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大島出張所
（大島町、利島村、新島村、
神津島村）

■電話相談
０４９９２－２－１４３６
□来所相談：電話予約のうえ
来所

新島支所

■電話相談
０４９９２－５－１６００
□来所相談：電話予約のうえ
来所

神津島支所

■電話相談
０４９９２－８－０８８０
□来所相談：電話予約のうえ
来所

三宅出張所
（三宅村、御蔵島）

■電話相談
０４９９４－２－０１８１
□来所相談：電話予約のうえ
来所

八丈島出張所
（八丈町、青ヶ島村）

■電話相談
０４９９６－２－１２９１
□来所相談：電話予約のうえ
来所

小笠原出張所
（小笠原村）

■電話相談
０４９９８－２－２９５１
□来所相談：電話予約のうえ
来所

東京都立中部総合精神保健
福祉センター（練馬区、世田
谷区、品川区、港区、大田
区、渋谷区、新宿区、目黒
区、中野区、杉並区）

■こころの電話相談
０３－３３０２－７７１１
□来所相談（精神保健福祉相
談）
こころの電話相談に相談のう
え予約

東京都立精神保健福祉セン
ター
（千代田区、中央区、文京
区、台東区、墨田区、江東
区、豊島区、北区、荒川区、
板橋区、足立区、葛飾区、江
戸川区、島しょ）

■こころの電話相談
０３－３８４２－０９４６
□来所相談（精神保健福祉相
談）
こころの電話相談に相談のう
え予約

東京都立多摩総合精神保健
福祉センター
（多摩全域）

■こころの電話
０４２－３７１－５５６０
□来所相談（精神保健福祉相
談）
こころの電話に相談のうえ予
約

金融・多重債務
金融・多重債務に関する相談
窓口です。

総合窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

東京都産業労働局
金融部　貸金業対策課

貸金業者に関する苦情及
び相談、照会など、貸金
業に係る相談

■電話相談
０３－５３２０－４７７５
□来所相談
貸金業対策課（予約なしで
可）

9時から12時、13時から17時（月
曜日から金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月３日
は休み

9時から17時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

心の病気について心配な
本人、家族・関係者からの
相談（心の問題かどうか、
アルコール・ギャンブル・
薬物依存、認知症、思春
期問題等）

心の病気について心配な
本人、家族・関係者からの
相談（心の問題かどうか、
アルコール・ギャンブル・
薬物依存、認知症、思春
期問題等）

9時から17時（月曜日から金曜
日）



消費者・多重債務
消費生活・多重債務に関する
相談窓口です。

相談窓口名称 相談内容 電話相談等 受付時間

東京都消費生活総合セン
ター

契約トラブル等消費生活
に関するトラブル、架空請
求、多重債務問題等さま
ざまな相談

■消費生活相談・多重債務問
題相談
０３－３２３５－１１５５
□架空請求相談専用窓口
０３－３２２５－２４００
■高齢者被害110番
０３－３２３５－２４００
□来所相談（予約なしも可）

9時から16時

東京都生活再生相談窓口
（多重債務者生活再生事業）

生活再生への意欲がある
にもかかわらず、多重債
務で生活困難な状況にあ
る方への相談及び貸金貸
付等の支援

■電話相談
０３－５５６５－１１９５

9時半から18時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

TOKYOチャレンジネット

住宅を失い、インターネッ
トカフェや漫画喫茶などで
寝泊まりしながら就労して
いる方に対する生活、住
居、仕事の相談
一定の要件のある方に対
する住宅賃金や生活資金
貸付手続きのサポート

■電話相談
０１２０－８７４－２２５（フリー
ダイヤル）
０３－５１５５－９５０１（代表）

10時から17時（月曜日、水曜日、
金曜日、土曜日）
10時から20時（火曜日、木曜日）
＊日祝、12月29日から1月3日は
休み

法律・多重債務
法律・多重債務に関する相談
窓口です。

相談窓口 相談内容 電話番号等 受付時間

法的トラブルの紛争に役
立つ情報や、法律サービ
スを提供する各種相談窓
口の情報を無料で提供
（相談者の資力制限はな
い。）

■情報提供（法制度情報の案
内・関係機関の紹介など・ど
なたでも利用可）
・法テラス東京（四谷）
０５０３３８３－５３００
・法テラス多摩（立川）
０５０３３８３－５３２７

