法人 千
手会）
佐倉市青菅1051

043-463-1128

きらり（社会福祉法人えのき
会）
佐倉市上志津1340-3

043-488-3666

　

教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

教育相談

家庭でのしつけや非行問題，
不登校，進路，いじめなど，さら
には家庭教育や学校教育のこ
となど，幅広く相談を受け付け
ています。相談方法は，電話相
談でも来所相談でもどちらでも
結構です。不登校など，ケース
によっては適応指導教室等の
相談機関を紹介することもあり
ます。

佐倉市教育センター
佐倉市将門町7番地

電話相談：
月～金曜日
9:00～16:00

043-486-2400

相談支援事業

障害者等が自立した日常生
活または社会生活を営むこ
とができるよう、相談に応じ、
必要な情報の提供等を行
う。

佐倉市 ※佐倉市にお住まいの方を対象とした事業です
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健康
担当課 住所 電話番号

健康こども部
健康増進課
保健センター

四街道市鹿渡無番地 ０４３－４２１－６１００

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

健康相談
保健師・看護師による心身
の健康相談を行っていま
す。

043-421-6100

定期健康相談の日時は
お問い合わせください。
（月曜～金曜の9:00～
17:00は随時電話相談・面
接相談に応じています。）

四街道市健康増進
課
043-421-6100

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心の健康相談
精神科医師が心の悩みを
お持ちの方や家族の相談
に応じます(予約制）

日時は広報・ホーム
ページなどにて周知

年２回

街かど　心の相談
精神保健福祉士が心の悩
みをお持ちの方や家族の
相談に応じます(予約制）

日時は広報・ホーム
ページなどにて周知

年６回

ひだまり
四街道市鹿渡無番地
総合福祉センター分館

月～金曜日
8:30～17:15

043-304-2828

ほほえみ
四街道市和良比635-4
わろうべの里内

火～土曜日
8:30～17:30

043-420-5388

生活困窮者自立支援
事業

生活が困難な世帯への相
談支援、就労、家計に関す
る支援等を行います。

くらしサポートセンターみ
らい
四街道市鹿渡無番地
総合福祉センター3階

月～金曜日
9:00～17:00

043-421-3003

社会福祉協議会
住所 電話番号

四街道市鹿渡無番地
市総合福祉センター内

043-422-2945

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

福祉銀行
生活福祉資金等

低所得者・障害者又は高齢
者に対し、資金の貸付と必
要な相談支援を行うことに
より、その経済的自立及び
生活意欲の助長促進並び
に在宅福祉及び社会参加
の促進を図り、安定した生
活を送れるようにすることを
目的としています。

四街道市総合福祉セン
ター

月～金曜日
9:00～17:00

弁護士相談
（福祉センター）

四街道市総合福祉セン
ター

原則第1・３水曜日
13:00～16:00

弁護士相談
（わろうべの里）

南部総合福祉センター
わろうべの里

原則第2・4水曜日
13:00～16:00

心配ごと相談
市民の悩みごと、困りごと
の相談に応じます。

四街道市総合福祉セン
ター

原則第1～4水曜日
13:00～16:00

四街道市
社会福祉協議会

四街道市社会福祉
協議会
043-422-2945

日常生活における法律上
の困りごとを、弁護士による
アドバイスをもとに問題解
決につなげます。

四街道市 ※四街道市にお住まいの方を対象とした事業です

四街道市役所
障害者支援課
043-421-6122

障害者相談支援事業
地域で生活する障害のある
方やその家族のための総
合相談窓口です。
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教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

