各種相談窓口のお知らせ
内容

連絡先（TEL）

設置場所

◆災害(支援)に関する相談
放射線に関する問い合わせ窓口

024-521-8127

8 時 30 分～21 時(毎日)

被災者を対象とした無料法律相談窓口

0120-366-556

日弁連（10 時～15 時：平日）

024-534-1211

県弁護士会（14 時～16 時：平日）

024-925-6511
0242-27-2522
0246-25-0455
原子力損害の賠償に関する問い合わせ

024-523-1501

（県窓口）

8 時 30 分～21 時（月～日）
※毎週水曜(祝日含む)の 13 時～17
時は弁護士による法律相談

避難者の生活支援

024-521-0792

東京電力福島地域支援室

（東京電力関係）

0120-926-404

福島原子力補償相談室（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ）

◆医療・福祉に関する相談

【受付時間：８時３０分から１７時１５分まで（土日除く）
】

医療機関に関する相談

024-521-7221

地域医療課

疾病に関する相談

024-521-7881

地域医療課（感染・看護室）

医薬品に関する相談

024-521-7232

薬務課

障がい福祉に関する相談

024-521-7170

障がい福祉課

高齢福祉に関する相談

024-521-7164

高齢福祉課

024-521-7165
認知症に関する相談

024-522-1122

（症状・行動への対応の仕方、介護の悩み等）

認知症コールセンター
（10 時～16 時：平日）

介護保険に関する相談

024-521-7745

介護保険室

国民健康保険に関する相談

024-521-7203

国民健康保険課

後期高齢者医療制度に関する相談

024-528-9025

福島県後期高齢者医療広域連合

児童福祉に関する相談

024-534-5101

中央児童相談所

024-935-0611

県中児童相談所

0242-23-1400

会津児童相談所

0246-28-3346

浜児童相談所

こころの健康に関する相談

0570-064-556

精神保健福祉ｾﾝﾀｰ

（精神的な悩みや問題等）

024-534-4300

県北保健福祉事務所

0248-75-7811

県中保健福祉事務所

0248-22-5649

県南保健福祉事務所

0242-29-5275

会津保健福祉事務所

0241-63-0305

南会津保健福祉事務所

0244-26-1132

相双保健福祉事務所

024-924-2163

郡山市保健所

0246-27-8557

いわき市保健所
（以上、9 機関 9 時～17 時：平日）

024-536-4343

福島いのちの電話
(10 時～22 時:土日含む)

女性の相談に関する窓口

03-3414-5160

震災こころのｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ JTM

024-522-1010

女性のための相談支援ｾﾝﾀｰ
(9 時～21 時)

024-534-4118

県北保健福祉事務所

0248-75-7809

県中保健福祉事務所

0248-22-5647

県南保健福祉事務所

0242-29-5278

会津保健福祉事務所

0241-63-0305

南会津保健福祉事務所

0244-26-1134

相双保健福祉事務所
（以上、6 機関 8 時 30 分～17 時 15 分：平日）

0120-941-826

パープル・ホットライン(24 時間)

0243-23-8320

男女共生センター（月曜日休館）
火・木～日 9～12 時、13～16 時
水
13～17 時、18～20 時

◆生活に関する相談
教育に関する相談

【受付時間：８時３０分から１７時１５分まで（土日除く）
】
024-521-7759

教育総務課

024-521-7755
文化財に関する相談

024-521-7787

文化財課

024-534-9193

ふくしま歴史資料保存ﾈｯﾄﾜｰｸ
（福島県歴史資料館）

生活福祉資金に関する相談

024-523-1250

県社会福祉協議会

義援金に関すること

024-521-7322

社会福祉課

県税に関する相談

024-521-7070

税務課

（自動車税・納税証明書など）

024-521-7069

消費に関する相談

024-521-0999

消費生活センター（毎日）

英語・中国語による相談

024-524-1316

（財）福島県国際交流協会
受付時間 9:00～16:00(火～土)

「震災に関する悪質商法 110 番」

0120-214-888

国民生活センター(10 時～16 時)

公害に関する相談

（水・土壌）

024-521-7258

水・大気環境課

（大気）

024-521-7261

一般廃棄物・し尿処理に関する相談

024-521-7249

一般廃棄物課

産業廃棄物、不法投棄に関する相談

024-521-7264

産業廃棄物課、不法投棄対策室

被災者の住宅に関する相談（県内）

024-521-7698

被災者住宅相談窓口専用ダイヤル

024-521-7867

(8:30～17:15)

被災者の住宅に関する相談（県外）

024-521-4157

福島県災害対策本部

応急危険度判定から復旧までの相談

024-521-4033

県建築士事務所協会(平日 8 時～17 時)

不動産などの登記や戸籍の相談

024-534-1111

福島地方法務局

人権に関する相談

0570-003-110

法務省全国共通人権相談ダイヤル

性犯罪に係る被害や捜査に関する相談

0120-503-732

福島県警察本部(平日 9:00～17:00)

行方不明者に関する相談

024-522-2151

福島県警察本部 生活安全企画課

(内線 3024)

警察安全相談窓口

024-525-3311

(平日 8:30～17:15)

福島県警察本部 県民サービス課
(平日 9:00～17:00)

◆経営・労働に関する相談

【受付時間：８時３０分から１７時１５分まで(土日除く)】

経営に関する相談

024-525-4039

県産業振興センター

金融に関する相談

024-521-7291

経営金融課

特定地域中小企業特別資金に関する

024-525-4019

県産業振興センター

相談

024-534-0928
024-535-7348
024-534-0948
024-534-0938

労働に関する相談

0120-610-145

雇用労政課「中小企業労働相談所」
（平日：9:00～16:00）

ふるさと福島就職情報センター
024-525-0047

就職に関する相談
（就職相談・職業紹介）

[ジョブカフェふくしま]
（月～土：10 時～19 時）

03-3545-6140

[Ｆターンセンター東京]
（月～土：10 時～18 時）

ふくしま求職者総合支援センター
024-995-5057
（生活・就労相談）

[郡山窓口]
（月～金：8 時 30 分～17 時）

024-525-2510

[福島窓口]
（月・火・木～土：10 時～18 時 30 分）

ふくしま就職応援センター

（就職相談・職業紹介・生活相談）

0248-27-0041

[白河窓口]

0242-27-8258

[会津若松窓口]

0246-25-7131

[いわき窓口]
（月～土：10 時～19 時）

（看護職の就業に関する相談）

024-934-0500

福島県ナースセンター
※福島県看護協会内
（平日：8 時 30 分～16 時 30 分）

創業に関する相談

024-525-4048

産業創出課（福島駅西口ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ）
（13 時～17 時：土日を除く）
※ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ等の専門家が対応

024-959-1739
工業製品の残留放射能

ハイテクプラザ

0246-44-1475

ハイテクプラザいわき技術支援センター

生活衛生営業に関する融資・経営相談

024-525-4085

県生活衛生営業指導センター

◆農林水産業に関する相談

024-521-7319

農林企画課

【受付時間：８時３０分から２１時まで（毎日）
】
◆国・県が管理する道路などの土木施設に関する相談
【受付時間：８時３０分から１７時１５分まで(土日除く)】

国管理道路(国道 4 号,6 号,13 号,49 号)

024-546-4331

国土交通省福島河川国道事務所

県管理道路(上記以外の国道、県道) などの土木施設に関する相談
県管理道路に関する相談

024-521-9820

道路管理課