9時から12時まで、13時から16時
まで（月曜日から金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

資力の乏しい方が法的ト
ラブルに出会ったときに、
多重債務・離婚など民事
全般に関する無料法律相
談を行い、必要な場合、法
律家を紹介し、裁判費用
や弁護士・司法書士の費
用の立て替えを行う民事
法律扶助を実施

■無料法律相談など（資力に
乏しい方を対象・多重債務・
離婚など民事全般）
・法テラス東京（四谷）
０５０３３８３－５３００
・法テラス新宿
０５０３３８１－２３１２
・法テラス上野
０５０３３８３－５３２０
・法テラス多摩（立川）
０５０３３８３－５３２７
・法テラス八王子
０５０３３８３－５３１０
＊面談日時を電話予約のう
え、来所

9時から12時まで、13時から1７
時まで（月曜日から金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

日本司法支援センター（法テ
ラス）
全国コールセンター
・法的トラブル全般の情報提
供
０５７０－０７８３７４
・犯罪被害者用
０５７０－０７９７
平日　9時から21時まで、土
曜9時から17時まで（日祝日
は休み）
＊必要に応じて都内の事務
所に転送されます。



女性
女性に関する相談窓口です。

相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

東京ウィメンズプラザ相談室

DV被害者相談、夫婦・親
子の問題、生き方や職場
の人間関係などの悩み相
談

■電話相談
０３－５４６７－２４５５
□来所相談
電話相談により面談が必要な
場合

9時から21時（月曜日から日曜
日、祝日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

■電話相談
０３－５２６１－３１１０

9時から20時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み
＊夜間・休日の緊急相談
０３ ５２６１ ３９１１

□来所相談　電話予約のうえ
来所

9時から17時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

■電話相談
０４２－５２２－４２３２

9時から16時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

□来所相談　電話予約のうえ
来所

9時から17時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

子供・青少年
子供・青少年に関する相談窓
口です。

相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

■電話相談
０３－５８００－８００８
０３－５８００－８２８８（いじめ
相談ホットライン専用電話）

9時から21時（月曜日から金曜
日）
9時から17時（土日祝）
＊閉庁日、12月29日から1月3日
を除く。
いじめ相談ホットラインは24時間
対応（年中無休）

□来所相談
０３－５８００－８００８
（相談のうえ申込）

9時から17時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

◆インターネット相談
http://www.e-
sodan.metro.tokyo.jp
◇FAX相談（聴覚障碍者専
用）
０３－５８００－８４０２

東京都立小児総合医療セン
ターこころの電話相談室

子供本人・家族・関係者を
対象に、子どもの発達や
こころの問題に関しての相
談を行っている。

■電話相談
０４２－３１２－８１１９

9時半から11時半、13時から16
時半（月曜日から金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

夫の恋人からの暴力など
女性から様々な相談

東京都女性相談センター

東京都女性センター多摩支
所

幼児から高校生相当の年
齢まで、次の内容の教育
相談を本人、保護者及び
教員を対象に受け付けて
いる。　　　○気になる癖、
子育てに関する相談、非
行傾向、家庭内暴力、性
に関する相談
○不登校、集団不適応、
学業不振に関する相談
○障害のある子どもの子
育てや教育に関する相談
○いじめ、体罰、学校での
セクシャルハラスメント等
に関する学校の指示・対
応についての相談や苦
情・高校の進級・入学に関
する相談