青少年
電話相談

相談専用電話
043-423-0066
　
いじめ相談
（フリーダイヤル）
0120-423-006

青少年
来所相談

青少年育成センター
043-421-7867

その他
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

家庭児童相談室

子どもが健やかに育つよう
に、子どもと家庭の問題に
ついてケースワーカーや相
談員が相談に応じます。

家庭児童相談室
（市家庭支援課）
043-423-0783

家庭児童相談室
（市家庭支援課）
043-423-0783

子ども虐待・児童相
談　ＤＶ相談

こどもの虐待、ＤＶ（配偶者
や恋人からの暴力など）に
ついて相談員が相談に応じ
ます。

市家庭支援課
043-421-6124

四街道市
家庭支援課
043-421-6124

消費生活相談

暮らしの中の様々な相談や
契約上のトラブルなどを共
に考え、解決するお手伝い
をします

消費生活センター
（安心安全ステーション
内）
9:00～16:00
（来所・電話）

月～金曜日
(祝日・年末年始除く）
9:00～17:00

消費生活センター
043-422-2155

四街道市 ※四街道市にお住まいの方を対象とした事業です

いじめ、不登校、不良交
友、深夜徘徊、地域、学校、
職場で生じた様々な問題に
ついて悩みを抱える青少
年・保護者・関係者からの
相談を受け付けています。

青少年育成センター
043-421-7867

月～金曜日
(祝日・年末年始除く）
9:00～17:00

月～金曜日
(祝日・年末年始除く）

　９：００～１２：００
１３：００～１７：００
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健康
担当課 住所 電話番号

市民部健康管理課
総合保健福祉セン
ター

八街市八街ほ35-29 ０４３－４４３－１６３１

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

こころの健康相談

家族・職場・学校での人間
関係や家族の様々な問題
等、こころの悩みについて
成田地域生活支援センター
の専門スタッフが相談に応
じる。

八街市
市民部障がい福祉課
八街市総合保健福祉セ
ンター3階第1相談室

毎月第2月曜日
（祝日の場合は第1月
曜日）
14:00～16:00（予約制）

043-443-1649

随時健康相談
健康に関する個別の相談
に電話や窓口にて応じる。

八街市
市民部健康管理課
八街市総合保健福祉セ
ンター1階
（八街市八街ほ35-29）

随時 043-443-1631

社会福祉協議会
住所 電話番号

八街市八街ほ35-29
総合保健福祉センター内

043-443-0748

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心配ごと相談
悩みごとや困りごとなど、さ
まざまな相談に応じる。

毎週水曜日（祝日を除
く）
　13:00～16:00
受付は先着順

043-443-0748

法律相談（弁護士）
八街市民を対象
（市内在勤可）

毎月第1・3水曜日
（祝日を除く）
13:00～16:00
受付は当日8:30から
電話のみ先着10件

043-443-0748

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

相談支援事業
地域で生活する障害者の
支援、相談、地域交流の実
施

成田地域生活支援セン
ター
成田市本三里塚226-13

日・月・水・木・金（月曜日
臨時休み有）
平日：9:00～12:00
13:00～17:00
日・祝日：9:00～12:00
13:00～16:00

0476-35-7771

教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

八街市教育相談

学校生活に関する悩みや
不安について、相談を受け
付けます。電話での相談も
受け付けます。

八街市教育支援セン
ター　ナチュラル
八街ほ２０８－２６０

毎週月・水・金曜日
（祝日を除く）
9:00～15:00

043-310-5017

八街市 ※八街市にお住まいの方を対象とした事業です

八街市
社会福祉協議会

八街市総合保健福祉セ
ンター
（八街市八街ほ35-29）
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その他
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

家庭児童相談
虐待や、養育の悩み等、子
どもに関する様々な相談

月～金曜日
9:30～16:00

ＤＶ相談 ＤＶに関する相談
月～金曜日
8:30～17:15

弁護士による多重債
務者相談

ローン・借金の返済のた
め、市税等の納付が思うよ
うにできない方を対象に弁
護士による無料相談を実
施。

八街市
総務部納税課
八街市役所
 第１庁舎１階

毎月最終日曜日
14:00時より先着6名
予約受付は相談日の
月初め（月初めが休日
の場合は翌開庁日）
8:30から

043-443-1115

消費生活相談

被害者救済のほか、被害を未
然に防止し、市民から被害者
を出さないための身近な相談
窓口。相談は専門の資格を
持った相談員が対応し、解決
に向け一緒に考えます。秘密
は守られ、費用は無料。

