
分類 相談内容 相談窓口

こころの健康、精神保健に関する
相談（面接・予約制）

川口市保健所
　疾病対策課精神保健係

・精神保健・医療の相談
・アルコール・薬物・ギャンブル等
依存の相談

川口市保健所
　疾病対策課精神保健係

埼玉いのちの電話

自殺予防いのちの電話

精神保健福祉相談
（来所・要予約）

埼玉県こころの電話

こころの健康相談（メール）
（ひきこもり）

夜間・休日の精神科救急電話
精神科救急電話
　（埼玉県精神科救急情報センター）

思春期から更年期にかけての相談
妊娠や避妊、産後、不妊・不育、
流産・死産に関する相談

性と健康の相談
　（川口市保健所地域保健センター内）

介護に関する相談 川口市介護保険課

医療費の公費負担制度の相談
（小児慢性特定疾病、不妊治療）

川口市保健所
　地域保健センター

医療費の公費負担制度の相談
（難病）（肝炎、結核）

川口市保健所
　（難病相談係）（感染症係）

障害者手帳交付の受付・相談等、
福祉サービスに関する相談

川口市障害福祉課
　支援第１係・第２係

障害者差別に関する相談
川口市障害福祉課
　支援第１係・第２係

　　　大切な　あなたの命は　宝物

相談日時

9：00～17：00
月～金曜日　※

随時

16：00～21：00
毎月10日　8：00～翌日8：00

TEL 048-256-2022　FAX 048-256-2023
TEL 048-284-2325　FAX 048-284-0052
TEL・FAX　　048-280-1725
TEL・FAX　　048‐297-8300
TEL・FAX　　048-225-2724
TEL・FAX　　048-298-0271
TEL・FAX　　048-256-9711
TEL 048-271-9286　FAX 048-252-7776
TEL・FAX　　048-267-0035

　１．健康問題

埼玉県立精神保健福祉センター

０４８‐７２３‐３３３３（代表）
０４８-７２３-６８１１（予約専用）

TEL　０４８‐２８４‐７１２２/FAX　０４８-２８７-３７４４
TEL　０４８‐２８７‐１２１０/FAX　０４８‐２８７‐５０２０
TEL　０４８‐２９０‐７３７１/FAX　０４８‐２９４‐４４５８
TEL・FAX　０４８‐２５９‐０２３０
TEL　０４８‐４８５‐１５４０/FAX　０４８‐４８５‐１６８０
TEL　０４８‐２９９‐５０６３/FAX　０４８‐２５８‐１７５２
TEL　０４８‐２２９‐７８３５/FAX　０４８‐２２９‐７８３７
TEL　０４８‐２２７‐１２３６/FAX　０４８‐２２７‐１２３７
TEL　０４８‐２８６‐４１１２/FAX  ０４８‐２８７‐３３１６
 
