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全
　
　
般

電話 　０７７６－７３－８０２３ ファックス
住所 郵便番号 919-0692
受付日時

Eメール
ホームページ

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

０７７６－７３－５６８８
　あわら市市姫三丁目１－１
　月曜日～金曜日（祝日を除く）　ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５
　chojyu@city.awara.lg.jp　　
 http://www.city.awara.lg.jp/

対象 市民

　　　地　図

受付方法
スタッフ
費用など

[　相談窓口　]
　　随時：保健師による、相談(面接・電話)及び家庭訪問
　　定例：臨床心理士による面接相談(要予約)
[　費用　]
　　無料

　地域における自殺予防対策を強化することを目的に、臨床心理士・保健師
による相談支援事業や自殺予防街頭キャンペーン、地域に出向いての「ここ
ろの健康教室」を実施しています。

　

【交通のご案内】

ＪＲ芦原温泉駅下車　徒歩１０分
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全
　
　
般

電話 ０７７６－７３－８０２０ ファックス ０７７６－７３－５６８８
住所 あわら市市姫三丁目１－１ 郵便番号 ９１９－０６９２
受付日時 月曜日～金曜日（祝日を除く）ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５

Eメール
ホームページ ｈｔｔｐ://www.city.awara.ｌｇ.jp/

対象 市民

〔　相談窓口　〕
　　生活　　随時：面接相談員による、相談(面接・電話)及び家庭訪問

サービス 受付方法 　　障害者虐待　　随時：職員による、相談(面接・電話)及び家庭訪問
概要 スタッフ

費用等
〔　費用　〕
　　無　料

機関PR等 生活に困窮している方の生活相談、就労支援を行います。

障害者虐待および養護者支援に関する通報・相談等の窓口です。

他機関と連携を強化し、適切な相談支援や指導を実施します。

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

fukushi@city.awara.lg.jp

　

【交通のご案内】

ＪＲ芦原温泉駅下車　徒歩１０分
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全
　
　
般

電話 0776-73-8017 ファックス 0776-73-5688
住所 福井県あわら市市姫3-1-1 あわら市役所市民生活課内 郵便番号 919-0692
受付日時 月～金（祝日、年末年始は除く）　　8:30～17:00　

Eメール shimin@city.awara.lg.jp
ホームページ http://www.city.awara.lg.jp/page/shimin/shouhisha01.html

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　あわら市消費者センターでは、商品やサービスに関する相談のほ
か、借金や多重債務の問題でお悩みの方からの相談を随時受け付
けています。
　相談は電話もしくは来所にてお受けしています。
　時間は、祝祭日を除く平日（月～金）の８：３０～１７：００です。
　消費者センターへの相談は無料です。
　ちょっとしたことでもかまいません。広く消費生活に関する相談に応
じさせていただきます。お気軽にご相談ください！
　また、当センターでは出前講座を実施しております。ぜひお声掛け
ください。

・対象について

　原則として、あわら市在住の方が対象です。

・受付方法について

　電話もしくは来所にて受け付けています。

・内容について
　消費生活全般に関する苦情や問合せなどの消費生活における
様々な問題の解決に当たっています。
　借金や多重債務の問題でお悩みの方の相談も随時受け付けて
おり、無料法律相談等の紹介も行っています。

・費用について
　消費者センターへの相談は無料です。

【交通のご案内】

ＪＲ芦原温泉駅下車　徒歩１０分
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全
　
　
般

電話 ファックス
住所 郵便番号 919-0621
受付日時

Eメール
ホームページ

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

地　　　　図

問い合わせ

　

0776-73-2253

http://www.awara-shakyo.or.jp

0776-73-4542
あわら市市姫二丁目31番6号
毎週月曜日もしくは水曜日　13時から16時まで　市姫荘または百寿苑で開設
awara-shakyou@violin.ocn.ne.jp

　