八街市消費生活センタ
－（八街市八街ほ35-29
八街市役所商工課内）

月～金曜日（祝日・年
末年始を除く）
相談受付時間
9:00～12:00
13:00～16:00

043-443-9299

八街市 ※八街市にお住まいの方を対象とした事業です

八街市
市民部児童家庭課
八街市総合保健福祉セ
ンター１階
（八街市八街ほ35-29）

043-443-1693
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健康
担当課 住所 電話番号

中央保健センター 印西市大森2356-3 ０４７６－４２－５５９５

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

医師によるこころの
健康相談

精神科医による相談。精神
的な悩みなど気軽に相談で
きる。予約制。

印西市役所1階
印西市障がい福祉課

偶数月の第1木曜日
（都合で変更あり）

0476-42-5111

社会福祉協議会
住所 電話番号

印西市竹袋614-9
市総合福祉センター内

0476-42-0294

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心配ごと相談
心配ごと相談員による悩み
事相談

総合福祉センター1階相
談室

毎週水・金曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

印西市社会福祉
協議会
0476-42-0294

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

相談支援

保健師・精神保健福祉士が
電話や面接により障がいの
ある人や家族の相談に応じ
ます。

印西市役所1階
印西市障がい福祉課

開庁日 0476-42-5111

相談支援
（巡回相談）

印西市より委託、相談事業
をいんば障害者相談セン
ターが実施している(要予
約)

印西市役所印旛支所
印西市美瀬1-25

印西市役所本埜支所
印西市笠神2587

印旛支所
第1・3火曜
  　10:00～12:00
本埜支所
第2・4火曜
  　10:00～12:00

0476-99-2501

相談支援
いんば障害者相談セン
ター
印西市岩戸1721

365日対応 0476-99-2501

成田地域生活支援
センター

成田地域生活支援セン
ター
成田市本三里塚226-1

月・水・木・金・日・祝曜
日
詳細は、お問い合わせ
ください。

0476-35-7771

教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

教育相談
月～金曜日
9:30～12:00
13:00～15:30

子ども相談
月～金曜日
9:30～17:00

印西市 ※印西市にお住まいの方を対象とした事業です

印西市会福祉協議会

印西市より委託、相談事業
及び訪問事業を実施してい
る(電話相談も可)

印西市教育センター
そうふけふれあいの里
3階

学校教育の中で不登校、い
じめ、学校困難、発達障
害、非行等で悩みを抱えた
児童生徒、保護者、学級担
任等に対して電話相談及び
面接相談を実施。

0476-47-7830
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健康
担当課 住所 電話番号

健康福祉部健康課 白井市復1123 ０４７－４９７－３４９４

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

電話相談
健康相談

健康相談、
栄養相談、歯科相談

白井市　健康課
開庁日　　月～金
8:30～17:15

047-497-3494
　　　　　　 3495

こころの相談
(医師・精神保健福祉士)

こころの健康
白井市
保健福祉相談室

医師:毎月第2木曜
　10:00～12:00
(予約制)
精神保健福祉士:毎月
第2・4水曜
10:15～15:00
(予約優先)
※日程は変更になるこ
とがあります。

047-497-3491

保健福祉相談 保健と福祉全般について
白井市
保健福祉相談室

開庁日   月～金
8:30～17:15

047-497-3491

社会福祉協議会
住所 電話番号

白井市復1123
(保健福祉センター3階)

047-492-5713

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心配ごと相談
白井市
保健福祉センター3階
（白井市復1123）

一般相談：毎週水・金
曜日10:00～15:00
※予約不要

弁護士相談：毎月２回
10:00～15:00
※要予約／予約受付
は当日窓口にて9：00
から受付順。窓口受付
で空きがある場合、9：
30から電話での予約を
受け付けます。

047-492-5713

心配ごと相談
出張相談

白井市福祉センター
（白井市清戸766-1）

毎月１回第３月曜日
10:00～15:00
※第３月曜日が祝日の
場合は、第２月曜日

047-492-2022

白井市 ※白井市にお住まいの方を対象とした事業です

白井市
社会福祉協議会

生活・家庭・住宅・教育問題
などのあらゆる心配ごとに
相談員、弁護士、税理士が
相談にあたり、関係機関と
連携して問題の解決にあた
ります。
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福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