TEL　０４８‐２９０‐８７７３/FAX  ０４８‐２９０‐８７７４

わかゆり
きらり
みぬま
社協
ひなぎく
いまむら
めだか
ひふみ
グリーン
ハウス
ほっと

月～金曜日   17：00～翌日8：30
土・日・祝休日   8：30～翌日8：30

０４８‐２６６‐５５５７（代表）

地域保健センター
地域保健センター鳩ケ谷分室

新郷保健ステーション
神根保健ステーション
南平保健ステーション
戸塚保健ステーション
青木保健ステーション
中央保健ステーション
芝保健ステーション

０４８-２５６-２０２２

　受付時間については各事業所にお問い合わせください。

川
口
市
障
害
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

ＴＥＬ ０４８‐２５９-７９２６
（直通）

ＦＡＸ ０４８‐２５９‐７９４３

０４８‐２５９‐７２９６

8：30～17：15
月～金曜日　※

8：30～17：15
月～金曜日　※

電話相談　木曜日※10:00～15:00
面接（要予約）：火・水曜日

川口市保健所
　地域保健センター

ホームページをご覧ください。

０４８‐６４５‐４３４３

０４８‐４２３‐６７４８（直通）

24時間受付　365日

8：30～17：15
月～金曜日　※

０４８‐７２３‐１４４７

０４８‐７２３‐８６９９

電話番号

０４８‐２５９‐７９２６（直通）

※8：30～17：15　月～金曜日

つらい気持ち、こころの苦しみ
自殺について悩んでいる方の相談

０４８-２４２-５１５２
（専用ダイヤル）

障害者相談支援事業について 川口市障害者相談支援事業所

こころの
相談

０４８‐４２３‐６７４８（直通）

０１２０‐７８３‐５５６

乳幼児、妊産婦、生活習慣病等、
健康・病気に関する相談

からだの
相談

障害の
相談

自殺対策関連相談窓口一覧

※ 祝休日及び年末年始を除く

川口市マスコット「きゅぽらん」

～ひとりで悩んでいませんか？まずはご相談ください～



相談内容 相談窓口

高次脳機能障害者支援
埼玉県
　高次脳機能障害者支援センター

発達障害の相談
埼玉県発達障害者支援センター
　「まほろば」

　　　　
分類 相談内容 相談窓口

納税に関する相談 川口市納税課

国民健康保険税に関する相談 川口市国保収納課

介護保険料に関する相談 川口市介護保険課　保険係

生活保護に関する相談 川口市生活福祉１課・２課

就労・経済など生活全般の
支援について

川口市生活自立サポートセンター

多重債務相談
（弁護士・予約制）

川口市市民相談室

相続、遺言、損害賠償、
多重債務等の相談（予約面接）

埼玉司法書士会　川口支部

川口市消費生活センター

国民生活センター
　(消費者ホットライン)

国民生活センター
　平日バックアップ相談

川口市福祉資金貸付制度について 川口市福祉総務課

成年後見人制度について
川口市成年後見センター
　（川口市社会福祉協議会内）

母子父子寡婦福祉資金
貸付制度について

川口市子育て支援課

分類 相談内容 相談窓口

家庭や児童、子育てに関しての
いろいろな悩みについての相談

川口市子育て相談課
　（家庭児童相談室）

子どもの発達に不安を感じたら
川口市子育て相談課
　子ども発達相談センター「るるる」
　(発達相談係)

子育てに関する相談
（土曜日）

子ども家庭相談室
　(川口市子育て相談課）

０歳から１８歳未満までの
児童についての相談

埼玉県南児童相談所

健診・予防接種等、子どもの
健康に関する相談

川口市保健所
　地域保健センター

児童手当、子ども医療費等の相談

児童（子ども）の健全育成
（ファミリー・サポート・センター事業
等について）

川口市子育て相談課
　（家庭児童相談室）

児童相談所虐待対応ダイヤル

消費者ホットラインが話中で繋がらない
場合、平日バックアップ相談もご利用い
ただけます。
10：00～12：00/13：00～16：00
月～金曜日　※

188

電話番号 相談日時

０４８‐２５８‐１１１３

8：30～17：15
月～金曜日 ※

9：30～12：00/13：00～16：00
月～金曜日　※

（相談）18：00～20：30　第1・3水曜日　※
（予約）9：00～17：00　 月～金曜日　※

8：30～17：15
月～金曜日　※

8：30～17：15
月～金曜日※

南平
芝

０４８-２６２-４１５２
8：30～18：15
月～金曜日　※

児童虐待の相談

０４８-２５９-７２９５

8：30～17：15
月～金曜日 ※

０４８‐２５８‐１１１２

０４８‐２２５‐６８４８
０４８‐２６８‐７６７５

０４８‐２５９‐９０４８

8：30～17：15
月～金曜日　※

13：00～16：00
第4金曜日　※

相談日時

相談日時

8：30～17：15
月～金曜日　※

０４８‐２５８‐５７０３（代表）

０４８‐２５９‐９０３７
０４８‐２５９‐９０３８

０４８‐２５９‐７６４７

０８０‐６７４３‐０１００
（予約専用）

０４８‐２５８‐１２４１

川口市経営支援課

０４８‐２５９‐７９４９

8：30～17：15
月～金曜日　※

０４８‐２５９‐７６７１
０４８‐２５９‐７６７３

０４８－２７１－９４４１

０４８-２９９-８２９３
０４８-２９９-８２９４

０４８‐２５８‐１６４７

０４８‐７８１‐２２３６

０４９‐２３９‐３５５３
9：00～12：00/13：00～17：00
月～金曜日　※

9：00～17：00
月～金曜日　※

8：30～17：15
月～金曜日　※

川口市子育て支援課

ＴＥＬ ０４８‐２４０‐０４１０
ＦＡＸ ０４８‐２４０‐０４１１

０４８‐２５９‐９００５

０４８‐２５９‐９００５

　２．経済・生活問題

経済

０４８‐２５６‐２０２２

１８９ 24時間365日対応

生活

電話番号

電話番号

9：30～16：30
土曜日　※

０３‐３４４６‐１６２３

中小企業者への金融相談、
融資斡旋についての相談

消費生活相談員による
消費生活相談

　３．家庭問題

障害の
相談

母子
父子

子育て

※ 祝休日及び年末年始を除く

※ 祝休日及び年末年始を除く



相談内容 相談窓口

児童虐待の相談 児童相談所相談専用ダイヤル

ファミリー相談
（家事問題カウンセラー・予約制）

川口市市民相談室

要介護認定の申請 川口市介護保険課　認定係

認知症高齢者相談 川口市認知症高齢者相談所

                           ０４横曽根
青木
前川
南平
新郷
新郷東
神根東
芝伊刈
安行
鳩ヶ谷東部

０４８‐２５０‐４３１１
０４８‐２５２‐１３１４
０４８‐４８５‐８１１８
０４８‐２２５‐５８８８
０４８‐２８６‐７６３１
０４８‐２２９‐２５１５
０４８‐２９８‐３８２２
０４８‐２６４‐７０４０
０４８‐２９０‐２３００
０４８‐２８４‐１２５０

