
引用：広島県Hｐ

相談窓口名称 相談内容 電話番号等 受付時間
広島いのちの電話 生きるのがつらくなったときの相 ０８２－２２１－４３４３ 24時間対応
精神科救急情報センター 精神疾患の急初や急変 ０８２－８９２－３６００ 24時間対応
県立総合精神保健福祉セ
ンター

０８２－８８４－１０５１

広島県精神保健福祉セン
ター

０８２－２４５－７７３１

相談窓口 電話番号 所管区域
西部保健所 0829-32-1181 大竹市、廿日市市
西部保健所広島支所 082-228-2111 安芸高田市、安芸郡、山県郡
西部保健所呉支所 0823-22-5400 江田島市
西部東保健所 082-422-6911 竹原市、東広島市、豊田郡
東部保健所 0848-25-2011 三原市、尾道市、世羅郡
東部保健所福山支所 084-921-1311 府中市、神石郡
北部保健所 0824-63-5181 三次市、庄原市
広島市中保健センター 082-504-2109 広島市中区
広島市東保健センター 082-568-7735 広島市東区
広島市南保健センター 082-250-4133 広島市南区
広島市西保健センター 082-294-6384 広島市西区
広島市安佐南保健セン 082-831-4944 広島市安佐南区
広島市安佐北保健セン 082-819-0616 広島市阿佐北区
広島市安芸保健センター 082-821-2820 広島市安芸区
広島市佐伯保健センター 082-943-9733 広島市佐伯区
呉保健所 0823-25-3525 呉市
福山市保健所 084-928-3421 福山市

相談窓口 電話番号
竹原市役所 ０８４６－２２－７１５７
三原市役所 ０８４８－６７－６０６１
尾道市役所 ０８４８－２５－７１２４
府中市役所 ０８４７－４７－１３１０
三次市役所 ０８２４－６２－６２３２
庄原市役所 ０８２４－７３－１１５８
大竹市役所 ０８２７－５９－２１４０
東広島市役所 ０８２－４２０－０１８０
廿日市市役所 ０８２９－２０－１６１０
安芸高田市役所 ０８２６－４２－５６１９
江田島市役所 ０８２３－４０－３２４７
府中町役場 ０８２－２８６－３１６１
海田町役場 ０８２－８２３－４４１８
熊野町役場 ０８２－８５５－１７５５
坂町役場 ０８２－８２０－１５０４

市町村の精神保健福祉課では、こころの悩みに関する相談の他、保健や福祉、社会復帰に関する相談など、
身近な問題についての相談に応じたり必要な援助を行っています。

自殺予防対策、精神科救急情報

自死により大切な方をなくされた
方

こころとからだの健康（うつ病などの精神疾患や心身の不調など）
保健所（保健センター）では、地域における精神保健福祉向上を図るため、こころの悩みに関する相談に応じています。



安芸太田町役場 ０８２６－２５－０２５０
北広島町役場 ０８２６－７２－０８５３
大崎上島町役場 ０８２６－６２－０３３０
世羅町役場 ０８４７－２５－０２９０
神石高原町役場 ０８４７－８９－３３３５

法律・経済

相談内容 相談窓口 電話番号 備考

離婚、相続、損害賠償、ク
レジット・サラ金相談等、民
事全般

法廷ラス広島（日本司法支援セ
ンター広島地方事務所）

０５０－３３８３－５４８５
収入・資産が一
定基準以下の
方対象

各種法律相談・クレジット・
サラ金相談、交通事故相
談など

法律相談センター（広島弁護士
会）

紙屋町　０８２－２２５－１６００
ひがし広島　０８２－４２１－００２
１
備北　０８２４－６４－１００８
呉　０１２０－９６９－２１４
福山　０８４－９７３－５９００

有料（相談内容
によっては無料
の場合あり）

一般相談、多重債務相談 広島司法書士会

総合相談センター
０８２－５１１－７１９６
福山総合相談センター
０８４－９２６－４６５４
北部総合相談センター
０８２４－６３－２２１７

一般相談：総合
相談センター、
福山総合相談
センターは原則
1回のみ無料、
北部相談セン
ターは無料　多
重債務相談：各
センターとも一
定の要件に該
当すれば3回ま
で無料