座ぐり（白井市南山1-8-
1　白井市障害者支援セ
ンター内）

月曜～金曜日
第2・第4土曜
9:00～17:00

　047-401-0637
Ｆａｘ：
　047-491-7333

成田地域生活支援セン
ター（成田市本三里塚
226-1）

月・水・木・金曜日
9：00～17：00
日曜日・祝日
9：00～16：00

　0476-35-7771
Ｆａｘ：
　0476-40-4182

保健福祉相談
保健と福祉全般についての
相談

白井市
保健福祉相談室

開庁日　月～金
8:30～17:15

047-497-3491

教育
事業名 内容 実施場所 開催日時 連絡先

教育相談

子どもの登校しぶりや不登
校、交友関係やいじめなど
学校生活上の心配があると
き、心や体の心配、しつけ
など

白井市
教育センター室

月～金
9:00～17：00

047-492-2301

就学相談
心身に障害のある子どもの
就学や学校生活について

白井市 学校教育課
指導班

月～金
9:00～17：00

047-492-1111
(代）

その他
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

家庭児童相談

子育てに伴う心配があると
き
虐待しそうで不安なとき
虐待を見かけたとき

白井市
家庭児童相談室

月～金
9:30～16：30

047-497-3477

女性生き生き相談
ＤＶ（配偶者やパートナーか
らの暴力）、家庭、仕事など
女性の抱える様々な悩み

白井市 企画政策課
男女共同参画室

開庁日　　月～金
8:30～17:15

047-492-1111
(代）

人権相談
いじめ、差別、家庭問題な
どの相談

白井市 企画政策課
男女共同参画室

開庁日　　月～金
8:30～17:15

047-492-1111
(代）

白井市外国人
相談窓口

白井市 企画政策課
男女共同参画室

開庁日　　月～金
8:30～17:15

047-492-1111
(代）

白井市 ※白井市にお住まいの方を対象とした事業です

障害者相談支援事業
地域で生活する障害者の
生活相談と福祉サービスの
紹介、支援
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健康
担当課 住所 電話番号

健康福祉部
健康推進課

富里市七栄652-1 ０４７６－９３－４１２１

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

こころの相談
精神科専門医による病気・
治療に関する相談。1件30
分。（個別・要予約）

富里市福祉ｾﾝﾀｰ
2階

隔月第2金曜日
14:00～16:00
＊医師の都合で変更
あり

0476‐93-4192
社会福祉課直通
または
社会福祉協議会
0476-92-2451

社会福祉協議会
住所 電話番号

富里市七栄653-2
市福祉センター内

0476-92-2451

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心配ごと相談
生活上の悩みごと、心配ご
とをもった方の相談に応じ
る。

富里市福祉センター2階
相談室

毎週火曜日
10:00～15:00
※電話相談可

富里市社会福祉
協議会
地域福祉班
0476-92-2451

富里市社会福祉
協議会事業所

「ゆらり」

市が委託し、身体等に障が
いのある方やご家族からの
電話相談・窓口相談を随時
実施している。

富里市福祉ｾﾝﾀｰ
１階

開庁日
月～金曜日
8:30～17:15

在宅福祉班
0476（90）0081

こころの相談

精神障害者及びその家族
の悩みごとや不安について
精神科医師による相談を予
約制で実施。

富里市福祉センター２階
相談室

奇数月第2金曜日
14:00～16:00
（1件につき30分）

在宅福祉班
0476-90-0081

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

成田地域生活支援
センター

富里市より委託し、相談事
業及び訪問事業を実施して
いる。
（電話相談も可能）
様々なカリキュラムが用意
されている。

成田市本三里塚
２２６－１

月～土曜日
(水・日休み）
※詳細は問い合わせ

0476-35-7771
Fax
　0476-40-4182

自立支援医療
(精神通院）

受給証・障害者手帳
申請相談

自立支援医療(精神通院）
や受給証・障害者手帳申請
相談する窓口。

市役所社会福祉課
開庁日
月～金曜日
8:30～17:15

0476-93-4192
社会福祉課直通
Fax
　0476-93-2215

富里市 ※富里市にお住まいの方を対象とした事業です

富里市
社会福祉協議会
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教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

富里市
教育相談

いじめ、不登校、学校生活
の悩み、子育てに関するこ
と、学校教育全般に関する
悩みの相談。

富里中央公民館
富里市七栄652-1

水曜日
  9:00～16:00
日曜日
  13:00～16:00

0476-92-2333
0476-93-7659

その他
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

デイケアクラブ
市内在住の１８歳以上の方
で精神科長期通院中の方
の交流の場の提供。

富里市福祉ｾﾝﾀｰ
2階

月1回第3金曜
13:30～15:30

0476-93-4192
社会福祉課直通
Fax
　0476‐93-2215

富里市 ※富里市にお住まいの方を対象とした事業です
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健康
担当課 住所 電話番号