高齢者虐待の相談

生きがいづくりアドバイザーによる
生きがい相談

障害者 障害者虐待の相談
川口市障害者虐待防止センター
　(川口市役所障害福祉課内)

　　　　
分類 相談内容 相談窓口

就職相談 ハローワーク川口

川口若者ゆめワーク内
　ハローワークプラザ川口

若者自立支援
（対象15歳～49歳）

川口若者ゆめワーク内
　若者自立支援センター埼玉

川口市障害者就労支援センター

発達障害者就労支援センター
　ジョブセンター川口

障害者就業・生活支援センター
　みなみ

職場
労働者

勤労者の福祉事業、
中小企業の雇用対策

川口市経営支援課

ひとり親の
就労支援

ひとり親家庭自立支援
給付金事業について

川口市子育て支援課

分類 相談内容 相談窓口

配偶者暴力（ＤＶ）に関する相談
(女性相談員・予約制)

川口市配偶者暴力
　相談支援センター

配偶者暴力（ＤＶ）・セクハラ等、
女性のための悩みごと電話相談
（女性カウンセラー）

川口市協働推進課

女性法律相談
（弁護士・予約制）

川口市市民相談室

犯罪被害に遭われた方の相談 埼玉県警察犯罪被害者支援室

　５．男女問題

高齢者

月～金曜日    9：00～17：00
第1・3土曜日   10：00～17：00　※

電話番号 相談日時

9：00～17：00
月～金曜日　※

13：30～16:00
第2・4火曜日　※

０４８‐２５９‐７６５１

24時間365日対応

中央
西
上青木
南平みなみ

神根
芝
芝西
戸塚
戸塚西
鳩ヶ谷西部

０４８‐２７１‐９４４１

ＴＥＬ ０４８‐２５９‐７９２６
ＦＡＸ ０４８‐２５９‐７９４３
電子メールはホームページ
をご覧ください。

8：30～17：15
月～金曜日　※

０４８‐２９９-２０７０

０４８‐４３２‐８１９７

9：00～17：00
月～土曜日　※

０４８‐２５１‐２９０１（代表）

０４８‐２５５‐８０７０

相談日時

０４８‐２５５‐８６８０

10：00～16：00
月～金曜日　※

8：30～17：00
月～金曜日　※

０４８‐２５９‐３９７６

8：30～17：00 月～金曜日 ※
上記以外の日時は電話相談で対応

ＴＥＬ ０４８‐２５９‐７６５２
ＦＡＸ ０４８‐２５９‐７６６８

電子メールはホームページ
をご覧ください。

8：30～17：15
月～金曜日　※

０１２０‐１８９‐７８３

たたら荘、鳩ヶ谷福祉センター
月2回程度

8：30～17：15
月～金曜日　※

０４８‐２５９‐９０３７
０４８‐２５９‐９０３８

13：00～16:00
第1・3火曜日　※

０１２０‐５３２-３１７

０４８-２９９-８１６２

相談日時

０１２０‐３８１‐８５８

電話番号

9：00～17：00（要予約）
月～金曜日　※

０４８‐２５８‐７９２１

8：30～17：15
月～金曜日　※

職業案内

8：30～17：15
月～金曜日　※

０４８‐２５９‐９０３７
０４８‐２５９‐９０３８

8：30～17：15
月～金曜日　※
夜間及び祝休日の相談・通報は、
川口市役所（２５８ ‐１１１０) まで
ご連絡ください。

母子
父子

子育て

障害者
就労

10：00～17：00
 火～金曜日　※

13：00～15:00
第2・4水曜日
（祝日の場合は翌日）

離婚
DV

犯罪
被害

8：30～17：15
月～金曜日　※

　

電話番号

　４．労働問題

川口市長寿支援課

若者の
就職
支援

障害者の就労

６５歳以上の高齢者の
総合相談窓口
（介護予防・介護申請・認知症・
成年後見等）

川口市地域包括支援センター

０４８‐２５８‐１７５０
０４８‐２４０‐６６７７
０４８‐２４０‐１５５７
０４８‐２２６‐６６１５
０４８‐２９７‐２７７７
０４８‐２６７‐２３４０
０４８‐２６３‐０１２０
０４８‐２９１‐００３７
０４８‐４９８‐２５８０
０４８‐２８０‐５２２２