東京都教育相談センター



東京都児童相談センター
（千代田区、中央区、港区、
新宿区、文京区、台東区、渋
谷区、豊島区、練馬区、島
しょ）

■電話相談
０３－３２０８－１１２１
□来所相談　事前予約が望ま
しい（予約なしでも可）

9時から17時（月曜日から金曜
日）
土日祝（9時から17時）の児童虐
待等、緊急性のある相談や援助

東京都墨田児童相談所
（墨田区、江東区、江戸川区）

■電話相談
０３－３６３２－４６３１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都品川児童相談所
（品川区、目黒区、大田区）

■電話相談
０３－３４７４－５４４２
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都世田谷児童相談所
（世田谷区、狛江市）

■電話相談
０３－５４７７－６３０１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都杉並児童相談所
（杉並区、中野区、武蔵野
市、三鷹市）

■電話相談
０３－５３７０－６００１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都北児童相談所
（北区、荒川区、板橋区）

■電話相談
０３－３９１３－５４２１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都足立児童相談所
（足立区、葛飾区）

■電話相談
０３－３８５４－１１８１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都八王子児童相談所
（八王子市、町田市、日野市）

■電話相談
０４２－６２４－１１４１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都立川児童相談所
（立川市、青梅市、昭島市、
国立市、福生市、あきる野
市、羽村市、西多摩郡）

■電話相談
０４２－５２３－１３２１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都小平児童相談所
（小平市、小金井市、東村山
市、国分寺市、西東京市、東
大和市、清瀬市、東久留米
市、武蔵村山市）

■電話相談
０４２－４６２－３７１１
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

東京都多摩児童相談所
（多摩市、府中市、調布市、
稲城市）

■電話相談
０４２－３７２－５６００
□来所相談
事前予約が望ましい（予約な
しでも可）。

４１５２（ヨイコニ）電話相談
（東京都児童相談センター）

子育てにかかわる相談

■電話相談
０３－３３０２－４１５２
◇FAX相談
（聴覚言語障害者専用相談）
０３－３２０８－１１６２

9時から20時半（月曜日から金曜
日）
9時から17時（土日祝）
＊12月29日から1月3日を除く。

18歳未満の子供に関す
る、家族・本人等からのさ
まざまな相談に応じ、必要
な援助を行う。

9時から17時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝（9時から17時）の児童
虐待等、緊急性のある相談や援
助は「東京都児童相談センター」
０３－３２０８－１１２１まで

18歳未満の子供に関す
る、家族・本人等からのさ
まざまな相談に応じ、必要
な援助を行う。

9時から17時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝（9時から17時）の児童
虐待等、緊急性のある相談や援
助は「東京都児童相談センター」
０３－３２０８－１１２１まで



子供の権利擁護専門相談事
業
（東京子供ネット）

子供の権利擁護に関わる
相談

■電話相談
０１２０－８７４－３７４
□来所相談
電話相談のうえ、必要に応じ
て相談者と子どもの権利擁護
専門員との日程を調整し実施
◇FAX相談
０１２０－８７４－３７４

9時から20時半（月曜日から金曜
日）
9時から17時（土日祝）
＊12月29日から1月3日を除く。

東京都ひきこもりサポート
ネット

ひきこもりで悩んでいる本
人や家族、友人などから
の相談
＊病名の診断や治療方法
の提示などの医療行為に
当たる相談や、緊急の対
応が必要な相談には応じ
られません。

■電話相談
０４２－３２９－６６７７
◇インターネット相談
http://www.hikikomori-
tokyo.jp
◆モバイル相談
http://www.hikikomori-
tokyo.jp/m/

■電話相談
10時から17時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み
◇インターネット相談、モバイル
相談
24時間

警視庁少年相談室　ヤングテ
レホンコーナー

子供の非行、いじめなど
の相談

■電話相談
０３－３５８０－４９７０

8時半から20時（月曜日から金曜
日）
8時半から17時（土日祝）
＊年末年始を除く

東京都j若者総合相談　（・
＠・）／若ナビ

18歳以上の若者からのさ
まざまな悩みや不安への
継続的な相談
＊病名の診断や治療方法
の提示などの医療行為に
当たる相談や、緊急の対
応が必要な相談には応じ
られません。