【交通のご案内】
ＪＲ芦原温泉駅下車　徒歩１５分

京福バス

　　金津水口バス停　　徒歩５分

自動車
　　金津小学校前交差点南へ
　　８０メートル

「心配ごと相談」
あわら市民の方で日常生活上の心配ごとがありましたら、ご相談いた
だくことができます。

開設時間中は随時受け付けています。

研修を受けた民生委員児童委員が相談員として対応します。
費用は無料です。

日常生活上のことから家族や経済問題など様々な問題、悩みについ
てご相談いただくことができます。また、どこに相談に行けばよいか分
からない時もご利用ください。
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全
　
　
般

電話 0776-50-3067 ファックス 0776-66-2940
住所 坂井市坂井町下新庄1-1 郵便番号 919-0592
受付日時 月曜日～金曜日（祝日を除く）　AM8：30～PM5：15

Eメール kenkou@city.fukui-sakai.lg.jp
ホームページ http://www.city.fukui-sakai.lg.jp

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

　

健康長寿課は、坂井市役所別館1・2階にあります

問い合わせ

　　　　　　　地　　　　図

　

　
　
　　妊娠・出産・子育ての悩みや、ご自分やご家族の心と体の健康に
　ついて、お電話やメール、窓口でのご相談をお受けしています。
　お気軽にご相談ください。
　
　
　

　

　

【交通のご案内】
 電　　　車：JR丸岡駅から徒歩約5分
 自家用車：
　●国道8号線を利用の場合
　　丸岡一本田中交差点をあわら方面に向
　　かって左折し、道なりに約10分程進む
　●縦貫道路（県道29号線）利用の場合
　　坂井町上兵庫交差点を福井方面に向
　　かって左折し、道なりに約5分程進む
　

赤ちゃんから高齢者の方までの様々な相談を受け付けています。

【子育て　ほっと　メール＆電話相談（AM8：30～PM5：15）】

　妊娠・出産・育児のお悩みなどを保健師や栄養士にメールや電話で相

談できます。

　電話番号：50-3067

　メールアドレス：sukusuku@city.fukui-sakai.lg.jp

【こころの健康相談 （予約制）】

　心の専門、臨床心理士による個別相談とリラクゼーションを行います。

　申込：予約制（電話50-3067）

　費用：無料

　受付時間・日程・会場については、3月配布予定の健康カレンダーを

　ご覧ください。

　「広報さかい」でもお知らせしていきますのでご確認ください
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全
　
　
般

電話 0776-50-3041 ファックス
住所 郵便番号 919-0592
受付日時

Eメール
ホームページ

サービス

概要

http://www.city.fukui-sakai.lg.jp

対象
　精神障害者の方が安心して在宅生活を送ることができるよう、必要に
応じて障害福祉サービスの申請受付を行っています。

【申請内容】
　自立支援医療(精神通院）、精神障害者保健福祉手帳、重度障害者
医療費助成事業、福祉タクシー助成事業、障害福祉サービスなど、さ
まざまな障害者の支援サービスを提供しています。

　　　※申請にかかる費用は、無料です。

問い合わせ

0776-68-0324
坂井市坂井町下新庄1-1
月曜日～金曜日（祝日を除く）　AM8：30～PM5：15
fukushi@city.fukui-sakai.lg.jp　　

受付方法
スタッフ
費用など

障害のある方の日常生活または、社会生活を営む上でのいろいろな問
題について、相談に応じ、助言を行います。(坂井市の委託事業です）

　サポートセンターかすみ　坂井市丸岡町女形谷59-17　66-0930
　相談支援事業所さかい　 あわら市高塚41-13　　　　　　73-2800

【申請受付・相談窓口】
　各総合支所福祉課でも申請受付、相談対応しています。
・三国総合支所福祉課　坂井市三国町中央1-5-1           82-8903
・丸岡総合支所福祉課　坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1　68-0805
・春江総合支所福祉課　坂井市春江町随応寺17-10        51-9404

社会福祉課は、坂井市役所1階にあります。

機関PR等

　

【交通のご案内】
 電　　　車：JR丸岡駅から徒歩約5分
 自家用車：
　●国道8号線を利用の場合
　　丸岡一本田中交差点をあわら方面に向
　　かって左折し、道なりに約10分程進む
　●縦貫道路（県道29号線）利用の場合
　　坂井町上兵庫交差点を福井方面に向
　　かって左折し、道なりに約5分程進む
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全
　
　
般

