
分類 相談内容 相談窓口名称 電話番号 相談時間

ホッとサポートふくい
（福井県総合福祉相談所）

26-4400
平日　　9：00～17：00
来所相談は要予約

坂井健康福祉センター 73-0600 平日　　9：00～17：00

ひとりで悩んでいませんか？気軽に相談してみ
ませんか

坂井市　健康増進課
こころの相談会（予約制）

（予約電話）
50-3067

月2回開催
（坂井市ホームページ参
照）

三国地域包括支援センター 82-1616

丸岡地域包括支援センター 68-1130

春江地域包括支援センター 43-0227

坂井地域包括支援センター 67-5000

妊娠期から出産・子育て期にわたりサポートす
る相談窓口

坂井市
子育て世代包括支援センター

50-3045 平日　　8：30～17：15

妊娠・出産・子育てについてのメール相談
坂井市
子育て相談メール

sukusuku@city.fukui-
sakai.lg.jp

平日　　8:30～17：15

専門スタッフによる個別の発達相談
（未就学児）

坂井市　健康増進課
ひまわり相談（予約制）

（予約電話）
50-3067

月2～3回開催
（坂井市ホームページ参
照）

育児不安や子育ての悩みに対する相談会（未就
学児）

福井県　坂井健康福祉センター
ぺんぎんクラブ（予約制）

（予約電話）
73-0600

月1回開催

児童（１８歳未満）に関するあらゆる問題の相談 福井県総合福祉相談所 24-3654 24時間電話相談

家族から叩かれる、いやなことをされる、子育
ての悩み、環境的な問題で子育てが困難等の
相談

児童相談メール
j-soudan@city.fukui-

sakai.lg.jp
平日　　8:30～17：15

嶺北特別支援学校（知的）
67-0100

（FAX67-0099）
平日時間内

県立ろう学校　　　（聴覚障害）
24-5190

（FAX24-5207）
平日時間内

福井県ひきこもり地域支援セン
ター

26-4400
平日　　9：00～17：00
（来所相談は要予約）

坂井健康福祉センター
福祉健康増進課

73-0660 平日　　9：00～17：00

坂井市自立相談支援機関
（福祉総合相談室）

66-1112 平日　　8：30～17：15

福井県総合福祉相談所 24-6261
平日　　8：30～17：15
毎日　17：15～22：00

坂井市役所　子ども福祉課
（女性のDVや離婚に関する相談）

50-3043 平日　　9：00～17：00

性犯罪・性暴力の被害にあわれた方の相談
（性別問わず相談可）

性暴力救済センター・ふくい「ひな
ぎく」
福井県済生会病院南館1階　よろず
相談外来内

２８－８５０５ ２４時間

男性相談 男性相談員によるＤＶ相談 福井県総合福祉相談所 ０８０－８６９０－０２８７
第１～４水曜日
９：００～１３：００

ひとり親
家庭相談

就業に就くための資格を取得したい、なかなか
職に就けない、教育費や経済上の悩みなどの
相談

坂井市役所　子ども福祉課 50-3043 平日　　9：00～17：00

在住外国人 外国人　生活相談
ふくい外国人相談センター
（福井県国際交流会館１階）

８８－００６２(直通)
２８－８８００(代表)

９：００～１８：００
９：００～２０：００（火・木）
（祝日、第２月曜日以外の
月曜日、年末年始除く）

けいちょう（三国・春江エリア） 97-9226 平日　　8：30～17：15

まるおか　（丸岡・坂井エリア） 66-2215 平日　　8：30～17：15

高次脳機能障害に関する相談

福井県高次脳機能障害支援セン
ター
福井総合クリニック内

21-1300（内線2540） 平日時間内

発達障がい（広汎性発達障がい、学習障がい、
注意欠陥多動障がい等）のある方の相談

福井県発達障がい児者支援セン
ター
　スクラム福井（発達障がい相談）

22-0370 平日時間内

障がい者
相談

障がいのある児童の日常生活、就学、進路につ
いての相談

子どもの
教育

身近な方がひきこもりの状態になったときな
どの相談

ひきこもり・不登校

女性相談

障がい等に関し、日常生活又は社会生活を営む
上でのいろいろな相談

DVで困っている、離婚のこと、家庭内の不和
で悩んでいる等の相談

ひとりで悩んでいませんか？家族のこと、仕事
のこと、学校のこと、心身の不調　など…

こころの
相談

高齢者の方やご家族、近隣に暮らす人の、介護
に関する悩みや問題に対応。その他、健康や福
祉、医療や生活に関することなどの相談

平日 8：30～17：15
高齢者

福祉相談

子育て相談

mailto:sukusuku@city.fukui-sakai.lg.jp#
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難病の方やご家族の方の相談
福井県難病支援センター（難病相
談）