経済問題

相談内容 相談窓口 電話番号 備考
広島県生活センター ０８２－２２３－８８１１

県民相談室

呉　０８２３－２２－５４００
東広島　０８２－４２２－６９１１
尾三　０８４８－２５－２０１１
福山　０８４－９３１－５５２２
北部　０８２４－６２－５５２２

広島市消費生活センター ０８２－２２５－３３００
多重債務相談（各市町）

多重債務やヤミ金の相談
広島弁護士会紙屋町法律相談
センター
（広島弁護士会）

０８２－２２５－１６００ 有料

産業廃棄物の不法投棄事
犯等の環境犯罪に関する
相談、悪質な資金業やヤ
ミ金融に関する相談

環境犯罪・悪質商法相談電話
（県警本部生活環境課）

０８２－２２１－４１９４ 24時間対応

こども
子育て、いじめ、不登校、非行・犯罪被害、児童虐待、こどもの心の専門医療機関

子育て

多重債務等の相談
専門窓口の紹介



相談内容 相談窓口 電話番号 備考

子育てやこども自身の悩
みについての電話相談

子ども何でもダイヤル ０８２－２５５－１１８１
電話相談のみ
（９：００～１７：０
０）

子どもに関する相談
各市町の母子保健相談窓口（各
市町）

各市町の児童家庭相談窓口・母
子保健担当課にお問い合わせく
ださい。

いじめ・不登校
相談内容 相談窓口 電話番号 備考

こころのふれあい相談室
（広島県立教育センター）

０８２－４２８－７１１０

こころの相談室
（福山庁舎第二庁舎内）

０８４－９２５－３０４０

こころの相談室
(北部j教育事務所内）

０８２４－６３－３１４１

適応指導教室（各市町）
各市町の教育委員会にお問い
合わせください。

いじめダイヤル２４
（広島県立教育センター）

０８２－４２０－１３１３
月～日（24時間
対応）

「いじめ」110番
（広島市青尐年総合相談セン

０８２－２４２－２１１０
電話相談（24時
間対応）

広島県青尐年総合相談センター ０８２－２４２－２１１７
呉市青尐年指導センター ０８２３－２５－３５１９
三原市青尐年女性課 ０８４８－６４－７２０１
尾道市教育委員会 ０８４８－３７－２９８３
福山市青尐年センター ０８４－９２８－１０４６
三次市子ども応援センター ０８２４－６５－０２７７
青尐年育成府中市市民会議 ０８４７－４１－８９７７

非行・犯罪被害
相談内容 相談窓口 電話番号 備考
非行、友人関係、親子関
係、学校問題、犯罪被害
など尐年に関する相談

ヤングテレホン広島（広島県警
察本部尐年サポートセンター）

０８２－２２８－３９９３
24時間電話相
談

児童虐待
相談内容 相談窓口 電話番号 備考

広島こども家庭センター

西部　０８２－２５４－０３８１
東部　０８４－９５１－２３４０
北部　０８２４－６３－５１８１
（内線２３１０、２３１１）

所管区域
＜西部＞呉
市、竹原市、大
竹市、東広島
市、廿日市市、
安芸高田市、
江田島市、山
県郡、豊田郡
＜東部＞三原
市、尾道市、府
中市、世羅郡、
神石郡　　＜北
部＞三次市、
庄原市

広島市児童相談所
所管区域：広島
市

いじめ・不登校や反社会
的行動など、思春期の適
応上の問題

養育問題・非行・いじめな
ど、18歳未満児童に関す
る幅広い相談

いじめ・不登校の相談



児童虐待の相談

児童相談所全国共通ダイヤル

この電話番号にダイヤルすれ
ば，発信した地域を管轄するこ
ども家庭センター（児童相談所）
へ自動的に電話が繋がります。

0570-064-000

こどもの人権相談
子どもの人権110番
（広島法務局人権擁護部）

０１２０－００７－１１０

こどもの心の専門医療機関
相談内容 相談窓口 電話番号 備考

広島市こども療育センター ０８２－２６３－０６８３
広島市立舟入病院
（小児心療科）

０８２－２３２－６１９５

広島西医療センター
（小児心身症外来）

０８２７－５７－７１５１

わかば療育園
（小児カウンセリング外来）

０８２－４２８－６６７２

職場
相談内容 相談窓口 電話番号 備考
職番におけるこころの健康 勤労者こころの電話相談 ０８２３－７２－１２５２

広島産業保健推進センター ０８２－２２４－１３６１
メンタルへルス対策支援セン
ター

０８２－２２３－６６１７
（０８２－２２４－１３６１）

地域産業保健センター

呉　０８２３－２２－２３２６
福山　０８４－９２６－９６０１
三原　０８４８－６２－０４６７
尾道　０８４８－２３－２２７７
三次　０８２４－６４－１３１４
広島北　０８２－８７３－７９６０
府中　０８４７－４５－０３１３
佐伯　０８２９－２０－００３２