健康福祉課
　保健センター

酒々井町中央台4-10-1 ０４３－４９６－００９０

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

健康相談

自己の身体的な悩みや子
育ての不安等の相談が気
軽にできるよう保健師が対
応している。

酒々井町保健センター
酒々井町中央台4-10-1

毎週月曜日
9:30～11:00

043-496-0090

社会福祉協議会
住所 電話番号

印旛郡酒々井町中央台
1-28-8

043-496-6635

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

相談支援
精神的な悩みや障害をお
持ちの方、ご家族の方の相
談

成田地域生活支援セン
ター
成田市本三里塚226-1

随時 0476-35-7771

その他
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

相談支援
精神的な悩みや障害をお
持ちの方、ご家族の方の相
談

酒々井町役場
いんば障害者相談セン
ター

随時

健康福祉課
043-496-1171
いんば障害者相
談センター
0476-99-2501

酒々井町 ※酒々井町にお住まいの方を対象とした事業です

酒々井町
社会福祉協議会
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健康
担当課 住所 電話番号

健康保険課 栄町安食台1-2 ０４７６－３３－７７０７

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

随時健康相談
健康に関する個別の相談
に電話や窓口にて応じる。

栄町健康保険課 随時
栄町健康保険課
0476-33‐7707

社会福祉協議会
住所 電話番号

印旛郡栄町安食台1-2
町役場内

0476-95-1100

名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心配ごと相談

心配ごとなら何でも民生児
童委員が相談にのり、必要
に応じて専門機関などに繋
げる。

栄町役場
会議室
（栄町安食台1-2）

毎月第1・第3水曜日
13:00～16:00

栄町社会福祉協
議会
0476-95-1100

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

心の相談
ほっとスペース

心の悩みを抱えた方々がく
つろいだ雰囲気でお茶を飲
んだり、スタッフと気軽に話
したり相談できる場を提供
する。

ふれあいプラザさかえ
ふれあいセンター1階ふ
れあい交流室
（栄町安食938‐1）

毎週火曜日
10:00～14:00

栄町福祉課
0476-33‐7708

相談支援事業

主に精神保健福祉相談（メ
ンタルヘルス相談）、地域で
生活する障害者の支援、地
域交流の場の実施

成田地域生活支援セン
ター
成田市本三里塚226－1

平日9:00～17:00
日祝9:00～16:00
　(火・土休み）

0476-35-7771

相談支援事業

地域で生活する障害者の
随時相談、障害者総合支
援法に基づくサービスの利
用援助等

いんば障害者相談セン
ター
印西市岩戸1721

365日 0476-99-2501

障害者相談 障害全般に関する相談
栄町役場1階第2会議室
（栄町安食台1-2）

偶数月　第2火曜日
13:30～15:00

栄町福祉課
0476-33‐7708

教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

教育相談室

家庭教育（子育て等），学校
教育（いじめ，不登校，発達
障害等）についての不安や
悩みの相談を受け付ける。

毎週火曜日と金曜日
10:00～15:00

ゆうがく館

不登校問題を中心とした学
校生活全般に関する，思春
期の子どものカウンセリン
グ窓口。

毎週火曜日から金曜
日
9:00～15:00

栄町 ※栄町にお住まいの方を対象とした事業です

栄町
社会福祉協議会

ふれあいプラザさかえ
ふれあいセンター2階

（栄町安食938‐1）

栄町教育委員会
学校教育課

0476-33‐7717
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その他
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

消費生活相談
(多重債務相談）

消費者金融などで借金を抱
え返済に悩んでいる方を対
象に相談に応じる。
（場合によっては、弁護士
へ橋渡しを行う）

栄町役場
会議室
（栄町安食台1-2）

毎月第2・第3・第4火曜
日
9:30～12:00
13:00～16:30
(最終受付15：00）

栄町産業課
0476-33-
7713

人権・行政相談

いじめやＤＶ、差別などで悩
んでいる方や、国・県の政
策で被害などを受けている
方の相談に応じる。

栄町役場
3階第2会議室
（栄町安食台1-2）

原則、毎月第1月曜日
13:30～16:00
（予約可）

栄町総務課
0476-95-
1111

栄町 ※栄町にお住まいの方を対象とした事業です
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健康
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

