
10月 の 相 談 窓 口

※新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載中の相談窓口が中止・延期される場合があります。開催の有無については、各問い
合わせ先に確認ください。

名　称 問い合わせ 内　　容 日・曜 時　間 会　場 相談員
弁護士無料
法律相談 予約は10月１日（木）からの平日午前

８時15分から午後5時までに地域支
援課自治振興係（プラザきくる内☎
35-0925）へ

菊川市民対象の交通事故などの
法律に関する相談
各日５組（先着順）※要予約

第２・３
火曜日

13:30 ～ 16:00
（1組30分程度）

プラザきくる２階
打合室 指定弁護士

司法書士
無料法律相談

相続・不動産登記・成年後見な
どの相談
各日４組（先着順）※要予約

第４水曜日 15:00 ～ 17:00
（1組30分程度）

プラザきくる２階
打合室

司法書士会掛川
地区支部担当司

法書士
犯罪被害者等
支援相談

地域支援課自治振興係
（プラザきくる内☎35-0925） 犯罪被害者等支援に関する相談 平日   8:15 ～ 17:00 プラザきくる２階

地域支援課 担当職員

外国人
住民相談

地域支援課市民協働係
（プラザきくる内☎35-0925）

外国人住民の生活に関する困りご
となどの相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザきくる２階

地域支援課 市相談員

心配ごと相談 社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）

日常生活上の悩みごと、困りごと
に関する相談

１日（木）   9:00 ～ 12:00 プラザけやき
民生児童委員
行政相談委員
人権擁護委員

５日（月） 13:00 ～ 16:00 中央公民館
15日（木） 13:00 ～ 16:00 プラザけやき
20日（火）   9:00 ～ 12:00 中央公民館

結婚相談 社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）

結婚に関する相談
※電話での相談はできません。

２日（金） 18:00 ～ 21:00
（受付は20:00まで） プラザけやき 結婚相談員

18日（日）   9:00 ～ 12:00
（受付は11:00まで）

ひきこもり、
不登校相談

社会福祉協議会
生活困窮者自立相談支援センター

（プラザけやき内☎090-1476-3233）
ひきこもり、不登校に関する相談
情報提供 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

HIV抗体
（エイズ）検査・
Ｃ型肝炎検査

西部保健所地域医療課
（☎0538-37-2253）

エイズに関する検査※要予約
※希望者は梅毒検査・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝
炎検査も受けることができます。

８日（木） 13:30 ～ 15:00 中遠総合庁舎
西館１階検診室

医師
保健師22日（木）  9:30 ～ 11:00

精神保健
福祉総合相談

西部健康福祉センター掛川支所
（☎22-3263）

心の病やアルコール問題に関する
相談※要予約 13日（火） 13:30 ～ 15:00

（30分３枠）
西部健康福祉センター

掛川支所 専門医

行政相談 総務課行政係（☎35-0921） 行政に関する苦情、意見、要望など 随　時 随　時 利用者に応じて決定 行政相談委員
市民活動
相談会

市民協働センター
（プラザきくる内☎35-2220） 市民活動に関する相談 平　日   9:00 ～ 18:00 市民協働センター

（プラザきくる２階）
市民協働センター
スタッフなど

空家相談 都市計画課住宅建築係
（☎35-0957） 空家等に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 市役所本庁３階

都市計画課 担当職員

消費生活相談 消費生活センター
（商工観光課内☎35-0937）

商品や訪問販売など契約に関する
相談 平　日   8:15 ～ 17:00 市役所本庁３階

相談コーナー
担当職員

消費生活相談員
人権相談 みんなの人権110番（☎0570-003-110） 人権に関する相談 平　日   8:30 ～ 17:15 （電話相談） 人権擁護委員
きくがわ
こころの
健康相談

福祉課障がい者福祉係
（相談支援事業所Ｍネット☎28-9716）

こころの悩みや病気のこと、社会
参加などの生活支援の相談
※要予約

平　日   9:00 ～ 16:00 利用者に応じて決定 精神保健福祉士

障がい者相談 福祉課障がい者福祉係
（プラザけやき内☎37-1252） 障がい児・障がい者に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

DV相談 福祉課生活福祉係
（プラザけやき内☎37-1251）

ドメスティックバイオレンス（夫
婦間、パートナーからの暴力）相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

家庭児童相談 子育て応援課こども福祉係
（プラザけやき内☎35-0955） 子育ての悩みに関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 家庭相談員

高齢者
なんでも相談

地域包括支援センター
（プラザけやき内☎37-1120）

介護や高齢者に関する相談 平　日

  8:15 ～ 17:00 プラザけやき

担当職員高齢者総合相談支援センター
和松会（ブランチ）

（家庭医療センター内☎73-1818）
  8:30 ～ 17:00 家庭医療センター

福祉総合相談 社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724） 福祉に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

ボランティア
相談

社会福祉協議会ボランティアセンター
（プラザけやき内☎35-3724）

ボランティアの登録や募集、活動
に関する相談 平　日   8:15 ～ 17:00 プラザけやき 担当職員

子ども健康相談
子育て応援課（プラザけやき内）
母子保健係（☎37-1136）
発達支援係（☎37-1137）

乳幼児の健康や発達に関する電
話相談 平　日   8:15 ～ 17:00 （電話相談） 担当職員

健康電話相談 健康づくり課成人保健係
（プラザけやき内☎37-1112） 成人の健康に関する電話相談 平　日   8:15 ～ 17:00 （電話相談） 保健師

栄養士

教育相談 適応指導教室「このゆびと～まれ」
（中央公民館内☎73-1110）

児童・生徒・保護者の教育相談（不登
校や友人関係など教育全般）※要予約 平　日   9:00 ～ 14:00 中央公民館 教育相談員

教育相談ハロー電話
「ともしび」

県総合教育センター
（☎0537-24-8686） 青少年や保護者の悩み相談 平　日   9:00 ～ 17:00 （電話相談） 相談員

あざれあ
女性相談
男性相談

県男女共同参画センターあざれあ
女性相談（☎053-456-7879）
男性相談（☎054-272-7880）

女性・男性が抱えるパートナーと
の関係、家庭の問題などに関する
相談

女性相談
平日・第2土曜日 ※相談日時はそれぞ

れ異なりますので、
事前に確認ください

（電話相談） 女性の相談員
男性の相談員男性相談

第1・3土曜日

静岡こども
救急電話
相談

静岡こども救急電話相談
（プッシュ回線・携帯電話…♯8000

ダイヤル回線…☎054-247-9910）
子どもが急な病気で心配なとき

平　日 18:00 ～翌朝8:00
（電話相談）

小児科医
保健師
看護師

土曜日 13:00 ～翌朝8:00
休日（日曜日、祝日、年末年始）   8:00 ～翌朝8:00
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