川崎市相談窓口一覧
〜 解決の近道を一緒に探しましょう！〜

令和元年８月
市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

1 法律･生活全般
番号
1

2

3

4

5

6

相談名
市民相談

相談内容
実施場所
相談の総合案内、日
常生活の困りごとな 各区地域振興課
ど

問い合わせ先等

相談によって実施場所･日時が異なります。
詳細は実施区役所の地域振興課までお問合せください。
各区地域振興課 ※予約制の弁護士相談と、認定司法書士相談(予約制)については、サンキューコールか
不動産、金銭トラブ (※予約制は、幸 わさき(電話 044−200−3939)で予約を受け付けます。
ル、損害賠償、相
区・高津区･多摩 ･川崎区役所地域振興課相談情報担当
弁護士相談
続、親族、契約、債 区・麻生区のみ。 電話 044-201-3135 FAX 044-201-3295
務整理など
但し、幸区・麻生区 ･幸区役所地域振興課相談情報担当
は予約制のみ。) 電話 044-556-6608 FAX 044-555-3130
･中原区役所地域振興課相談情報担当
電話 044-744-3153 FAX 044-744-3346
相続、遺言、成年後
･高津区役所地域振興課相談情報担当
見、不動産登記と手
司法書士相談 続などの相談、その 各区地域振興課 電話 044-861-3141 FAX 044-861-3103
･宮前区役所地域振興課相談情報担当
他くらしの問題に関
電話 044-856-3132 FAX 044-856-3280
することなど
･多摩区役所地域振興課相談情報担当
電話 044-935-3143 FAX 044-935-3391
司法書士相談に加え
･麻生区役所地域振興課相談情報担当
認定司法書士 民事に関する紛争
相談
(ただし、140万円以 各区地域振興課 電話 044-965-5119 FAX 044-965-5201
(予約制)
下のものに限る。)に
そのほか、川崎県民センターにも相談窓口があります。
関することなど
日時などの詳細は県民センターまでお問合せください。
･弁護士相談(予約制)
行政書士の相 遺産分割協議書、遺
･行政書士相談
続･遺言･成年後 言書、任意後見契約 各区地域振興課 ･宅地建物に関する相談
見相談
書などの書き方
･税理士相談(予約制)
川崎県民センター 県民の声･相談室
幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館2階
国の行政機関等の
行政相談
業務に対する意見･ 各区地域振興課 電話 044-549-7000 FAX 044-549-7222
要望など
税理士税務相
談
(予約制)
(※1)

税金の計算方法、申
告内容や申告手続 各区地域振興課
など

9

交通事故相談
(弁護士)
(予約制)

損害賠償、保険手続
弁護士相談(予約受付) サンキューコールかわさき 電話 044-200-3939
中原区地域振興課
き、示談方法など
相談時間 毎月第3火曜(祝日を除く) 13:00〜16:00

10

交通事故相談
(専門相談員)

損害賠償、保険手続
高津区役所地域振興課相談情報担当 電話 044-861-3141
高津区地域振興課
き、示談方法など
相談時間 月〜金(祝日･年末年始を除く) 10:00〜12:00、13:00〜16:00

11

犯罪被害者等
支援相談

犯罪被害に関わる相 市民文化局地域安 市民文化局地域安全推進課 電話 044-200-2305
談、支援情報の提供 全推進課
相談時間 月〜金(祝日･年末年始を除く) 9:00〜17:00

12

消費生活相談

･消費者行政センター:面接･電話相談 電話 044-200-3030
相談時間 月〜金(祝日･年末年始を除く) 9:00〜16:00
商品･サービスの購
土
(祝日･年末年始を除く) 10:00〜16:00
消費者行政セン
入、契約、品質、安
※金は電話相談のみ19:00まで受付
ター、中原区･高津
全性に関する疑問や
※土は電話相談のみ受付
区･多摩区役所
トラブル
･区役所出張相談：予約制 電話 044-200-3030
相談時間 中原区役所(金)･高津区役所(火)･多摩区役所(月) 各9:00〜16:00
※前日(相談日の月〜金)16:00までに消費者行政センターへ予約

13

個人情報保護
相談

個人情報の取扱い
について

14

市内在住･在勤の方
動物健康電話
を対象とした動物の
相談
飼い方、病気、しつ 川崎市獣医師会
(アニマルフレン
けなどの相談専用ダ
ドコール)
イヤル

7

8

※1 税理士による税務相談は、平成30年4月相談分から予約制となりました。
サンキューコールかわさき(電話 044−200−3939)にて予約を受け付けます。
(予約受付は希望日の2カ月前の1日から)
※2 税務相談員は、主に市税に関する部署に携わった経験のある市職員OBです。(予約
税務相談員によ 税金に関する基礎的 各区市税証明発行 は不要です。)
る税務相談(※ な知識や申告窓口 コーナー(中原区の
日時などの問合せ先につきましては、相談番号1〜6をご覧ください。
2)
の案内など
み地域振興課)

総務企画局行政情 総務企画局行政情報課(情報公開担当)
報課(情報公開担 電話 044-200-2107 FAX 044-200-3751
当)
相談時間 原則第1･3水 14:00〜16:00 事前申込制
･平日昼間:電話 044-744-1482
(相談日 月〜金(祝日･年末年始を除く)
受付時間 10:00〜12:00、13:00〜16:00)
･毎日夜間:電話 044-819-8571
(相談日 毎日 受付時間 21:00〜02:00)
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

1 法律･生活全般(続き)
番号

15

16

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
※来所いただく際には、事前に御連絡をお願いいたします。
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-201-3223
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-556-6681
各区地域みまもり ･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
犬や猫などの動物の
犬や猫などの飼
支援センター（福祉 電話 044-744-3271
飼い方、不妊･去勢
い方相談
事務所・保健所支 ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
手術などの相談
所）衛生課
電話 044-861-3322
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-856-3270
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-935-3306
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-965-5164
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課感染症対策係
電話 044-201-3223
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課感染症対策係
電話 044-556-6682
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課感染症対策係
各区地域みまもり 電話 044-744-3280
ハチの巣の駆除方
支援センター（福祉 ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課感染症対策係
ハチの巣の相談 法の説明や防護服
事務所・保健所支 電話 044-861-3321
の貸出しなどの相談
所）衛生課
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課感染症対策係
電話 044-856-3265
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課感染症対策係
電話 044-935-3310
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課感染症対策係
電話 044-965-5163
ボランティア活動振興センター
ボランティア活動や
川崎市社会福祉協 中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
福祉問題についての
議会ボランティア 川崎市社会福祉協議会内
相談や必要な情報
活動振興センター 電話 044-739-8718 ＦＡＸ 044-739-8739
の収集及び提供
相談時間 月〜金 8:30〜17:00

17

ボランティア相
談･支援

18

かわさき市民活動センター
市民活動やボラ
中原区新丸子東3-1100-12
市民活動に関する相 かわさき市民活動
ンティアの相談･
電話 044-430-5566(代表) FAX 044-430-5577
談や情報の提供
センター
支援
開館時間 9:00〜21:00
休館日 第3月(祝日は開館、その直後の祝日でない日に休館)、年末年始など

19

特定非営利活
動法人(NPO法
人)に関する相
談

20

川崎県民センター 県民の声･相談室
暴力に関する相 暴力団などに関する
幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館2階
川崎県民センター
談
困りごと
電話 044-549-7000 FAX 044-549-7222
相談時間 月〜金(木は午前のみ) 9:00〜12:00、13:00〜16:00

NPO法人の設立認
証や認定･条例指定 市民文化局市民活 市民文化局市民活動推進課 電話 044-200-2341 FAX 044-200-3800
の申請等に関する相 動推進課
※事前予約制です。
談･質問など

上下水道の使用開
上下水道お客さまセンター
始･休止、名義変更 上下水道お客さま
電話 044-200-3548 ＦＡＸ 044-200-0041
等の受付、料金など センター
相談時間 年中無休 8:30〜20:00
の相談
水道からの漏水･下
上下水道お客さまセンター
上下水道お客さま
水道の故障・詰りな
電話 0120-014-734 ＦＡＸ 044-200-0041
センター
ど修繕に関する相談
相談時間 年中無休 24時間