電話 0776-50-3030 ファックス 0776-68-0324
住所 坂井市坂井町下新庄1-1 郵便番号 919-0592
受付日時 月～金曜日9：00～17：00

Eメール shimin@city.fukui-sakai.lg.jp
ホームページ http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/

対象 　坂井市民

受付方法 　来所・電話・ファックス・メール等

費用等 　無料

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

　　坂井市消費者センターでは、市民の消費生活にかかわる
　相談をお受けしています。
　　商品の購入やサービスの提供に関してトラブルが生じた
　場合に、消費者の相談に応じ、解決のためにアドバイスを
　します。
　　また、広く消費生活に関する相談にも応じます。

　

【交通のご案内】

　　ＪＲ丸岡駅より徒歩　約１０分
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全
　
　
般

電話 0776-68-5070 ファックス 0776-67-2950
住所 坂井市丸岡町八ヶ郷21-7-1 郵便番号 910-0224
受付日時 月曜～金曜（祝祭日除く）　AM8：30～PM5：30

Eメール sakaicityshakyo@lake.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.sakaicityshakyo.jp/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　地域福祉推進のために様々な業務を行っています。

ふくしのまちづくり事業
　　地域での困りごとの早期発見・対応・予防を目指すために見守り体制を構築
しています。ほぼすべての区に福祉委員を設置しています。
ボランティア・市民活動センター事業
　　ボランティアの普及啓発に努めています。「ボランティアをお願いしたい」「ボ
ランティアしたい」を調整したり、活動に役立つ講座などを開催しています。
市からの受託事業
　　市民ひとりひとりの生き生きとした生活を支えます。
　　（楽楽介護塾、家族介護者支援事業、高齢者いきがいサロン　等）
自主事業
　　公的サービスでは対応できない隙間サービスを実施しています。
　　（移送サービス、施設入浴サービス　等）

＜総合相談事業＞

　各種相談　※費用は無料です。時間等はお問い合わせください。

　　・無料法律相談　月４回ずつ実施　（予約制）

　　　　相談員：福井弁護士会所属の弁護士

　　　　開催時間：13：00～16：00　一人20分

　　・心配ごと相談　月４回ずつ実施

　　　　相談員：民生委員児童委員

　　　　開催時間：13：00～16：00
　問題解決に向けた取り組み

　　・福祉サービス利用援助事業

　　　　日常的な金銭管理や福祉サービスの利用等に不安のある人を支援します

　　・生活福祉資金貸付事業

　　　　低所得者の経済的支援及び自立を目的に資金の貸付を行います

＜介護保険・障害者支援＞

　　・介護保険の相談や計画作成、障害者の自立した生活を支援します

　　　　（介護保険の相談）　　坂井市社協ケアプランセンター　　℡　0776‐67‐5180
　　　　（障害に関する相談）　坂井市社協三国希望園　℡　0776‐82‐2365

　　　（障害者日中一時支援）　れんげキッズ ℡ 0776‐81‐2305

【交通のご案内】
＜坂井市社協本部＞
ＪＲ　　　　丸岡駅下車　　車で15分
自動車　 北陸自動車道
　　　　　　 丸岡IC　10分
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全
　
　
般

電話 ０７７６－９７－８９９１ ファックス ０７７６－９７－８９９１
住所 福井市和田中町３３－５７　東和ビル３F 郵便番号 ９１８－８２３５
受付日時 月曜日・木曜日・土曜日の9時から17時