０４８‐２５８‐１４７６

０４８‐２５９‐７２９４

１

※ 祝休日及び年末年始を除く

※ 祝休日及び年末年始を除く



分類 相談内容 相談窓口

女性の人権問題全般 女性の人権ホットライン

川口警察署（生活安全課）

武南警察署（生活安全課）

夫、パートナー等からの
暴力に関する電話相談

埼玉県婦人相談センター
　DV相談担当
　（配偶者暴力相談支援センター）

DV、家族、生きかた等
悩みごと全般

埼玉県男女共同参画推進センター
　With You さいたま
　（配偶者暴力相談支援センター）

分類 相談内容 相談窓口
児童生徒
教育相談全般

川口市立教育研究所芝園分室
　教育相談室

いじめ相談テレフォン

いじめ相談メール

川口警察署（生活安全課）

武南警察署（生活安全課）

いじめの面接相談（予約制）
川口市青少年対策室
　（川口市いじめから子どもを守る委員会）

体験事業
団体活動

青少年の健全育成
(青少年相談員・自然体験村・
通学合宿等)

川口市青少年対策室

分類 相談内容 相談窓口

法律相談
（弁護士・予約制）

川口市市民相談室

法的トラブルの相談 法テラス埼玉

外国人生活相談
(市の情報提供、簡易な生活相談)

川口市協働推進課

外国人法律相談
（弁護士・予約制）

川口市協働推進課

入管制度
（面接・予約制）

労働問題
（面接・予約制）

法律相談
（面接・予約制）

福祉相談
（面接・予約制）

電子メール
soudan@spec.ed.jp

電話番号

ホームページを
ご覧ください。

随時

8：30～17：15
月～金曜日　※

月～土曜日   9：30～20：30
 日・祝休日    9：30～17：00
（年末年始を除く）

０４８‐８６３‐６０６０

10：00～20：30
月～土曜日
（第3木曜日・祝休日・年末年始除く）

9：00～17：00
月～金曜日　※
9：00～18：00
月～金曜日　※

０４８‐５５６‐０８７４
（保護者専用）

０４８‐６００‐３８００

9：00～16：00
月・水・金曜日　※

9：00～12：00/13：00～16：00
第3火曜日　※

13：00～16：00
第4木曜日　※

０５０‐３３８３‐５３７５

０４８‐２５９‐９０３７
０４８‐２５９‐９０３８

電話番号

０４８‐２５３‐０１１０

０４８-２５８-１１１５
8：30～17：15
月～金曜日　※

０４８‐２２７‐７６０７
13:00～/14：00～/15：00～ 1回50分まで
毎月第2土曜日

０４８-２５８-４０９３（予約電話）
電子メール

mamoru@city.kawaguchi.saitama.jp

０１２０‐８６‐３１９２
（18歳以下の子ども専用）

女性相談・DV相談

０５７０‐０７０‐８１０

０４８‐２８６‐０１１０

０４８‐２５３‐０１１０

離婚
DV

犯罪
被害

　６．学校問題

相談日時

非行
いじめ
不登校

引きこもり

０４８‐２６４‐１５１０

０４８‐２６７‐８２０８

いじめ、不登校、学校生活、
性格等に関する相談

埼玉県立総合教育センター 24時間受付　365日

いじめ全般
随時

相談日時

随時

9：00～12：00/13：00～17：15
火～土曜日　※
日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパー
ル語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガ
ル語、スペイン語、ミャンマー語、クメール語、ヒン
ディー語、フランス語、ロシア語

9：00～17：00
月～金曜日

月曜日　9：00～12：00/13：00～16：00
火曜日　9：00～12：00
木曜日　13：00～16：00
第1水曜日　9：00～12：00
第2金曜日　13：00～16：00　※

8：30～17：15
月～金曜日　※
面接日：第１～３週木曜日午後

　７．その他

法律相談

０４８‐２８６‐０１１０

少年に関する問題の相談
（非行相談等）

０４８‐２２７‐７６０７

外国人

作成：川口市自殺対策庁内連絡会議
事務局：川口市保健所　精神保健係　０４８‐４２３‐６７４８（直通）
令和４年５月　改訂

メンタルヘルスチェックシステム
「こころの体温計」で手軽にストレスチェックできます。
パソコンからは▶https://fishbowlindex.jp/kawaguchi/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※利用料無料（通信費は自己負担）

9：00～16：00
月～金曜日　※

外国人総合相談センター埼玉
０４８‐８３３‐３２９６

電話番号 相談日時

※ 祝休日及び年末年始を除く

※ 祝休日及び年末年始を除く