21

新しくメーターを設置
･上下水道局南部サービスセンター(川崎区･幸区･中原区)
上下水道相談 するとき、メーターを
電話 044-544-5433
（次頁にもあり） 大きくするとき、共同
･上下水道局中部サービスセンター(高津区･宮前区)
住宅扱いにすると
上下水道局各サー
電話 044-855-3232
き、給水管を新しい ビスセンター
･上下水道局北部サービスセンター(多摩区･麻生区)
ものに取り替えると
電話 044-951-0303
き、改良資金の融資
相談時間 月〜金 8：30〜12:00、13:00〜17：00(土･日、祝日、年末年始を除く)
などの相談
私道の配水管布設
に関すること

上下水道局水道管路課
上下水道局水道管 電話 044-200-3161 FAX 044-200-3944
路課
相談時間 月〜金 8：30〜12:00、13:00〜17：00
(土･日、祝日、年末年始を除く)

2 ページ

川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

1 法律･生活全般(続き)
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

水洗便所への改造
上下水道局下水道管理課
上下水道局下水道
の助成金･貸付金融
電話 044-200-0351 FAX 044-200-3980
管理課
資あっせん
相談時間 月〜金 8：30〜12:00、13:00〜17：00(土･日、祝日、年末年始を除く)
21

上下水道相談 接続ますから下水道
･上下水道局南部下水道事務所(川崎区･幸区)
電話 044-344-4866
（前頁にもあり） 本管までの故障、私
･上下水道局中部下水道事務所(中原区･高津区)
電話 044-751-2966
道対策、排水設備の 上下水道局下水道
･上下水道局西部下水道管理事務所(宮前区)
電話 044-852-5131
配置、下水道管工事 (管理)事務所
･上下水道局北部下水道管理事務所(多摩区･麻生区) 電話 044-954-0208
についてお気付きの
相談時間 月〜金 8：30〜12:00、13:00〜17：00(土･日、祝日、年末年始を除く)
こと

22

地球温暖化対
策相談

地球温暖化対策、家 高津市民館11Ｆ
庭の省エネ、節電な ＣＣかわさき交流
どに関する相談
コーナー

川崎市地球温暖化防止活動推進センター (認定ＮＰＯ法人アクト川崎)
電話 044-813-1313
相談時間 水〜日 10:00〜17:00(年末年始･高津市民館休館日を除く)

23

住宅宿泊事業
法(民泊)

経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課(川崎フロンティアビル１０階)
住宅宿泊事業法(民 経済労働局産業振
電話 044-200-3714 相談時間 月〜金 9:00〜12:00、13:00〜17:00
泊)に関する届出等 興部観光プロモー
(電話相談可 月〜金8:30〜12:00、13:00〜17:00)
ション推進課
について
※届出相談で来庁する場合は必ず事前に御予約をお願いします。

2 住環境･労働
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

実施の区役所地域振興課の問合せ先につきましては、相談番号1〜6をご覧ください。
川崎区･中原区･多 相談時間 川崎区役所(第4水)、中原区役所(第2火)、多摩区役所(第3木)、
摩区･麻生区地域 麻生区役所(第1火) 各13:00〜16:00
振興課
そのほか、川崎県民センターにも相談窓口があります。県民センターの問合せ先につきま
しては、相談番号1〜6をご覧ください。

宅地建物相談

宅地建物の売買や
契約など

25

まちづくり相談

高津区･宮前区･多
摩区･麻生区地域
開発、建築、都市計
振興課･まちづくり
画など
局まちづくり調整
課

26

住宅相談
(住まいのリ
フォーム相談)

家の新築･増改築、
修理など

27

住宅の耐震相
談

木造住宅(2階以下の
在来軸組工法)、分 まちづくり局防災ま
まちづくり局防災まちづくり推進課 電話 044-200-3017 FAX 044-200-3967
譲マンション(3階以 ちづくり推進課
上)

28

住宅のリフォーム、
バリアフリー化、耐震
化、分譲マンションの 川崎市まちづくり
住宅相談･マン 管理組合の運営･大 公社ハウジングサ
ション管理相談 規模修繕工事などに ロン
関する相談。必要に
応じアドバイザー派
遣

24

･各区地域振興課
･川崎市生活文化
会館(てくのかわさ
き)

･高津区(奇数週の金)、宮前区(偶数週の月)、多摩区(奇数週の火)、
麻生区(偶数週の木) 相談時間 9:00〜12:00、13:00〜16:00
(上記4区の区役所地域振興課の問合せ先につきましては、相談番号1〜6をご覧ください。)
･まちづくり局まちづくり調整課(奇数週の月･木、偶数週の火･金)
電話 044-200-2938 FAX 044-200-0984
相談時間 9:00〜12:00、13:00〜16:00
各区地域振興課 相談時間 毎月第3火 各9:00〜12:00
生活文化会館(てくのかわさき) 相談時間 毎月第2･4土 13:00〜16:00
･川崎市住宅相談運営委員会 電話 044-233-3947 FAX 044-233-4022
※祝日及び12/29〜翌年1/3は休止します。

まちづくり公社ハウジングサロン 高津区溝口1-6-1 クレール溝口 2階
電話 044-822-9380 FAX 044-819-4320
・予約受付時間 火〜土(火〜金曜日の祝日を除く) 9：00〜12:00、13:00〜16:00
○マンションアドバイザー派遣(2回まで無料・3時間以内 現地土・日も可)
○住宅アドバイザー派遣(1回限り無料・3時間以内 現地土・日も可)
・(住宅相談) 相談時間 火・土(祝日を除く) 13:00〜16:00
・(分譲マンション管理相談) 相談時間 火・木・土(祝日を除く) 10:00〜12:00、13:00〜
16:00

･経済労働局労働雇用部(川崎フロンティアビル6階)
電話 044-200-2272 FAX 044-200-3598
相談時間 月〜金 10:30〜13:00、14:00〜17:00(電話相談可 月〜金8:30〜17:00)
･中原区役所地域振興課
賃金、解雇、労働条
経済労働局労働雇
電話 044-744-3156
件、労災など職場で
用部、中原区地域
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜15:00(電話相談可 月〜金8:30〜17:00)
起きたさまざまな労
振興課
そのほか、かながわ労働センター川崎支所にも相談窓口があります。
働問題に関する相談
･かながわ労働センター川崎支所 高津区溝口1-6-12 リンクス溝の口1階
電話 044-833-3141 FAX 044-833-0180
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:15

29

労働相談

30

キャリアサポ-トかわさき 高津区溝口1-6-10 てくのかわさき 5階
川崎市就業支
お問合せ(共通) 電話 044-811-6088
お仕事をお探しの方 キャリアサポートか
援室「キャリアサ
相談時間 月〜土 10:00〜17:00(火は20時まで)
の就職相談
わさき他
ポートかわさき」
※正社員等転換相談 第２・第４木 17:00〜20:00
※川崎区役所･麻生区役所で出張相談(月･木 10:00〜16:00）

31

コネクションズか
わさき(かわさき
若者サポートス
テーション)

働くことに不安を抱え
る15〜39歳の若者、
その保護者からの相
談

32

障害者雇用の
相談

･企業応援センターかわさき 川崎区本町2-8-14 矢田ビル802号室
障害のある方の雇用 企業応援センター
電話 044-589-8231
相談など
かわさき
※相談時間 月〜金 9:30〜17:30

コネクションズかわ
さき(かわさき若者
サポートステーショ
ン)

コネクションズかわさき(かわさき若者サポ-トステ-ション) 高津区溝口1-6-10 てくのかわ
さき3階
電話 044-850-2517(※予約制)
相談時間 月･火･木･金･土 10:00〜18:00
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令和元年８月現在

2 住環境･労働(続き)
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

福祉関係を希望する
市福祉人材バンク 中原区上小田中6-22-5 総合福祉センター5階
方の福祉関係の求 市福祉人材バンク
電話 044-739-8726 相談時間 月〜金 9:00〜11:45、13:00〜16:30
人･求職