Eメール info@okamotokatsumi.com
ホームページ http://okamotokatsumi.com/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　アシストでは、問題に対する関わり方や、行動の仕方を変えることで、問題の
解決を目指します。最初は、どうしていいかわからない。自分ではどうしようもな
いと、悲観的になっておられる方も、少しづつできることを見つけて、良くなってい
くことが多いです。
　今ある問題を解決しながら、問題を解決する方法を、身に付けていただきます
ので、今後、問題が再発した時や、別な問題を抱える時にも、その方法を使って
解決できる可能性が高まります。
　進め方や、相談を行う頻度などは、あなたの事情に応じて、柔軟に対応できる
のも、アシストの特徴です。いつまでにこうなりたいという目標が明確なら、その
ように進めますし、時間を掛けてもいいからゆっくり進めたいとご希望なら、その
ように進めることもできます。
　病院やクリニックなどの医療機関との連携が必要なこともあります。私は、県立
病院の経験が長いので、県内の多くの精神科医の先生方と一緒に仕事をしてま
いりました。その点で、協力関係もとりやすくなっております。
　今年は、子育てに関する講座も積極的に行い、子育てのストレス軽減を図りま
す。

対象：
　うつ病や不安障害で、医療機関の薬物療法だけでは、充分な改善が得
られない方を、主な対象としております。
　・抗うつ薬の服用で、気分の落ち込みは改善したが、以前のように家事
ができない。

　・不安が強くなると、頓服で対処しているが、外出はできない。

　・不潔恐怖で手洗いを繰り返してしまう。

　こういった困りごとを抱えている方には最適です。

受付方法：
　まず、メールでご連絡いただくと、ありがたいです。折り返しの簡単な助
言で済むことも多いです。お電話は出張相談などで出られないことが多い
です。メッセージを残していただけば、折り返しお電話差し上げます。

スタッフ：

　通常は臨床心理士1名で対応しています。

費用等：

　1回（45分～50分）で、8,000円です。初回は延長することが多いです。料
金の追加請求はありません。お時間だけ余裕を持ってお越しください。

【交通のご案内】

公共交通

JR福井駅前バス乗り場より「大野線」で「済

生会病院」下車、徒歩約３分です

自家用車

福井市街からは、国道158号線で大野方面
へ向かい、済生会病院入口の次の信号を
左折。大野福井インターから158号線を福
井市街方面へ向かい、和田中神明交差点
を右折。
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全
　
　
般

スクッァフ話電

５１５８－０１９号番便郵所住
受付日時

Eメール
ホームページ

対象
サービス 受付方法

概要 スタッフ
費用等

機関PR等

★もよりの警察署でも相談をお受けしています【交通のご案内】

地　　　　図

問い合わせ

警察相談　＃９１１０（短縮ダイヤル）
専用電話　０７７６－２６－９１１０

福井市大手３丁目１７－１

　電話：２４時間　　　面接：　平日　８：３０～１７：１５

　http://www.pref.fukui.jp/kenkei/

　JR福井駅から徒歩10分

坂井市三国町緑ケ丘4-15-40

（０７７６） ８２－０１１０
坂井西警察署

坂井警察署

（０７７６） ７３－０１１０

あわら市井江葭35-103

（０７７６） ６６－０１１０

坂井市丸岡町笹和田２字9-1

あわら警察署

警察本部及び各警察署では、犯罪などによる被害の未然防止
に関する相談、その他県民の安全と平穏についての相談に応じて
います。
　　ストーカー、DV、性的犯罪等の女性特有の相談については、希
望により女性職員が対応します。

　対象：誰でも

　　電話：２４時間　　面接：平日　８：３０～１７：１５

　　スタッフ：警察官又は警察総合相談専門員
　　　　　　　（警察安全専門員）

早目の相談が大切です
ので一人で悩まないで
ネ。
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全
　
　
般

電話 0776-73-0609（福祉健康増進課直通） ファックス 0776-73-0763
住所 あわら市春宮2丁目２１－１７ 郵便番号 919ー0632
受付日時 月曜日～金曜日 AM　8：30　～　PM　5：15

Eメール ｓ-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
ホームページ http://info.fukui..jp/fukushi-s/sakai-hwc/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

　

問い合わせ

＜精神保健事業＞
社会が複雑多様化し、ストレスが多い生活の中で、こころを病む人が
増えています。健康福祉センターでは、住民の方々の‘こころの健康を
守る’ための仕事をしています。
　
＊こころの健康相談
　　次のような時はお気軽にご相談ください。
　　　・自分自身に悩みや不安があるとき
　　　　（イライラする、気分がしずんで何もする気がしない、眠れない
　　　　　など）
　　　・家族や近所の人の行動について気になることがあるとき
　　　　（意味不明のことをいうなど）
　　定例精神保健相談･･精神科医師による相談（必要に応じて訪問）
　　　毎月第１・３木曜日　１４：３０～（予約制）
　　保健師による相談･･　随時、電話、面接、訪問
 