労働者数50人
未満の事業所
（産業保健ス
タッフ等）からの
相談、及び労
働者やその家
族などから

広島県労働相談センター
（広島県労働福祉課）

０１２０－５７０－２０７

広島県労働相談コーナーふくや
ま

０１２０－５７０－２３７

広島労働局総合労働相談コー
ナー

労働局　０８２－２２１－９２９６
広島中央　０８２－２２１－２４６０
呉　０８２３－２２－０００５
福山　０８４－９２３－０００５
三原　０８４８－２２－４１５８
三次　０８２４－６２－２１０４
広島北　０８２－８１２－２１１５
廿日市市　０８２９－３２－１１５５

女性
家庭問題の相談
相談内容 相談窓口 電話番号 備考

広島県子ども家庭センター ０８２－２５２－８３４１
第１・３木曜日
14:30～１７：００
（予約制）

そのほかの医
療機関につい
てはお近くの保
健所や精神保
健福祉センター
にお問い合わ
せください。

子どもの心の診療

月1回、弁護士
相談（予約制）

過重労働、パワハラなど
労働問題全般

配偶者からの暴力



配偶者からの暴力休日夜間電
話相談

０８２－２５４－０３９９

平日１７：００～
２０：００　　　休
日１０：００～１
７：００

夫婦・家族などの問題 江ソール広島相談コーナー ０８２－２４７－１１２０

心身の悩み
相談内容 相談窓口 電話番号 備考

女性の心身のケア 県立広島病院（女性専用外来） ０８２－２５２－８３４１
第１・３木曜日
１４：３０～１７：
００（予約制）

女性の医学的問題につい
ての　相談

レディーステレホンサービス ０８２－２３２－７３２１
電話相談のみ
（土曜日１４：０
０～１６：００）

薬物・アルコール
相談内容 相談窓口 電話番号 備考

各保健所（保健センター）・支所
県立総合精神保健福祉センター ０８２－８８４－１０５１
広島市精神保健福祉センター ０８２－２４５－７７３１
県健康福祉局保健医療部薬務 ０８２－５１３－３２２１
県警察本部刑事部薬物銃器対
策課

０８２－２２７－４９８９

中国四国厚生局麻薬取締部 ０８２－２２７－９０１１
各保健所（保健センター）・支所
県立総合精神保健福祉センター ０８２－８８４－１０５１
広島市精神保健福祉センター ０８２－２４５－７７３１

ひきこもり
相談内容 相談窓口 電話番号 備考

各保健所（保健センター）・支所
県立総合精神保健福祉センター ０８２－８８４－１０５１
広島市精神保健福祉センター ０８２－２４５－７７３１

ひきこもりの相談
広島市ひきこもり相談支援セン
ター

０８２－９４２－３１６１

広島市在住で１
８歳以上の方、
及び家族の相
談

若者の就業支援
広島地域若者サポートステー
ション　　「若者交流館」

０８２－５１１－２０２９

広島県発達障害者支援センター ０８２－４９７－０１３１
広島市発達障碍者支援センター ０８２－５６８－７３２８

思春期の適応上の問題 広島市青尐年総合相談センター ０８２－２４２－２１１７

介護
相談内容 相談窓口 電話番号 備考
認知症介護や判断能力が
不十分な方の財産管理、
高齢者虐待に関する相談

広島県介護予防研修相談セン
ター

０８２－２５４－３４３４

福祉用具・住宅改修相談 広島県介護予防研修相談セン ０８２－２５４－１１６６
高齢者や家族に対する総
合的な相談・支援

各市町地域包括支援センター

犯罪被害

ひきこもりを含む心身の健
康についての幅広い相談

発達障碍者の相談・支援

配偶者からの暴力

薬物乱用問題

アルコール問題



相談内容 相談窓口 電話番号 備考

犯罪被害・防犯の相談
警察安全相談電話（県警本部警
察安全相談課）

０８２－２２８－９１１０
または
＃９１１０（携帯、デジタルのみ）

犯罪被害の相談 広島被害者支援センター ０８２－５４４－１１１０

地域社会
相談内容 相談窓口 電話番号 備考
生活・福祉に関する困りごと各市町社会福祉協議会

広島県生活センター ０８２－２２３－８８１１

各地域県民相談室

呉　０８２３－２２－５４００
東広島　０８２－４４２－６９１１
尾三　０８４８－２５－２０１１
福山　０８４－９３１－５５２２
北部　０８２４－６２－５５２２

消費生活に関する相談 各市町消費生活相談
各市町の消費生活室、センター
等にお問い合わせください。

行政相談、民事相談、家
事相談、交通事故相談