33

求人･求職就職
相談

一般の方の求人･求 公共職業安定所
職
(ハローワーク)

･ハローワーク川崎(川崎区、幸区) 川崎区南町17-2 電話 044-244-8609
相談時間 月･水･金 8:30〜19:00 火･木 8:30〜17:15 土(第2･4)10:00〜17:00
･ハローワーク川崎北(中原区、高津、宮前区、多摩区、麻生区)
本庁舎(事業所の方) 高津区千年698-1 電話 044-777-8609
相談時間 月〜金 8:30〜17:15
溝ノ口庁舎(求職者の方)高津区久本3-5-7新溝ノ口ビル4F 電話044-777-8609
相談時間 月〜金 8:30〜17:15 土(第1･3)10:00〜17:00
･ハローワークプラザ新百合ヶ丘(川崎北公共職業安定所付属施設)
麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワンビル1F 電話 044-969-8615
相談時間 月〜金 9:30〜18:00

34

開発行為･宅地 開発行為、宅地造成
まちづくり局宅地
造成の相談、許 の相談や許可などに
審査課
可等
関すること

35

道路･河川･水路･公
園緑地などの整備や
･川崎区役所道路公園センター 電話 044-244-3206
修繕、工事等、歩道
･幸区役所道路公園センター
電話 044-544-5500
切り下げ、ガードレー
･中原区役所道路公園センター 電話 044-788-2311
道路･河川･水
ル撤去(自費)、看板･ 各区道路公園セン ･高津区役所道路公園センター 電話 044-833-1221
路･公園緑地な
足場等の道路･水路 ター
･宮前区役所道路公園センター 電話 044-877-1661
どの相談
などの占用許可、公
･多摩区役所道路公園センター 電話 044-946-0044
園施設の使用許可、
･麻生区役所道路公園センター 電話 044-954-0505
放置自転車の撤去
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00(土･日、祝日、年末年始を除く)
などに関すること

まちづくり局宅地審査課 電話 044-200-2726 FAX 044-200-0984
※相談時間 月〜金 8:30〜12:00 13:00〜17:15

3 医療･健康
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

36

医療安全に関す 市内の医療機関に
る相談
対する苦情、相談

37

医務相談

医療施設の開設、変 健康福祉局保健所 健康福祉局保健所医事･薬事課 電話 044-200-2494
更等に関する相談 医事･薬事課
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:15

38

薬務相談

薬務関係施設に関
する相談

39

40

41

禁煙相談

健康相談

難病の相談

川崎市医療安全相 川崎市医療安全相談センター 電話 044-200-2931
談センター
相談時間 月〜金 9:00〜12:00 13:00〜15:00

健康福祉局保健所 健康福祉局保健所医事･薬事課 電話 044-200-2461
医事･薬事課
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:15

禁煙に関する相談
(予約制)
各区地域みまもり
支援センター（福祉
事務所・保健所支
所）地域支援課
各地区健康福祉ス
テーション地域支
健康づくり･生活習慣 援･児童家庭担当
病等に関する相談
(予約制)

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-201-3284
･大師地区健康福祉ステーション地域支援・児童家庭担当 電話 044-271-0145
･田島地区健康福祉ステーション地域支援・児童家庭担当 電話 044-322-1978
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6729
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-744-3215
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-861-3315
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-856-3308
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3294
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-965-5157
※相談日時については、お問合せください。

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-201-3228
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-556-6643
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
国が定める指定難病
電話 044-744-3252
各区地域みまもり
(331 疾患(平成30年
支援センター（福祉 ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
4月1日現在)）などの
電話 044-861-3302
事務所・保健所支
医療費助成、居宅生
所）地域ケア推進 ･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
活支援事業に関する
電話 044-856-3254
課
相談
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-935-3295
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-965-5156
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

3 医療･健康(続き)
番号

42

43

44

45

46

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

原爆被爆の相
談

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-201-3161
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-556-6643
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
各区地域みまもり
電話 044-744-3252
被爆者健康手帳など 支援センター（福祉 ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
の申請、援護事務に 事務所・保健所支
電話 044-861-3329
関する相談
所）地域ケア推進 ･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
課
電話 044-856-3281
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-935-3301
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-965-5156
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00

がん相談

川崎市立井田病院
がん相談支援セン
がんに関する相談支 ター
援と情報提供
川崎市立川崎病院
がん相談支援セン
ター

がん相談支援センター 専用電話番号 044-751-8280
相談時間 月〜金(祝日、休日、年末年始除く)8:30〜17:00
がん相談支援センター 044-233-5521(川崎病院代表番号)
相談時間 月〜金(祝日、休日、年末年始除く)9:00〜16:00

※日時については、お問合せください。
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-201-3214
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6729
気管支喘息、アレル
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
各区地域みまもり
ギー疾患などに関す
電話 044-744-3261
支援センター（福祉
アレルギー相談 る、医師、保健師、
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
事務所・保健所支
栄養士などによる相
電話 044-861-3315
所）地域支援課
談･指導
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-856-3302
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3264
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-965-5157
呼吸器疾患に関する
呼吸器健康相
川崎･横浜公害保 川崎･横浜公害保健センター 川崎区日進町23 電話 044-211-0311
医師などによる相
談
健センター
※日時については、お問合せください。
談･指導

各区地域みまもり
支援センター（福祉
光化学スモッグ 光化学スモッグによ
事務所・保健所支
による健康被害 る健康被害に関する
所）地域ケア推進
の相談
こと
課、健康福祉局環
境保健課

相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-201-3228
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-556-6643
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-744-3252
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-861-3302
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-856-3254
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-935-3295
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
電話 044-965-5156
相談時間 土･日、祝日(4〜10月) 8:30〜12:00、13:00〜17:00
･健康福祉局環境保健課
電話 044-200-2435 FAX 044-200-3937

47

各区地域みまもり
支援センター（福祉
家庭用品による 衣類、スプレー剤、
事務所・保健所支
健康被害の相 洗浄剤などによるか
所）衛生課、健康
談
ぶれなどの相談
福祉局保健所生活
衛生課

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-201-3223
･幸区役所保地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-556-6681
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-744-3271
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-861-3322
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-856-3270
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-935-3306
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課環境衛生係
電話 044-965-5164
･健康福祉局保健所生活衛生課 電話 044-200-2448
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
※来所いただく際には、事前に御連絡をお願いいたします。
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

3 医療･健康(続き)
番号

48

49

50

51

52

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

アルコール依存
健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター
症･薬物依存症
電話 044-201-3242
健康福祉局障害保
等についての相 当事者及び家族から
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00 (面接相談は予約制)
健福祉部精神保健
談
の相談
※より身近な相談窓口としてお住まいの区の地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健
福祉センター
所支所）高齢･障害課精神保健係でもご相談をお受けしています。(支所では対応できませ
うつ病について
ん。)
の相談
心の健康相談

精神障害者及びそ
の家族からの相談

NPO法人川崎市精神保健福祉家族会連合会あやめ会 高津区久本3-6-22 地域福祉施
NPO法人川崎市精
設ちどり内
神保健福祉家族会
電話 044-813-4555
連合会あやめ会
相談時間 月･金(祝祭日除く) 10:00〜16:00

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課
精神保健係 電話044-201-3213
精神科疾患の 精神科疾患の治療
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課
治療等に関する や医療費に関する相
精神保健係
電話044-556-6695
相談
談
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課
各区地域みまもり 精神保健係 電話044-744-3297
支援センター（福祉 ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課
事務所・保健所支 精神保健係 電話044-861-3309
所）高齢･障害課 ･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課
(支所は除く)
精神保健係 電話044-856-3262
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課
精神保健福祉 精神保健福祉全般
精神保健係 電話044-935-3324
相談
にわたる相談
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課
精神保健係 電話044-965-5259
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
精神の病気の急激
な発症や精神症状
の悪化等で入院等
が必要な方への医
療機関の紹介