　　　 ※費用は無料です。　秘密は厳守します。

【交通のご案内】
　JR　　　　　　芦原温泉駅下車    徒歩10分
　自動車　　　北陸自動車道
　　　　　　　　　金津IC約15分　丸岡IC約25分

　精神保健福祉に関する次の業務も行っています。

　＊普及啓発活動・・・一般住民の方を対象に「こころを元気にする講座」
　　　　　　　　　　　　　　「精神保健福祉ボランティア養成講座」などを開催
　＊グループ活動の支援・・・すぎなの会（精神保健福祉ボランティア）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悠々福祉家族会（精神家族会）
　＊関係機関の連絡会・・・坂井地区不登校引きこもり連絡会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂井地区自殺予防対策連絡会
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全
　
　
般

電話 ０７７６－３０－０７７１ ファックス ０７７０－３０－０００２

住所 郵便番号 ９１０－０００５

受付日時 平日　１０：００～１５：００
Eメール ＫＹＶ０１３３４＠ｎｉｆｔｙ．ne．jp

ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．fｕｋｕｉｓｈｉｈｏ－ｓｈｏｓｈｉ．oｒ．jｐ

対象 　自殺リスクを抱えた人々、自死遺族、自死予防に関する関係機関スタッフ

受付方法 　総合相談センター

スタッフ 　司法書士会会員

サービス
概要 費用 　無料

機関PR等 　司法書士は、多重債務や相続、高齢者・障害者の財産管理、不動産や
　会社関係の仕事を通して、自殺リスクを抱えた人々、あるいは、自死遺族の
　人々に接する機会が多い。

　上記の分野を司法書士の専門性を活かし、問題の解決、関係機関との
　連携を図りたい。

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

福井市大手３丁目１５－１２
フェニックスビル５Ｆ

　

【交通のご案内】
 福鉄電車
　仁愛女子高駅　　　（徒歩４分）

京福バス・福鉄バス
　裁判所前停留所 　（徒歩１分）
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般

電話 0776-28-1700 ファックス 0776-28-1701
住所 福井市宝永３丁目８番１号福井県警察本部葵分庁舎郵便番号 910-0004
受付日時 月～金　9：00～17：00（祝祭日を除く）

Eメール boutsui@kore.mitene.or.jp
ホームページ http://kore.mitene.or.jp/~boutsui/

対象 ・暴力団員による不当な行為に関する相談
・暴力団員による不当な行為の被害者への救済支援
・暴力団から離脱する意志を有する者への相談

受付方法 月～金　9：00～17：00 (祝祭日を除く)
毎週金曜日午後　弁護士による無料法律相談（要予約）
暴力追放相談ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　0120-214-893

スタッフ 常勤相談委員（警察ＯＢ・男性３名）
サービス 非常勤相談委員（弁護士・男性２０名）

概要
費用等 無料

機関PR等

広報啓蒙活動 
暴力追放県民大会の開催　パンフレット、機関紙、ポスター等作成配布 

暴力追放相談活動 
暴力追放相談(月～金 除土日祝日)、弁護士による無料法律相談 

講習・研修活動 
公安委員会委託を受け、不当要求被害防止のための講習を実施

地域・職域支援活動
地域・職域で活動している暴力追放組織を支援 

少年保護援助・社会復帰活動 
暴力団から少年を守るための少年指導員研修および暴力団組織からの離脱者に対する

社会復帰支援 

被害者救済活動 
組事務所撤去等の無利子貸付事業や暴力団による被害に対しての見舞金支給事業 

問い合わせ

　

当センターは、警察ＯＢの暴力追放相談員が常駐し、警察・弁護士会と連
携をしながら、刑事・民事両面で解決を図る「相談の駆け込み寺」です。

　