■電話相談
０３－３２６７－０８０８（もやも
や）
◇インターネット相談
http://www.wakanavi-
tokyo.net/
◆モバイル相談
http://www.wakanavi-
tokyo.net/m/

24時間

ひとり親家庭
ひとり親家庭に関する相談窓
口です。

相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

ひとり親家庭の生活相談
全般
（はあと（セントラルプラザ
5階）で実施

生活相談
０３－５２６１－８６８７

9時から16時半（月曜日から日曜
日、祝日）
＊12月29日から1月3日を除く。

ひとり親家庭の就業相談
（はあと飯田橋（東京しご
とセンター7階）で実施）

就業相談
０３－３２６３－３４５１

9時から16時半（月曜日・水曜
日・金曜日・土曜日）
9時から19時半（火曜日・木曜
日）
＊日祝、12月29日から1月3日を
除く。

ひとり親家庭の養育相談
（はあと（セントラルプラザ
5階）で実施）

養育費相談
０３－５２６１－１２７８
（専門相談については要予
約）

9時半から16時半（月曜日から日
曜日、祝日）
＊12月29日から1月3日を除く。

医療
医療に関する相談窓口です。
相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

■電話相談
０３－５２７２－０３０３

9時から20時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

□来所相談
電話で内容を確認させていた
だいてから、日時などの予約
を受け付ける。

9時から１７時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

東京都ひとり親家庭支援セン
ター　はあと

東京都保健医療情報セン
ター

保健医療福祉に関する相
談
医療機関案内等の情報提
供



高齢者
高齢者に関する相談窓口で
す。

相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

高齢者安心電話

高齢者及びその家族など
を対象とした、福祉・生活・
人間関係など各種の心配
事に対する相談（夜間の
み）

■電話相談
０３－５２１５－７３５０

19時半から22時半（年中無休）

人権
人権に関する相談窓口です。
相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

■電話相談
０３－３８７１－０２１２
０３－３８７６－５３７３
（火曜17時から20時は、０３－
３８７１－０２１２のみ）
□来所相談
予約不要

■電話相談　　□来所相談
9時から12時、13時から17時（月
曜日から金曜日）
＊火曜日は20時まで
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

◆インターネット相談
http://www.tokyo-
jinken.or.jp/soudan/soudan.ht
m
◇FAX相談
０３－３８７４－８３４６
◆手紙・Eメール相談
　[手紙]　〒１１１－００２３
台東区橋場１－１－６
東京都人権啓発センター相談
担当
[Eメール]

０３－５８０８－９６８２

■電話相談　　□来所相談
9時から12時、13時から17時（月
曜日から金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

０３－５８０８－９０１２

■電話相談　□来所相談
9時から12時、13時から17時（月
曜日、水曜日、金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

アイヌの人々 ０３－５８０８－９７１２

■電話相談　□来所相談
9時から12時、13時から17時（月
曜日、火曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

成年後見制度 ０３－６８０２－３３６１

■電話相談　□来所相談
9時から12時、13時から17時（月
曜日、水曜日、金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

高齢者虐待防止 ０３－６８０２－３３６１

■電話相談　□来所相談
9時から12時、13時から17時（月
曜日、水曜日、金曜日）
＊土日祝、12月29日から1月3日
は休み

　東京都人権啓発センター
特定相談担当　　＊それぞれ
の人権分野に関する相談を、
各分野に詳しい特定相談員
がお受けしています。　　（注）
相談日・時間は変更すること
があります。

同和問題

東京都人権啓発センター　一
般相談担当

人権に関する相談・各種
人権相談機関の紹介



しごと・労働問題
しごと・労働問題に関する相
談窓口です。
相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