こころと身体の
健康相談【電話】

身体的・精神的悩みや不安
について、保健師による電
話相談

印旛健康福祉センター
地域保健課
千葉県印旛合同庁舎
(佐倉市鏑木仲田町
8-1）

月～金　（祝日・年末年
始を除く）
9:00～17:00

043-483-1134
（地域保健課）
0476-26-7231
（成田支所）

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

印旛健康福祉センター
地域保健課
千葉県印旛合同庁舎
(佐倉市鏑木仲田町
8-1）

予約制
毎月　第2木曜日
14:00～16:00
毎月　第4火曜日
14:00～16:00
毎月　第3月曜日
13:30～16:00

印旛健康福祉センター
成田支所
（成田市加良部3-3-1）

毎月第4金曜日
14：00～16：00

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

印旛健康福祉センター
千葉県印旛合同庁舎
(佐倉市鏑木仲田町
8-1）

偶数月　第3金曜日
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

個人対面相談
大切な家族や愛する人を自
死によって亡くされた方の
個別相談

印旛健康福祉センター
千葉県印旛合同庁舎
(佐倉市鏑木仲田町
8-1）

要予約
奇数月　第3金曜日

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

福祉
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

中核地域生活支援
センターすけっと

（印旛圏域）

子ども、障害者、高齢者な
ど対象者を横断的に捉え、
複合的な相談。（電話だけ
でなく家庭等を訪問するな
どのさまざまな方法により
応じ、各種福祉サービスの
提供にかかわる援助、調整
等を実施）

佐倉市鏑木仲田町
9-3

24時間365日 043-483-3718

高齢者介護
名称 内容 実施場所

地域包括支援
センター

高齢者に関する総合相談・
支援

各市役所・町役場

連絡先等

各市町村が設置する地域包括支援
センターは以下を参照

http//www.pref.chiba.lg.jp/hoken/
kaigohoken/service/houkatsushien.html

印旛地域

精神保健福祉
担当
043-483-1136

精神保健福祉相談
精神科専門医師による心
の健康相談
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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

千葉県中央児童
相談所

電話相談
面接相談

18歳未満の児童に関する
あらゆる問題について、地
域住民からの相談に応じ、
児童の最善の利益を図るた
めに、児童や保護者に最も
適した援助や指導

土曜日、日曜日、祝日
を除き、9:00～17:00ま
で
児童に関する相談（し
つけ、教育、適性、養
護、障害など）の受付
時間：毎日  8:30～
20:00まで

043-253-4101

子ども家庭１１０番
いつでも虐待の相談や通告
を受け付け

３６５日　　２４時間 043-252-1152

家庭児童相談室

印旛健康福祉センター
地域福祉課
千葉県印旛合同庁舎
(佐倉市鏑木仲田町
8-1）

随時
9:00～17:00

043‐483-1120
（印旛保健所）

各市の
子ども相談

各市家庭児童相談室 各市役所 各市役所

母子・寡婦家庭生活
一般相談

相談及び母子・寡婦福祉資
金の貸付、母子生活支援
施設への入所など）

印旛健康福祉センター
地域福祉課
千葉県印旛合同庁舎
(佐倉市鏑木仲田町
8-1）

随時
9:00～17:00

043‐483-1120
（印旛保健所）

不妊相談
不妊に悩むカップルのため
の専門面接相談

印旛健康福祉センター
地域保健課
千葉県印旛合同庁舎
(佐倉市鏑木仲田町
8-1）

偶数月　第2木曜日
（H28.2月のみ第3）
予約制　　13:30～
※相談日の3日前まで
に予約してください

043‐483-1134
（印旛保健所）

教育
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

北総教育相談
ダイヤル

18歳までの子どもとその家
族及び小中高の教職員を
対象とする。学校生活（不
登校、いじめ、友人関係等）
心や体、その他に関する電
話相談

佐倉市鏑木仲田町8-1
北総教育事務所

電話相談のみ
月曜日～金曜日
(土・日・祝祭日を除く）
9:00～17:00

043-486-6019

女性・DV/男性
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

地域配偶者暴力相談
支援ｾﾝﾀｰ

配偶者間暴力 印旛健康福祉センター
月～金曜日
9:00～17:00

043-483-0711
（相談専用電話）

千葉県中央児童相談所
千葉市稲毛区天台
1-10-3

印旛地域

家庭における児童（0歳から
18歳まで）の養育・家族関
係・家庭内暴力・非行・学校
生活・心身障害・児童虐待
等の問題について、相談や
訪問指導に応じています。
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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