精神科救急医療情報窓口 電話 045-261-7070
精神科救急医療情
平日夜間 17:00〜翌日8:30 休日 8:30〜翌日8:30
報窓口
※必ず紹介することをお約束するものではありません。

53

精神科救急医
療情報窓口

54

こころの電話相 こころについての悩
談
み相談全般

55

健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター
18歳以上の社会的 健康福祉局障害保
社会的ひきこも
電話 044-200-3246
ひきこもりの当事者 健福祉部精神保健
り相談
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
及び家族からの相談 福祉センター
※社会的ひきこもりとは「あきらかな精神障害によるものではないひきこもり」です。

56

57

健康福祉局障害保
こころの電話相談 電話 044-246-6742 相談時間 平日 9:00〜21:00
健福祉部精神保健
（祝日・年末年始を除く）
福祉センター

健康福祉局障害保
ほっとライン(自 自死遺族に対する電
ほっとライン(自死遺族相談) 電話 044-966-9951
健福祉部精神保健
死遺族相談)
相談時間 第2･4木 12：00〜16:00
話相談(匿名利用可)
福祉センター
不安や悩みがある方
川崎いのちの電
社会福祉法人川崎 社会福祉法人川崎いのちの電話 電話 044-733-4343
の匿名による電話相
話
いのちの電話
相談時間 24時間365日
談
健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター
主に高校生年齢以
健康福祉局障害保
電話 044-201-3242
上を対象とした、当
健福祉部精神保健
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
事者及び家族からの
福祉センター
※かかりつけの精神科等がある場合は、まず、そちらにご相談ください。
精神保健相談

58

59

･こども家庭センター(中央児童相談所)(川崎区、幸区、中原区)
電話 044-542-1234
･中部児童相談所(高津区、宮前区) 電話 044-877-8111
･北部児童相談所(多摩区、麻生区) 電話 044-931-4300
相談時間 月〜金 8:30〜17:00

性同一性障害に
ついての相談

各児童相談所
学齢期の子どもを対
象とした、からだとこ
ころの悩みについて
の当事者及び家族 川崎市総合教育セ 川崎市総合教育センター
･塚越相談室 電話 044-541-3633
からの相談
ンター
相談時間 毎日(土日祝を含む。年末年始は除く) 9:00〜18:00
塚越相談室
･溝口相談室 電話 044-844-3700
溝口相談室
相談時間 平日(年末年始は除く)9:00〜16:30
エイズに関する相談
やHIVのスクリーニン
グ検査に関すること
(HIVのスクリーニン
エイズ相談と
HIVのスクリーニ グ検査は、無料･匿
名で受診できます。
ング検査
また、検査結果は、
本人に直接お渡しし
ます。)

各区地域みまもり
支援センター（福祉
事務所・保健所支
所）衛生課

区役所のエイズ相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
区役所の検査(予約制)
※検査日時については、各区役所にお問合せください。
各区地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課の問合せ先につきまして
は、相談番号16をご覧ください。

川崎市検査･相談 川崎市検査･相談室 川崎区砂子1-7-5タカシゲビル4階 電話 044-200-1466
室
相談･検査時間 日のみ 10:00〜12:00、13:30〜15:30 ※予約不要
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相談名

番号

60

結核の相談

相談内容

実施場所

各区地域みまもり 相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
結核の病気のことや
支援センター（福祉 各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課の問合せ先につき
治療に関すること、
事務所・保健所支 ましては、相談番号16をご覧ください。
検診についての相談
所）衛生課

アスベスト製品取り
扱い業務に従事した
方に関すること(労働
安全衛生法)

･川崎南労働基準監督署(川崎区、幸区) 川崎区宮前町8-2
電話 044-244-1273(安全衛生関係)、044-244-1272(労災保険関係)
･川崎南労働基準
FAX 044-244-1275
監督署
･川崎北労働基準監督署(中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
･川崎北労働基準
高津区溝口1-21-9 電話 044-382-3191(安全衛生関係)、
監督署
044-382-3192(労災保険関係) FAX 044-820-3184
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:15

各区地域みまもり
支援センター（福祉
事務所・保健所支
市民の健康に関する
所）地域支援課
こと
各地区健康福祉ス
テーション地域支
援･児童家庭担当
健康に関す
る相談

61

問い合わせ先等

各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課及び各地区健
康福祉ステーション地域支援･児童家庭担当の問合せ先につきましては、相談番号39〜40
をご覧ください。
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
044-201-3228
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
044-556-6643
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
アスベストによる健 各区地域みまもり 044-744-3252
康被害救済の申請 支援センター（福祉 ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
に関すること(労災保 事務所・保健所支 044-861-3302
険制度対象のものを 所）地域ケア推進 ･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
除く)
課
044-856-3254
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
044-935-3295
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域ケア推進課
044-965-5156
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00

ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
相
談

市立学校

市立保育所
市内の建築
物に関する
相談

市営住宅

教育委員会事務局
教育環境整備推進
室
こども未来局子育
て推進部運営管理
課

教育委員会事務局教育環境整備推進室
電話 044-200-3270 FAX 044-200-3679
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
こども未来局子育て推進部運営管理課
電話 044-200-2660 FAX 044-200-3933
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00

川崎市住宅供給公社
･入居申込について：電話 044-244-7578
･各種手続･退去等の管理について
川崎市住宅供給公 (川崎区･幸区･中原区にお住まいの方：電話 044-244-2060)
社
(高津区･宮前区･多摩区･麻生区にお住まいの方：電話 044-811-1137)
･修繕について：電話 044-811-1599
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜17:15

吹付アスベストの含
補助金に関
まちづくり局建築
有調査・除去工事の
する相談
指導課
補助金に関すること

まちづくり局建築指導課 電話 044-200-2757 FAX 044-200-0984
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00

建築物や工作物の
環境局大気環境課 電話 044-200-2526 FAX 044-200-3922
アスベスト除去等の 環境局大気環境課
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
工事に関すること
建物の解体
などに関す
る相談
建物の分別解体に
まちづくり局建築 まちづくり局建築管理課 電話 044-200-3088 FAX 044-200-3089
関すること(建設リサ
管理課
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
イクル法の届出等)
アスベスト廃棄物の
廃棄物に関
環境局廃棄物指導 環境局廃棄物指導課 電話 044-200-2596 FAX 044-200-3923
処理に関すること(廃
する相談
課
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
棄物処理法)
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

3 医療･健康(続き)
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課食品衛生係
電話 044-201-3221
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課食品衛生係
電話 044-556-6683
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課食品衛生係
電話 044-744-3273
各区地域みまもり
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課食品衛生係
食中毒など食品の衛 支援センター（福祉
電話 044-861-3323
生に関する相談
事務所・保健所支
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課食品衛生係
所）衛生課
電話 044-856-3272
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課食品衛生係
電話 044-935-3308
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課食品衛生係
電話 044-965-5164
相談時間 月〜金 8:30〜17:00

62

食品衛生相談

63

思いがけない妊娠や
出産への不安で戸
妊娠･出産SOS
惑っている方、誰に 川崎市助産師会
電話相談
も相談できず悩んで
いる方の電話相談

川崎市助産師会 電話 044-819-4635 月〜金(祝日を除く)13:00〜16:00

64

不妊･不育専門 不妊や不育症に悩
相談センター
む方の相談

川崎市看護協会 中原区今井上町1番34号
電話 044-711-3995 FAX 044-711-5103
相談日 毎月1回土 9:30〜11:30
予約受付 月〜金(祝日を除く) 9:30〜16:30
※専門医師や不妊症看護認定看護師が相談をお受けします(事前予約制)。