52-1135
平日時間内
平日　　9：00～17：00

難病の子どもの相談窓口
福井県小児慢性特定疾患児童等
自立支援相談所

0120-76-7672
22-0337

平日　9：00～17：00

障がいのある方の就業に関する相談
ハローワーク福井
（一般、障がい者）

52-8155
（FAX52-8165）

平日　　8：30～17：15

障がいのある方の就業に関する相談
ハローワーク三国
（一般、障がい者）

81-3262
（FAX82-4307）

平日　　8：30～17：15

若年（15～39歳）及び40代の無業の方の
就労相談

ふくい若者サポートステーション 21-0311
月～金、第１・３土曜
（祝日、年末年始除く）
9：00～17：00

職場の
メンタルヘルス

メンタルヘルス全般（職場の問題など）・仕事上
の不安（健康不安、病気と仕事の両立など）の
相談

福井産業保健総合支援センター 27-6395 平日　　8：30～17：15

高齢者虐待の相談
坂井市役所　高齢福祉課
（高齢者虐待）

50-3040（平日日中）
66-1500（休日・夜間）

平日　　8：30～17：15
夜間、休日

坂井市役所　子ども福祉課 50-3043 平日　8：30～17：15

福井県総合福祉相談所 ２４‐５１３８ 平日　８：３０～１７：１５

福井県総合福祉相談所（２４時間） ２４‐３６５４ ２４時間

福井県児童相談（２４時間） 189 ２４時間

障がい者虐待の相談
坂井市役所　社会福祉課
（障がい者虐待）

50-3041（平日日中）
66-1500（休日・夜間）

平日　　8：30～17：15
夜間、休日

契約トラブル等消費生活に関する苦情相談
個人情報に関する相談

福井県消費生活センター
（アオッサ７階）

22-1102
9：00～17：00
（祝日、年末年始除く）
オンラインでも受付ていま

契約トラブル等消費者からの相談
坂井市消費者センター
（坂井市役所1階）

50-3029 平日　9：00～17：00

借金の相談
坂井市消費者センター
（坂井市役所1階）

50-3029 平日　9：00～17：00

借金の相談

福井弁護士会
（無料相談会：予約制１件３０分程度
毎週木曜日　10：00～12：00
毎週土曜日　13：00～15：00）

（予約電話）
23-5255

（相談予約受付時間）
平日　9：00～17：00

借金の相談

北陸財務局 多重債務相談窓口
福井財務事務所への出張相談も可
能
（事前予約制：無料）

076-292-7951
平日　9：00～12：00
　　　13：00～17：00

アルコールやギャンブル、浪費、ゲーム依存症、
摂食障害、買物依存などの相談

一般社団法人　ライフトレーニング
福井マインド

89-1560 平日　9：00～17：00

働きたくても働けない、住む所がないなど生活
全般にわたる困りごとの相談

坂井市役所　福祉総合相談室
（生活困窮者自立支援制度）

66-1112 平日　8：30～17：15

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
時の相談、生活活再建までの間に必要な生活
費用の貸付の相談

坂井市社会福祉協議会
（① 緊急小口資金②総合支援資
金）

68-5070 平日　8：30～17：15

20歳未満の児童を扶養している配偶者のない
女子または男子、寡婦等に貸し付けの相談

坂井市役所　子ども福祉課
（母子・父子・寡婦福祉資金貸付）

50-3043 平日　8：30～17：15

「労働問題」、「労働時間、賃金、解雇等」の相談
福井労働基準監督署
（労働時間、賃金、解雇等）

54-7722 平日　8：30～17：15

福井労働局　雇用環境・均等室
（育児・介護休業、セクハラ等）

22-3947 平日　8：30～17：15

福井労働局　総合労働相談コー
ナー
（職場のパワハラ、トラブル等）

22-3363 平日　9：00～17：00

法テラス福井（情報提供） ０５７０‐０７８３４８
平日　9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

コールセンター（情報提供） 0570-078374
平日　9：00～21：00
土　　9：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）

法テラス福井（無料法律相談）
予約制・利用条件あり

０５７０‐０７８３４８ 毎週　火・金　午前

人権に関する相談（同和問題、ハラスメント、高
齢者・障がい者・女性、ＬGBTの人権問題等）

福井県人権センター 29-2111
火～金、第2・4土日
9：00～17：00

借金、離婚、労働などの法的トラブルに関する
相談

（その他）

育児・介護休業、ハラスメント等に関する相談

アルコール・
ギャンブル

生活困窮

労働問題

その他

就業に関する相談

児童虐待の相談虐待相談

消費者相談

多重債務