成田総合労働相談
コーナー

労働に関するあらゆるご相
談に対応します。
・解雇、資金不払い等の労
働条件
・職場の安全衛生、健康管
理
・労働保険

成田労働基準監督署
成田市東和田字高崎
553‐4

平日9：00～17：00 0476-22-5666

①印旛市郡医師会館
成田市加良部3-17-2

要予約
第1木曜日、第3火曜日
13:30～15:00

要予約
0476-27-0168

②佐倉クレーン学校
東金労働基準協会佐倉
分室
佐倉市石川577-1

要予約
第4水曜日
13:30～15:00

要予約
0476-27-0168

職場復帰支援
プログラム（デイケア）

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

東邦大学医療センター
佐倉病院
メンタルヘルスクリニック
佐倉市下志津564-1

043-462-8811

警察
名称 内容 実施場所 開催日時 連絡先

面接相談（要予約） 0476-23-1891

ヤング・テレホン
（電話相談）

0120-783497
（ナヤミヨクナル）

警察署名 電話 所在地 管轄 内容

佐倉警察署 043-484-0110 佐倉市表町3-17-1
佐倉市、八街市、
酒々井町

四街道警察署 043-432-0110 四街道市和良比635-5 四街道市

成田警察署 0476-27-0110 成田市加良部3-5
成田市、富里市、
栄町（安食地区）

印西警察署 0476-42-0110 印西市大森2514-13 印西市、白井市、栄町

生活安全課
非行や家庭内暴
力などが心配な
とき

少年センターでは、お友だ
ちのことや家族のこと、学校
のこと、いじめのことなどで
悩んでいる20歳未満のみな
さんの相談に応じていま
す。面接でのご相談：ご予
約をお願いします。

北総地区少年センター
成田市馬橋8番地1
成田市防犯事務所内

祝祭日を除く月曜から
金曜の9:00～17:00

印旛地域

印旛・香取地域
産業保健センター
による健康相談

小規模事業所(従業員50人
未満）を対象とした産業保
健サービス
・健康相談窓口
・個別訪問産業保健指導
・産業保健情報の提供
・従業員の精神衛生（メンタ
ルヘルス）の対応の仕方
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印旛地区夜間休日急病診療所

医療機関情報 診療科目 診療時間等

成田市急病診療所 内科・小児科 【月曜日～土曜日】    19:00～22:45

成田市赤坂1丁目3-1 【日曜日・祝日】
10:00～16:45，19:00～22:45
※8/13～8/15及び12/29～1/3も診療

　　電話：0476-27-1116 外科・歯科 【日曜日・祝日】        10:00～16:45

※8/13～8/15及び12/29～1/3も診療

 印旛市郡小児初期急病診療所 【月曜日～土曜日】    19:00～翌朝5:45

佐倉市江原台2-27 ※12/29～1/3も診療

　　佐倉市健康管理センター内 【日曜日・祝日】        9:00～16:45

　　電話：043-485-3355

　　　　　　　　　　　　　19:00～翌朝5:45

※診療時間外の問合せ先

※12/29～1/3も診療

　　健康管理センター　043-485-6711

佐倉市休日夜間急病診療所
内科・歯科 【日曜日・祝日】　　　 19:00～21:45

佐倉市江原台２－２７
※12/29～1/3も診療

　　佐倉市健康管理センター内

　　電話：043-239-2020

四街道市休日夜間急病診療所 内科・外科
【日曜日・祝日】       19:00～22:00

四街道市鹿渡無番地
四街道市保健センター内 ※12/31～1/3も診療

　　電話：043-423-0342

※平日夜間の問合せ先

　　四街道市消防本部　043-422-0119                　  

※担当医の専門によっては対応できない場合もあります。受診の前に電話で御連絡下さい

小児科

原則として15
歳以下の小
児の内科系
疾患
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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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