川崎市看護協会

4 高齢･障害･福祉
番号

65

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等
･川崎区、幸区、中原区にお住まいの方は、川崎市シルバ-人材センター南部事務所
電話 044-222-1550 相談時間 平日 各9:00〜12:00、13:00〜16:00
川崎市シルバー人 ･高津区、宮前区にお住まいの方は、川崎市シルバ-人材センター中部事務所
高齢者(60歳以上の
材センター南部事 電話 044-822-5031
方)の就業相談、会
務所･中部事務所･ 相談時間 毎週水･金及び第1･3･5月曜日 各9:00〜12:00、13:00〜16:00
員登録、仕事の依頼
北部事務所
･多摩区、麻生区にお住まいの方は、川崎市シルバ-人材センター北部事務所
シルバー人材セ
電話 044-980-0131
ンター
相談時間 毎週水･金及び第1･3･5月曜日 各9:00〜12:00、13:00〜16:00
有料職業紹介事業 川崎市シルバー人
川崎市シルバ-人材センター本部事務所
高齢者(60歳以上の 材センター本部事
電話 044-222-1592 相談時間 平日 各9:00〜12:00、13:00〜16:00
方)への職業紹介
務所

66

67

68

認知症コ-ルセンター 〜サポ-トほっと〜 電話 0570-0-40104
認知症コールセ
認知症コールセン
初期相談、認知症高
受付時間 毎週 月･火･木･金･(日) 午前１０時から午後４時まで
ンター〜サポー
ター〜サポート
齢者の介護方法など
専門医相談 予約制
トほっと〜
ほっと〜
＊毎月第２･４木曜日は午後８時まで、日曜日は第１･３日曜日のみ受付
･聖マリアンナ医科大学病院 認知症(老年精神疾患)治療研究センター
聖マリアンナ医科
電話 044-977-6467
認知症疾患医 認知症に関する専門 大学病院、日本医
･日本医科大学武蔵小杉病院 街ぐるみ認知症相談センター
療センター
相談
科大学武蔵小杉病
電話 044-733-2007
院
※日時については、お問合せください。
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課高齢者支
援係 電話 044-201-3080
･大師地区健康福祉ステーション高齢･障害担当 介護認定給付担当
電話 044-271-0157(高齢･障害担当)
電話 044-271-0152(介護認定給付担当)
･田島地区健康福祉ステーション高齢･障害担当 介護認定給付担当
電話 044-322-1986(高齢･障害担当)
電話 044-322-1990(介護認定給付担当)
高齢者の保健
各地域みまもり支 ･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課高齢者支援
福祉相談
電話 044-556-6619
高齢者福祉、保健、 援センター（福祉事 係
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課高齢者支
医療、介護保険サー 務所・保健所支
ビスなどの相談
所）、各地区健康 援係 電話 044-744-3217
※次頁にもあり
福祉ステーション ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課高齢者支
援係 電話 044-861-3255
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課高齢者支
援係 電話 044-856-3242
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課高齢者支
援係 電話 044-935-3266
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課高齢者支
援係 電話 044-965-5148
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜17:00
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

4 高齢･障害･福祉（続き）
番号
番号

68

69

70

相談名

相談内容
相談内容

実施場所
実施場所

問い合わせ先等
問い合わせ先等

※日時等の詳細は各地域包括支援センターへお問合せください。
(川崎区)
しおん:電話044-222-7792
恒春園:電話 044-211-6313
大島中島:電話 044-276-9901
京町:電話 044-333-7920
ビオラ川崎:電話 044-329-1680
桜寿園:電話 044-287-2558
大師中央:電話 044-270-5112
藤崎:電話 044-270-3215
大師の里:電話 044-266-9130
(幸区)
幸風苑:電話 044-556-4355
夢見ヶ崎:電話 044-580-4765
かしまだ:電話 044-540-3222
しゃんぐりら:電話 044-520-3863
みんなと暮らす町:電話 044-520-1905
さいわい東:電話 044-555-1411
(中原区)
すみよし:電話 044-455-0980
こだなか:電話 044-798-2332
ひらまの里:電話 044-544-4012
みやうち:電話 044-740-2814
いだ:電話 044-751-6661
とどろき:電話 044-281-3666
(高津区)
高齢者の保健
わらく:電話 044-799-7951
福祉相談
援助を必要とする高 各地域包括支援セ すえなが:電話 044-861-5320
陽だまりの園:電話 044-814-5637
齢者に関する相談 ンター
溝口:電話 044-820-1133
※前頁にもあり
ひさすえ:電話 044-797-6531
樹の丘:電話 044-820-8401
リ･ケア向ヶ丘:電話 044-865-6238
(宮前区)
みかど荘:電話 044-777-5716
鷲ヶ峯:電話 044-978-2724
富士見プラザ:電話 044-740-2883
レストア川崎:電話 044-976-9590
フレンド神木:電話 044-871-1180
宮前平:電話 044-872-7144
ビオラ宮崎:電話 044-948-5371
(多摩区)
長沢壮寿の里:電話 044-976-9004
多摩川の里:電話 044-935-5531
太陽の園:電話 044-959-1234
菅の里:電話 044-946-5514
しゅくがわら:電話 044-930-5151
登戸:電話 044-933-7055
よみうりランド花ハウス:電話 044-969-3116
(麻生区)
柿生アルナ園:電話 044-989-5403
栗木台:電話 044-988-5160
虹の里:電話 044-986-4088
片平:電話 044-986-4986
百合丘:電話 044-959-6522
新百合:電話 044-969-3388
高石:電話 044-959-6020
※各区役所まちづくり推進部地域振興課の問い合わせ先につきましては、相談番号1〜6
川崎区･高津区･宮
聴覚障害者等の家
をご覧ください。
ろうあ者相談･難
前区･多摩区･麻生
庭生活または社会生
相談時間 川崎区(水 14:00〜16:30)、高津区(水 9:00〜12:00)、
聴者相談
区まちづくり推進
活における各種相談
宮前区(金 9:00〜12:00)、多摩区(金 14:00〜16:30)、
部地域振興課
麻生区(第1水 13:30〜16:00)

ふくし相談

川崎市総合福祉セ
福祉全般にわたる相 ンター
談
地域福祉情報バン
ク

中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
地域福祉情報バンク(川崎市社会福祉協議会)
電話 044-739-8719
相談時間 月〜金(祝日･年末年始を除く) 9:00〜12:00,13:00〜16:00
※電話又は来所による相談。担当の相談員が相談をお受けしますが、必要に応じて弁護
士や医師、学識経験者による専門相談の紹介も行います。

9 ページ

川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

4 高齢･障害･福祉(続き)
番号

71

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

各区地域みまもり
支援センター（福祉
事務所・保健所支
所）高齢･障害課、
各地区健康福祉ス
テーション高齢･障
害担当(障害者)

各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）高齢･障害課の問合せ先
につきましては、相談番号51〜52をご覧ください。
･大師地区健康福祉ステーション高齢･障害担当 電話 044-271-0162
･田島地区健康福祉ステーション高齢･障害担当 電話 044-322-1984
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00

各区地域みまもり
支援センター（福祉
事務所・保健所支
所）地域支援課、
各地区健康福祉ス
テーション地域支
援･児童家庭担当
(障害児)

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-201-3206
･大師地区健康福祉ステーション地域支援･児童家庭担当
電話 044-271-0145
･田島地区健康福祉ステーション地域支援･児童家庭担当
電話 044-322-1978
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6693
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-744-3293
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-861-3259
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-856-3308
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3101
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-965-5160
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00