【交通のご案内】

福井駅より徒歩１０分

暴力追放センター

県警葵分庁舎内
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般

スクッァフ話電
住所 永平寺町松岡兼定島4-1-1 郵便番号 910-1195
受付日時

Eメール counsel@fpu.ac.jp
ホームページ

■家族・性格・仕事・学校のことなど精神衛生上のこと､及び、心身の不調
■発達障害への対応
■障害をもつ人の自立生活支援（福祉的対応）
■幼児・児童の場合、保護者の方が中心です。
■保護者のみの相談も受け付けています。

サービス
概要

  住所、電話番号、相談したい内容を明記してください。
受付方法
スタッフ   との間で決めさせていただきます。
費用など ■費用は無料です。

■電話による相談は行っておりません。
■スタッフ：５名（発達障害、臨床心理、精神保健福祉、身体障害者福祉、
　社会福祉）

問い合わせ

対象

機関PR等

さまざまなこころの悩みを抱えた一般の方、発達障害児への対応で悩む学校
の先生方や保護者の方､福祉的支援を必要とする障害をもつ方を対象に、心
理・教育・福祉相談を行っています。本学専任の教員が、問題の解決に向け
て一緒に考えていきます。お気軽にご相談下さい。

Eメールでの受付は常時。電話受付は木曜日のみ行っています（10時～12時）

(0776)61-6000内線4157（必ず内線番号を告げて下さい）

■相談は予約制です。電子メールまたは電話で相談の予約を受付しています。
■メールで申し込みをされる場合は，メール文中に申し込みをされる方の氏名、

■具体的な相談日時は、相談申し込み後、相談を依頼された方と相談担当者

【交通のご案内】

乗用車でお越しの方
JR福井駅前より約２０分
北陸自動車道　福井北I.Cより約１０分

バスでお越しの方
JR福井駅前市内バスのりば　10番27系統、
11番 33・34・35・37系統
大学病院線「県立大学」下車
（所要時間約30～35分）
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般

電話 ０７７６－２９－２１２９ ファックス ０７７６－２９－２１２９
住所 郵便番号 ９１０－０００６
受付日時 水～土曜の１０：００～２０：００まで開業

Eメール ｆｕｋｕｉ＠ｃｂｔｃｅｎｔｅｒ．jｐ
ホームページ ｈｔｔｐ：//ｃｂｔｃｅｎｔｅｒ．jｐ/

学生、保護者、会社員など問いません。
対象 やる気がでない、落ち込む、先々のことが心配、他人の目が気になる。

考えを切り替えられない、不眠、頭痛、腹痛、嫌な記憶がよみがえる。
学校や職場にいけないなど。

サービス 電話０７７６－２９－２１２９
概要 受付方法 ｈｔｔｐ：//ｃｂｔｃｅｎｔｅｒ．jｐ/　内のＥメール申込みフォーム

ｆｕｋｕｉ＠ｃｂｔｃｅｎｔｅｒ．Ｊｐ

臨床心理士、認定行動療法士が１名（女）
専門行動療法士、産業カウンセラーが１名（男）

スタッフ ※後者は、専門家に対するスーパーバイズのみ
両者とも、精神科や公的相談機関に勤務してきた医療系の
カウンセラーです。

費用等 初回１３，６５０円
２回目以降５，２５０円／５０分、３，１５０円３０分

主に認知行動療法を行います。
こころのダメージから、身を守り　回復する手段を提供しています。
また、自分の力で健康を維持できるような仕組みを作り出すお手伝いを

機関PR等 行っています。
主治医の紹介で、精神科・心療内科に通院服薬されながら通われる方も
おられます。
しかし、診断、投薬など医療行為にあたることはできません。
必要に応じて医療機関に紹介状を書き、御紹介させていただきます。
県内いくつかの企業にお勤めの方は、助成制度を使うことができます。
詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

　