東京しごとセンター　総合相
談窓口

□来所面談：予約不要（初回
のみ）
相談場所：千代田区飯田橋３
－１０－３東京しごとセンター1
階
交通案内：JR・地下鉄飯田橋
駅徒歩6分

9時から20時（月曜日から金曜
日）9時から17時（土曜日）
＊日祝、12月29日から1月3日は
休み

東京しごとセンター　多摩総
合相談窓口

□来所面談：予約不要（初回
のみ）
相談場所：国分寺市南町３－
２２－１０東京しごとセンター
多摩
交通案内：JR・西武線　国分
寺駅　徒歩5分

9時から20時（月曜日から金曜
日）
9時から17時（土曜日）
＊日祝、12月29日から1月3日は
休み

東京都労働相談情報セン
ター
（千代田区・中野区・新宿区・
渋谷区・中央区・杉並区・島
しょ）

■電話相談
０５７０－００－６１１０
（東京ろうどう110番）
０３－３２６５－６１１０
□来所面談
０３－５２１１－２３４６
（面談による相談は事前予約
制）

■電話相談
9時から20時（月曜日から金曜
日）
9時から17時（土曜日）
＊日祝、12月29日から1月3日は
休み
□来所相談
９時から１７時（月曜日から金曜
日）
＊土日祝、１２月２９日から１月３
日は休み

東京都労働相談情報セン
ター　大崎事務所
（港区・品川区・目黒区・大田
区・世田谷区）

■電話相談
０３－３４９５－６１１０
□来所面談
０３－３４９５－６１１０
（面談による相談は事前予約
制）

９時から１７時
（月曜日から金曜日）
＊土日祝、１２月２９日から１月３
日は休み

東京都労働相談情報セン
ター　亀戸事務所
（台東区、墨田区、江東区、
足立区、葛飾区、江戸川区）

■電話相談
０３－３６３７－６１１０
□来所相談
０３－３６３７－６１１０
（面談による相談は事前予約
制）

９時から１７時
（月曜日から金曜日）
＊土日祝、１２月２９日から１月３
日は休み

東京都労働相談情報セン
ター　国分寺事務所
（立川市、武蔵野市、三鷹
市、青梅市、昭島市、小金井
市、小平市、東村山市、国分
寺市、国立市、西東京市、福
生市、東大和市、清瀬市、東
久留米市、武蔵村山市、羽村
市、あきる野市、日の出町、
檜原村、奥多摩町）

■電話相談
０４２－３２１－６１１０
□来所相談
０４２－３２１－６１１０
（面談による相談は事前予約
制）

９時から１７時
（月曜日から金曜日）
＊土日祝、１２月２９日から１月３
日は休み

東京都労働相談情報セン
ター　八王子事務所
（八王子市、府中市、調布
市、町田市、日野市、狛江
市、多摩市、稲城市）

■電話相談
０４２－６４５－６１１０
□来所相談
０４２－６４５－６１１０
（面談による相談は事前予約
制）

９時から１７時
（月曜日から金曜日）
＊土日祝、１２月２９日から１月３
日は休み

就業に関する相談・職業
紹介

賃金不払い、解雇問題な
ど労働問題全般



生活安全・犯罪被害
相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間

警視庁生活安全相談セン
ター

家事・民事問題
身近の困りごと相談

■電話相談
０３－３５０１－０１１０
プッシュホン＃９１１０

８時半から１７時１５分（月曜日
から金曜日）
＊土日祝、１２月２９日から１月３
日は休み

警視庁犯罪ホットライン
犯罪被害による心の悩み
相談

■電話相談
０３－３５９７－７８３０
◇FAX相談
０３－３５９２－６８４０

８時半から１７時１５分（月曜日
から金曜日）
＊土日祝、１２月２９日から１月３
日は休み

遺族支援
遺族支援に関する相談窓口
です。
相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間
NPO法人全国自死遺族総合
支援センター（遺族支援）

自死遺族を対象とした相
談

■電話相談
０３－３２６１－４３５０

１１時から１９時（木曜日）

NPO法人グリーフケア・サ
ポートプラザ（遺族支援）

自死遺族を対象とした相
談

■電話相談
０３－３７９６－５４５３

１０時から１８時（火曜日、木曜
日、土曜日）