※相談時間については、各障害者相談支援センターへお問合せください。
(川崎区)
･かわさき基幹相談支援センター:電話 044-222-8281
障害児･者に関する
･地域相談支援センターふじみ:電話 044-233-9949
相談(障害者福祉･生
･地域相談支援センターいっしょ:電話 044-201-6952
･地域相談支援センターかわさきＬｉｆｅ:電話 044-201-7286
障害のある方の 活相談全般)
(幸区)
相談
･さいわい基幹相談支援センター:電話 044-589-5183
･地域相談支援センターラルゴ:電話 044-589-5472
･地域相談支援センターりぼん:電話 044-589-7933
※次頁にもあり
･地域相談支援センターあんさんぶる:電話 044-223-8290
(中原区)
･なかはら基幹相談支援センター:電話 044-863-6251
･いまい地域相談支援センター:電話 044-299-9838
･地域相談支援センターすまいる:電話 044-201-1280
･地域相談支援センターにじ:電話 044-820-6609
(高津区)
各障害者相談支援 ･たかつ基幹相談支援センター:電話 044-543-9812
･くさぶえ地域相談支援センター:電話 044-863-9744
センター
･地域相談支援センターゆきやなぎ:電話 044-819-5812
･地域相談支援センターいまここ:電話 044-819-4304
(宮前区)
･みやまえ基幹相談支援センター:電話 044-750-0581
･地域相談支援センターポポラス:電話 044-870-5236
･地域相談支援センターれもん:電話 044-740-9043
･地域相談支援センターシリウス:電話 044-920-9105
(多摩区)
･たま基幹相談支援センター:電話 044-819-5788
･地域相談支援センターいろはにこんぺいとう:電話 044-299-6510
･地域相談支援センタードルチェ:電話 044-819-4510
･地域相談支援センターアベク:電話 044-948-9890
(麻生区)
･あさお基幹相談支援センター:電話 044-299-8895
･地域相談支援センター柿生:電話 044-987-1794
･地域相談支援センターひまわり:電話 044-322-9591
･地域相談支援センターそれいゆ:電話 044-969-7447
健康福祉局障害者
更生相談所、南部
医学的、心理的、職
地域支援室、井田
能的などの専門的な
障害者センター、
相談
百合丘障害者セン
ター

･障害者更生相談所 電話 044-811-0091 FAX 044-811-0172
･障害者更生相談所南部地域支援室
電話 044-200-0834 FAX 044-200-3974
･井田障害者センター 電話 044-750-0686 FAX 044-750-0671
･百合丘障害者センター 電話 044-281-6621 FAX 044-966-0282
相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:15
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

4 高齢･障害･福祉(続き)
番号

相談名

相談内容

職業相談

実施場所

公共職業安定所
(ハローワーク)

障害のある方の
相談
71

問い合わせ先等
･ハローワーク川崎(川崎区、幸区) 川崎区南町17-2 電話 044-244-8609
･ハローワーク川崎北(中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
本庁舎(事業所の方)
高津区千年698-1 電話 044-777-8609
溝ノ口庁舎(求職者の方)
高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル4F 電話 044-777-8609
※相談時間 いずれも、月〜金 8:30〜17:15

･川崎南部就労援助センター
川崎区砂子1‐7‐5タカシゲビル6F 電話 044-201-8663
※前頁にもあり
･中部就労援助センター
中原区小杉町3-264-3富士通ユニオンビル3F 電話 044-739-1294
就労支援に関する相
就労援助センター
･百合丘就労援助センター
談
麻生区百合丘2-8-2北部リハビリテーションセンター内3F 電話 044-281-3985
相談時間 いずれも、月〜金 9:00〜17：00

72

だいＪＯＢセンター(川崎市生活自立･仕事相談センター)
失業等により生 就職、家計管理、債 だいＪＯＢセンター 川崎区駅前本町11番地2 川崎フロンティアビル5階
活にお困りの方 務、住まい、こころの (川崎市生活自立･ 電話 044-245-5120
の相談
健康等に関すること 仕事相談センター) 相談時間 月〜金曜日 10:00〜18:00(祝日･年末年始を除く)
ホームページ https://www.daijobkawasaki.jp/

73

川崎市母子･父子福祉センターサン･ライヴ
母子、父子家庭
中原区今井上町1番34号 和田ビル2F
親権･養育費･財産 川崎市母子･父子
や寡婦の方のた
電話 044-733-1166 FAX 044-733-8934
分与･慰謝料･借金 福祉センターサン･
めの法律相談
相談時間 毎月 第2金(8月は除く) 18:30〜20:00、奇数月第4金 13:30〜15:00
等法律に関する相談 ライヴ
(女性弁護士)
(1か月前から電話にて事前予約制･1人30分)
※離婚前の方の事前相談も可

74

75

資格取得等の情報
母子、父子家庭
提供や再就職･転職
や寡婦の方のた
までのプラン作り、就
めの就業相談
川崎市母子･父子
職についての相談
福祉センターサン･
ライヴ
母子、父子家庭 育児や家事、精神
や寡婦の方のた 面・健康管理等生活
めの生活相談 一般についての相談

76

母子、父子家庭
や寡婦の方のた
めの1級ファイナ
ンシャルプラン
ナーによる生
活･家計相談

番号

相談名

川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴ
中原区今井上町1番34号 和田ビル2F
電話 044-733-1166 FAX 044-733-8934
相談時間 月・第2・4日・祝日・祝日が月の場合の翌日・年末年始を除く毎日
9:30〜16:00(水・金は20：00まで)
※離婚前の方の事前相談も可

川崎市母子･父子福祉センターサン･ライヴ
家計の見直し、教育
中原区今井上町1番34号 和田ビル2F
川崎市母子･父子
資金の準備、老後の
電話 044-733-1166 FAX 044-733-8934
福祉センターサン･
生活設計など、暮ら
相談時間 毎月第2土(8月は除く) 13:30〜15:00
ライヴ
しとお金の相談
(1か月前から電話にて事前予約制･1人30分)
※離婚前の方の事前相談も可

5 子ども･教育

77

78

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

児童虐待防止セ 子どもの虐待の通報
児童虐待防止センター 電話 0120-874-124(無料通話)
児童虐待防止セン
ンター(子どもの や子育て不安に関す
相談時間 24時間受付(無休)
ター
虐待相談)
※専門相談員が電話で相談に応じます。
る相談

乳幼児歯科相
談

･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-201-3212
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6693
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-744-3267
各区地域みまもり
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
歯の健康に関する相 支援センター（福祉
電話 044-861-3311
談
事務所・保健所支
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
所）地域支援課
電話 044-856-3291
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3117
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-965-5160
※相談実施日等については各区にお問合せください。
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

5 子ども･教育(続き)
番号

相談名

79

乳幼児特別相
談

80

育児相談

81

幼児相談

82

思春期保健相
談

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

相談時間 いずれも、8:30〜17:00
※相談実施日等についてはお問合せください。
乳幼児の疾病や発
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
達上の心配など
電話 044-201-3214
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6648
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
各区地域みまもり 電話 044-744-3308
乳幼児の育児･生活 支援センター（福祉 ･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
習慣･発育･発達の 事務所・保健所支 電話 044-861-3315
所）地域支援課
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
相談など
電話 044-856-3302
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3264
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
精神発達や親子関
電話 044-965-5234
係の相談など
このほか、各地域子育て支援センターにも相談窓口があります。各地域子育て支援セン
ターの問合せ先については、相談番号97をご覧ください。

思春期の身体や心
についての相談

各区地域みまもり
支援センター（福祉
事務所・保健所支
所）地域支援課、
各地区健康福祉ス
テーション

相談時間 いずれも、8:30〜17:00
※相談実施日等についてはお問合せください。
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-201-3214
･大師地区健康福祉ステーション地区支援担当
電話 044-271-0145
･田島地区健康福祉ステーション地区支援担当
電話 044-322-1978
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6729
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-744-3308
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-861-3315
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-856-3302
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3264
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-965-5234
このほか、各地域子育て支援センターにも相談窓口があります。各地域子育て支援セン
ターの問合せ先については、相談番号97をご覧ください。
･川崎区、幸区：南部地域療育センター
電話 044-211-3181 FAX 044-230-1945
･中原区、高津区：中央療育センター
電話 044-754-4559 FAX 044-788-9263
･宮前区、多摩区の一部：川崎西部地域療育センター
電話 044-865-2905 FAX 044-865-2955
･多摩区の一部、麻生区：北部地域療育センター
電話 044-988-3144 FAX 044-986-2082
相談時間 いずれも、8:30〜17:00
※相談実施日等についてはお問合せください。

83

0歳から18歳未満の
療育相談(障害 お子さんの発達の遅
各地域療育セン
のある児童の相 れや知的・肢体不自
ター
談)
由などの障害に関す
る相談

84

保育相談

育児全般に関する相
各保育所
談

85

思春期精神保
健電話相談

概ね16歳以上の思 健康福祉局障害保 健康福祉局障害保健福祉部精神保健福祉センター
春期の精神保健に 健福祉部精神保健 電話 044-200-3246
相談時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:00
関する電話での相談 福祉センター