福井市中央２丁目１－４１　Ｒ・Ｋ山崎ビル２Ｆ
　

【交通のご案内】
①お車　JR福井駅や北の庄の付近です。住
所やホームページ内の地図をご確認下さい。
駐車場は近くのコインパーキングをご利用下
さい。

②電車　JR北陸本線またはえちぜん鉄道福
井駅にて下車。西口を出て左手に進む。福井
駅を後ろにして足羽川方面に歩き、和菓子屋
飛嶋の向かいのビルです（徒歩３分）
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般

電話 ファックス

住所 郵便番号
受付日時
ホームページ

対象
サービス 受付方法
概要 スタッフ

費用等

　

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/top.html

問合せ

0570-003-110（最寄りの法務局につながります。） 0776-26-9777
福井市春山１－１－５４春山合同庁舎６階 910-8504
８：３０～１７：１５（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

　

　福井地方法務局では，法務大臣から委嘱された人権擁護委員と
協働して国民の基本的人権を守るため，人権相談，人権侵犯事件
の被害者を救済する人権救済，人権尊重思想の普及・高揚を図る
人権啓発など人権全般に関する事務を行っています。
　また，武生・敦賀・小浜の各支局でも人権に関する事務を取り
扱っています。

学校でのいじめや体罰，児童虐待などの子どもに関する人権問題
０１２０－００７－１１０（子どもの人権１１０番）

夫からのDVや職場におけるセクハラなどの女性に関する人権問題
０５７０－０７０－８１０（女性の人権ホットライン）

インターネット上で氏名及び住所等をさらされたなどの諸々の人
権問題
０５７０－００３－１１０（みんなの人権１１０番）

人権相談は無料で，秘密は厳守します。

【交通のご案内】
JR北陸線「福井」駅下車　徒歩１５分
北陸自動車道「福井」インター出口から車で１５分
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般

電話 ０１２０－７８３－８９２ ファックス ０７７６－８８－０８２０
住所 福井市宝永3丁目８－１　旧葵会館 郵便番号 ９１０－０００４
受付日時 毎週　月～金曜日　１０：００～１６：００

Eメール info@fvsc.jp
ホームページ http://www.fvsc.jp/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　

　当センターは事件、事故等の被害者や、その家族、遺族に対して
精神的支援や付き添い支援等の活動を行います。
　また、広報啓発活動を通じて、社会全体の被害者支援意識を高
め、被害者等の回復を早めたり、二次被害防止に取り組んでいま
す。
　こうした活動を通じて、安全で犯罪のない社会を目指しています。

対   象   ：事件、事故等の被害者やその家族、遺族

受付方法：電話相談  　月～金曜日　１０：００～１６：００
　　　　　　 面接相談　　随時

スタッフ　：相談員、事務局員

費    用  ：無料

【交通のご案内】

 JR福井駅より徒歩10分

 京福バス　福井駅前乗り場　1　より
「郷土歴史博物館」下車

(公）福井被害者支援

ｾﾝﾀｰ

県警葵分庁舎内
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般

電話 0776-23-5255 ファックス 0776-23-9330
住所 福井市宝永４丁目3-1　三井生命ビル７階 郵便番号 914-0004
受付日時 月曜日～金曜日　午前９時から午後５時

Eメール info@fukuben.or.jp
ホームページ http://www.fukuben.or.jp/

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

　

　弁護士会では次の無料法律相談も行っております。
　お気軽にお問い合わせください。

　【交通事故無料相談】　毎週火曜日・金曜日　９時～１１時３０分(予約制)

　【多重債務無料相談】　毎週木曜日・土曜日　１０時～１２時(予約制)

   【高齢者対象無料電話相談(65才以上対象)】　毎週月曜日　１５時３０分～１７時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予約不要　相談用電話番号　0776‐29‐7180
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0776‐23‐5288
　　相談の予約・お問い合わせは、０７７６－２３－５２５５

　　住所　福井市宝永４－３－１　三井生命ビル７階

交通事故、離婚、遺産相続、会社のトラブル、債権回収、多重債務などで

お困りでしたら、お気軽に弁護士に御相談下さい。

法律相談の申込みは、すべて予約制です。

予約・お問い合わせは、電話０７７６－２３－５２５５

　