86

児童相談

養護、虐待、非行、
障害、不登校、生
各児童相談所
活、行動、しつけなど

87

おおむね24歳までの
児童と青少年の養
児童･青少年電
護･障害･非行･人間 電話による相談
話相談
関係･社会生活など
に関する相談

88

人権オンブズ
パーソン制度

子どもの権利の侵害
(いじめ、虐待、学校
電話による相談
でのトラブルなど)の
相談

こども未来局子育て推進部運営管理課 電話 044-200-2664
※相談実施日等については各保育所へお問合せください。

･こども家庭センター(中央児童相談所)(川崎区、幸区、中原区)
電話 044-542-1234
･中部児童相談所(高津区、宮前区) 電話 044-877-8111
･北部児童相談所(多摩区、麻生区) 電話 044-931-4300
相談時間 月〜金 8:30〜17:00

児童･青少年電話相談
電話 044-542-1567 相談時間 平日9:00〜20:00

相談電話(月･水･金 13:00〜19:00 土 9:00〜15:00 祝日･年末年始を除く)
･子どもあんしんダイヤル 0120-813-887(無料･子ども専用)
･電話 044-813-3110(大人の方用)
※匿名による相談もできます。また、市のホ-ムペ-ジ「川崎市人権オンブズパ-ソン」のペジから、インタ-ネット相談受付を使用して、相談の申込みをすることもできます。
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

5 子ども･教育(続き)
番号

相談名

89

児童家庭相談

90

こども教育相談

91

総合教育セン
ター相談事業

相談内容

実施場所

家庭における子育て
に関する相談(育児、
しつけ、学校生活、
親子関係、発達、非
行など)、18歳未満の 各区地域みまもり
支援センター（福祉
子どもの相談
事務所・保健所支
所）地域支援課、
各地区健康福祉ス
テーション
不登校、いじめ、進
路、就学援助など

問い合わせ先等
相談時間 いずれも、8:30〜17:00
※相談実施日等については、お問合せください。
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課 電話
044-201-3214
･大師地区健康福祉ステーション地区支援担当
電話 044-271-0145
･田島地区健康福祉ステーション地区支援担当
電話 044-322-1978
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6693
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-744-3293
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-861-3259
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-856-3302
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3101
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-965-5234

川崎市総合教育センター
電話相談
電話相談 (教育一般)
電話相談
･塚越相談室 電話 044-541-3633
教育一般、子ども専
相談時間 9:00〜18:00 毎日(土日祝を含む。年末年始は除く)
用、24時間子供SOS
･溝口相談室 電話 044-844-3700
川崎市総合教育セ 相談時間 9:00〜16:30 平日(年末年始を除く)
来所面接相談
ンター
子ども専用電話相談 電話 044-844-6700
いじめ･不登校等。 塚越相談室
相談時間 9:00〜16:30 平日(年末年始を除く)
特別な教育的支援 溝口相談室
24時間子供SOS電話相談 電話 044-522-3293
が必要な子どもの就
相談時間 24時間いつでも
学や入級。
来所面接相談 (予約制)
特別支援教育関係。
･塚越相談室 電話 044-541-3633
相談時間(申込みも同じ) 9:00〜17:00 平日(年末年始を除く)
･溝口相談室 電話 044-844-3700
相談時間(申込みも同じ) 9:00〜17:00 平日(年末年始を除く)
･川崎市総合教育センター かわさきT's･スクエア内 電話 044-844-3638
子どものインターネッ
ト、携帯電話等のトラ 川崎市総合教育セ ･メ-ル相談は教育委員会 川崎市立学校インタ-ネット相談窓口のHPから
http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000027223.html
ブルに関する子ども ンター
相談時間 8:30〜12:00 12:45〜18:00、18:45〜20:15 平日(年末年始を除く)
や保護者からの相談
海外帰国･外国人児
川崎市総合教育センター 国際教育担当 電話 044-844-3733
川崎市総合教育セ
童生徒の言語･転
相談時間 9:00〜16:00 平日(年末年始を除く)
入･進学などに関す ンター
※面談は予約制
る相談

92

教育委員会教
育相談

93

電話相談ホット 体罰や先生との関係
電話による相談
ライン
の悩みなど

教育委員会教育相談室 電話 044-200-3289
相談時間 月〜金 9:30〜17:00

94

ダイヤルSOS

学校内外の人間関
係の悩み、いじめ相 電話による相談
談など

教育委員会教育相談室 電話 044-200-3288
相談時間 月〜金 9:30〜17:00

95

子どもの相談
(障害のある方
の相談)

18歳未満の子どもの
各児童相談所
相談

･こども家庭センター(中央児童相談所)(川崎区、幸区、中原区)
電話 044-542-1234
･中部児童相談所(高津区、宮前区) 電話 044-877-8111
･北部児童相談所(多摩区、麻生区) 電話 044-931-4300
相談時間 月〜金 8:30〜17:00

96

相談員(当事者ほか)
による、障害に関す
各区(民間の協力
る生活の様々な相談
者)
(身体･知的障害者
障害のある方の
(児))
相談
発達障害児･者やそ
川崎市発達相談支
の疑いのある方への
援センター
総合的な支援

教育全般に関する相 教育委員会教育相 教育委員会教育相談室 電話 044-200-3288
談
談室
相談時間 月〜金 9:30〜17:00

健康福祉局障害福祉課(所管課) 電話 044-200-2653 FAX 044-200-3932
案内時間 月〜金 8:30〜12:00、13:00〜17:15

川崎市発達相談支援センター 川崎区砂子1-7-5 タカシゲビル 3F
電話 044-246-0939
相談時間 9:00〜17:00
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

5 子ども･教育(続き)
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

日時等の詳細は各地域子育て支援センターへお問合せください。
(川崎区)
あいいく:電話 044-222-7555
あすなろ:電話 044-221-7037
ふじさき:電話 044-211-1357
できの:電話 044-201-1146
むかい:電話 044-244-7730
(幸区)
ふるいちば:電話 044-533-3378
かんがるー:電話 044-580-3020
ぶるーべりー電話 044-201-8083
ゆずりは:電話 044-542-8133
(中原区)
虹･にじ:電話 044-411-6009
ちゃちゃ:電話 044-739-8551
とも:電話 044-751-9000
(高津区)
各地域子育て支援
かじがや:電話 044-866-0105
センター
たまご:電話 044-811-5763
ちとせやまゆり:電話 044-755-9211
そよかぜ:電話 044-829-1832
(宮前区)
さぎぬま:電話 044-855-1751
すがお:電話 044-977-2051
花の台:電話 044-860-2416
ぺジーブル:電話 044-888-7503
たつのこのこ:電話 044-920-9222
(多摩区)
宙(そら):電話 044-944-1515
西しゅくマーノ:電話 044-933-4152
(麻生区)
かるがも:電話 044-969-0225
トライアングル･ハグ:電話 044-281-8785
みなみゆりがおか:電話 044-966-2239
ゆりの音(ね):電話 044-966-8855

97

地域子育て支援
センター相談事
育児全般
業
※次頁にもあり

ふれあい館･桜本
こども文化センター
内
浅田こども文化セ
ンター内

地域子育て支援センターろば 電話 044-276-4800
開設時間 火･木･土 9:30〜12:30
地域子育て支援センターふぁみぃゆ浅田 電話 044-223-6905
開設時間 月･水･木 9:30〜12:30

殿町こども文化セ 地域子育て支援センターふぁみぃゆ殿町 電話 044-201-6322
ンター内
開設時間 火･水･金 9:30〜12:30
田島こども文化セ 地域子育て支援センターふぁみぃゆ田島 電話 044-201-9566
ンター内
開設時間 月･水･木 9:30〜12:30
南河原こども文化 地域子育て支援センターふぁみぃゆ南河原 電話 044-589-3645
センター内
開設時間 月･水･金 9:30〜12:30
小倉こども文化セ 地域子育て支援センターふぁみぃゆ小倉 電話 044-589-3541
ンター内
開設時間 火･水･木 9:30〜12:30
幸こども文化セン
ター内

地域子育て支援センター さいわい 電話 070-4561-5477
開設時間 火･木･金 9:30〜12:30

大戸こども文化セ 地域子育て支援センターおおと 電話 070-5454-1415
ンター内
開設時間 月･火･木 9:30〜12:30
平間こども文化セ 地域子育て支援センターふぁみぃゆ平間 電話 044-272-1271
ンター内
開設時間 火･水･木 9:30〜12:30
宮内こども文化セ 地域子育て支援センターみやうち 電話 070-6459-2700
ンター内
開設時間 水･木･金 9:30〜12:30
新丸子こども文化 地域子育て支援センターしんまるこ 電話 070-3343-9880
センター内
開設時間 月･水･金 9:30〜12:30
子母口こども文化 地域子育て支援センターしぼくち 電話 070-6453-2700
センター内
開設時間 火･水･木 9:30〜12:30
上作延こども文化 地域子育て支援センターかみさくのべ 電話 070-5567-3839
センター内
開設時間 火･木･金 9:30〜12:30
東高津こども文化 地域子育て支援センターひがしたかつ 電話 070-6451-2700
センター内
開設時間 火･水･金 9:30〜12:30
末長こども文化セ 地域子育て支援センターすえなが 電話 070-6969-6936
ンター内
開設時間 火･木･金 9:30〜12:30
平こども文化セン
ター内

地域子育て支援センターたいら 電話 070-5089-2051
開設時間 月･火･金 9:30〜12:30

宮崎こども文化セ 地域子育て支援センターみやざき 電話 070-5024-8525
ンター内
開設時間 火･水･木 9:30〜12:30
野川こども文化セ 地域子育て支援センターのがわ 電話 070-5020-6458
ンター内
開設時間 月･水･金 9:30〜12:30
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川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

5 子ども･教育(続き)
番号

相談名

相談内容

実施場所
錦ヶ丘こども文化
センター内

問い合わせ先等
地域子育て支援センターにしきがおか 電話 080-6７02-4177
開設時間 月･木･金 9:30〜12:30
※開設時間外は044-945-8662までお問合せください。

地域子育て支援センターみなみすげ 電話 080-6702-4183
南菅こども文化セ
開設時間 火･水･木 9:30〜12:30
ンター内
※開設時間外は044-945-8662までお問合せください。

97

地域子育て支援
センター相談事
業
育児全般
※前頁にもあり

地域子育て支援センターなかのしま 電話 090-4203-4897
中野島こども文化
開設時間 月･水･木 9:30〜12:30
センター内
※開設時間外は044-945-8662までお問合せください。
地域子育て支援センターますがた 電話 080-9868-4676
枡形こども文化セ
開設時間 月･火･水 9:30〜12:30
ンター内
※開設時間外は044-945-8662までお問合せください。
柿生こども文化セ 地域子育て支援センターふぁみぃゆ柿生 電話 044-819-8857
ンター内
開設時間 火･水･木 9:30〜12:30
千代ヶ丘こども文
化センター内

地域子育て支援センターふぁみぃゆ千代ヶ丘 電話 044-819-5950
開設時間 火･水･木 9:30〜12:30

片平こども文化セ 地域子育て支援センターかたひら 電話 044-281-3560
ンター内
開設時間 火･木･金 9:30〜12:30
岡上こども文化セ 地域子育て支援センターおかがみ 電話 044-281-3378
ンター内
開設時間 月･水･土 9:30〜12:30

6 女性･外国人･人権
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等
ハロー･ウィメンズ110番(電話相談) 電話 044-811-8600
相談日･相談時間
日 12:00〜17:00 / 月〜木 10:00〜15:00 / 金 15:00〜20:00
(土･祝日･年末年始を除く)
※匿名でお受けしています。

98

ハロー･ウィメン
女性の様々な悩み
ズ110番(電話相
相談
談)

99

川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) 高津区溝口2-20-1
相談日･相談時間
女性の悩み相談 第1･3木 10:00〜12:00、第4金 16:00〜20:00
女性弁護士による法律相談 第1･3木 13:00〜16:00
女性のための面 女性の悩み相談･法 川崎市男女共同参 (祝日･年末年始を除く)
接相談(予約制) 律相談
※まずはハロ-･ウィメンズ110番(電話 044-811-8600)でご予約ください。
画センター
予約時に、確認のためお名前をお伺いします。
また、聴覚に障害がある方など、電話でのお申込みができない方は、
FAX(044-813-5872)で相談の予約ができます。
※相談は無料です。

100

101

102

女性のための個 女性の再就職･転
別キャリア相談 職･就労継続支援

女性コーナー

外国人窓口相
談

電話による相談

川崎市男女共同参画センター(すくらむ21) 高津区溝口2-20-1
※電話 044-813-0808、FAX 044-813-0864
川崎市男女共同参 又は ＨＰ ｈｔｔｐs://www.scrum21.or.jp/でお申込みください。
相談時間 原則月3日
画センター
(1日につき4回実施 9:30〜10:20、10:30〜11:20、11:30〜12:20、12:30〜13:20)
※日程の詳細･予約については、すくらむ21までお問合せください。

※相談実施日等についてはお問合せください。
･川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-201-3214
･幸区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-556-6648
･中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
各区地域みまもり
電話 044-744-3308
女性のライフサイク
支援センター（福祉
･高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
ルに対応した健康相
事務所・保健所支
電話 044-861-3315
談
所）地域支援課
･宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-856-3302
･多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-935-3264
･麻生区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域支援課
電話 044-965-5234

多言語による日常生
川崎市国際交流
活のお困りごとの相
センター
談

･川崎市国際交流センター 中原区木月祗園町2-2 電話 044-435-7000
相談言語･相談日
英語(月･火･水･木･金･土 10:00〜12:00、13:00〜16:00)
中国語(火･水･金 10:00〜12:00、13:00〜16:00)
韓国･朝鮮語(火･木 10:00〜12:00、13:00〜16:00)
ポルトガル語(火･金 10:00〜12:00、13:00〜16:00)
スペイン語(火･水 10:00〜12:00、13:00〜16:00)
タガログ語(火･水 10:00〜12:00、13:00〜16:00)
※令和元年7月からベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ語について週2日対応
（曜日未定）。詳しくは川崎市国際交流センターへお問合せください。

15 ページ

川崎市 相談窓口一覧（分野別）

令和元年８月現在

6 女性･外国人･人権(続き)
番号

相談名

相談内容

実施場所

問い合わせ先等

人権相談

日常の人権に関する
各区地域振興課
問題など

･各区役所地域振興課の問い合わせ先につきましては、相談番号1〜6をご覧ください。
相談時間 13:00〜16:00 ※日程については各区で異なりますので、お問合せください。
･人権･男女共同参画室 電話 044-200-2316

104

人権オンブズ
パーソン制度

男女平等にかかわる
人権の侵害(配偶者
からの暴力行為、セ 電話による相談
クハラ、性差別など)
の相談

相談電話(月･水･金 13:00〜19:00 土 9:00〜15:00 祝日･年末年始を除く)
電話 044-813-3111
※匿名による相談もできます。また、市のホ-ムペ-ジ「川崎市人権オンブズパ-ソン」のペジから、インタ-ネット相談受付を使用して、相談の申込みをすることもできます。

105

ＤＶ(配偶者等か
らの暴力)被害 配偶者等からの暴力
電話による相談
に関する相談
被害に関する相談
(電話相談)

川崎市ＤＶ相談支援センター 電話044-200-0845
相談日･相談時間 月〜金 9:30〜16:30
(土日･祝日･年末年始を除く)

106

男性のための電 男性の様々な悩み
話相談
相談

電話 044-814-1080
毎週水 18:00〜21:00(祝日･年末年始を除く)
※匿名でお受けしています。

103

電話による相談
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