・本庁有料相談　　会場　福井弁護士会　福井市宝永４－３－１

　　　　　　　　　　　　毎週水曜日　１４時～１７時　相談料３０分５，０００円

・丹南法律相談　　会場　センチュリープラザ　越前市府中１－２

　　　　　　　　　　　　毎週火曜日　１４時～１７時　相談料３０分５，０００円

・嶺南法律相談　　会場　プラザ萬象　敦賀市東洋町１－１

　　　　　　　　　　　　毎週金曜日　１４時～１７時　相談料３０分５，０００円

・弁護士紹介　　　　会場　担当弁護士事務所
　　　　　　　　　　　　毎週月曜日～土曜日　相談料３０分５，２５０円

【交通のご案内】
・福井鉄道福武線　で
　　「仁愛高校」下車　徒歩５分

京福バス　大学病院線(開発口経由)、福井
病院藤島線等で「裁判所前」下車　徒歩３分
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般

電話 ０５０－３３８３－５４７５ ファックス ０７７６－２２－０３５４
住所 福井市宝永4-3-1三井生命福井ビル2階 郵便番号 910-0004
受付日時 平日午前９時から午後５時

Eメール
ホームページ http://www.houterasu.or.jp/

・情報提供・・対象　 どなたでも
受付 電話、面談。予約不要。

スタッフ 相談員が対応。
対象 費用 無料

受付方法
スタッフ
費用等

･法律相談・・対象 収入・資産が一定の基準以下の方

サービス 受付 要予約。

概要 対応 弁護士

費用 無料

　借金・離婚・相続・労働問題・犯罪被害など、法的なトラブルでお悩みの

機関PR等 場合は法テラスへお問合せください。相談員が、解決に役立つ法制度や

相談窓口をご案内します。

　収入・資産が少ない方は、弁護士・司法書士の無料法律相談が受けら

れます。また、収入・資産が少ない方が弁護士・司法書士に解決を依頼す

る場合は、弁護士費用・司法書士費用を立て替えます（無利息）。

（費用の立替は審査有り）

問い合わせ

　

　

 

【交通のご案内】
・ＪＲ福井駅から徒歩１５分
・京福バス「裁判所前」停留所から徒歩１分

裁判所
三井生命
福井ビル

順化小学校
フ

ェ
ニ

ッ
ク
ス
通
り

法テラス

さくら通り
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スクッァフ話電
号番便郵所住

受付日時
Eメール

ホームページ

受付方法
スタッフ
費用など

サービス
概要

問い合わせ

機関PR等

（０７７６）２６－７１００
福井市大手３丁目7-1繊協ﾋﾞﾙ2F
月～金曜日　8:30～17:15

　　学校のこと、家族のこと、仕事のこと、自分自身のこと、心身の不調などの

（０７７６）２６－７３００

＊こころの相談（０７７６－２６－４４００）

＊ストレスチェックでは、心身不調の早期発見、予防を図ります。
＊依存症を考えるセミナーでは、当事者同士、家族同士の話し合う場があります。

＊アルコール依存症などのセミナー：病気についての理解と対応を学びます。

９１０－０００５

kokoro-c@pref.fukui.lg.jp
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokoro-c/index.html

さまざまなライフステージの相談に対応しています。

　　相談に応じます。

＊ストレスチェック＆セミナー：上手な付き合い方を学びます。

＊来所相談は予約制（9:00～16:00）です。電話等で申し込みください。
＊ひきこもりの本人の会では、所外体験学習もあります。

　　ご本人の相談だけでなく、ご家族の相談などにも対応しています。
　　気軽にご心配や困っていらっしゃることなどについて相談ください。

＊費用は無料ですが、体験学習の負担金が生じることもあります。
＊スタッフは、医師、保健師、心理士、精神保健福祉士等が相談に応じます。

対象

　　＊詳しくは、ホームページをご覧ください。

＊ひきこもり…フリースペース（火・木）、本人の会、親の会など交流を図ります。

　相談内容をはじめ個人情報は固く守ります。

　　ご相談以外にも
　　一般の方や関係機関の方に対し、精神保健福祉についての情報提供や
　　こころの健康づくりや地域精神保健福祉活動の推進に努めています。


