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計画の趣旨計画の趣旨

計画の期間計画の期間 計画の基本理念計画の基本理念

あなたの周りにこんな人はいませんか？あなたの周りにこんな人はいませんか？

ご存知ですか？？『ゲートキーパー』ご存知ですか？？『ゲートキーパー』

安城市の自殺の現状安城市の自殺の現状

日頃のセルフチェックも忘れずに！日頃のセルフチェックも忘れずに！



相談内容
健康に関する相談

保健センター
（健康推進課）

保健相談 76-1133 ○（要予約）平日　8：30～12：00、13：00～17：00 ○

安城市子育て
支援センター(あんぱ～く) 72-2317 平日・土曜日　9：00～17：00 ○

二本木子育て支援
センター 77-2774 平日　9：00～17：00 ○

あけぼの子育て支援
センター 97-2276 ○（要予約）

○（要予約）

○（予約不要）

○（要予約）

○（要予約）

○（予約不要）

○（要予約）

平日　9：00～17：00 ○
乳幼児の子育てに関する相談

さくら子育て支援センター 99-2100 平日　9：00～17：00 ○

和泉子育て支援センター 92-8100 平日　9：00～17：00 ○

乳幼児相談保健センター
（健康推進課）

子育て支援課

青少年の家
（生涯学習課）

市民安全課

76-1133 平日　8：30～17：00

平日　8：30～17：00

○

スクスク子育て相談室 76-1133 おおむね第２・４木曜日　9：00～11：00 ×

ひとり親家庭相談 71-2229 平日　8：30～17：15 ○

家庭児童相談 71-2272 平日　8：30～17：15 ○

発達相談支援室
（あんステップ♬） 77-7796 月曜日～土曜日　8：30～17：00（祝日・年末年始を除く） ○

教育相談 76-9674 月曜日～金曜日　9:00～17:00 ×

こころの電話相談 76-9674 月曜日～金曜日　9:00～17:00 ○

臨床心理士による
ふれあい相談 76-9674 月曜日　10:00～12:00　13:00～18:00火曜日～金曜日　10:00～12:00　13:00～17:00 ×

○（要予約）安城市青少年愛護センター
若者相談窓口 76-3432 毎週水曜日・毎月第１土曜日10:00～15:00 ×

○（予約不要）市民相談 71-2222 平日　8：30～12：00、13：00～17：00 ○

○（要予約、
　予約優先）女性相談 71-2222 水曜日　10:00～12：00、13：00～16：00 ○

○（予約不要）

○（予約不要）

○（予約優先）

○（予約優先）

福祉相談係  生活支援係

77-7889 火～土曜日　13：30～16：00※年末年始・祝日・休館日を除く。 ○

○

○

○

こころに悩みを抱える家族に関する相談 家族のためのこころ
ホッと相談日 76-1133 ○（要予約）

前々日までに予約おおむね毎月第１木曜日午後 ×

思春期のからだの心配ごとに関する相談 思春期保健相談ルーム 76-1133
○（要予約）

火曜日　13：00～17：00（メール相談は毎日）
※祝日・年末年始を除く ○

妊娠、出産、産後の健康に関する相談

ひとり親家庭に関する相談 子育て支援課
（児童給付係）

児童虐待・養育に関する相談 子育て支援課
（児童家庭係）

子どもの発達や障害に関する相談 子ども発達支援センター
（子ども発達支援課）

学校生活上の悩みに関する相談

若者のひきこもりや困りごとに関する
相談

日常生活上の困りごとに関する相談

女性の悩みごとに関する相談

身近な悩みや困りごとに関する相談

経済的な困りごとに関する相談

教育センター
（学校教育課）

社会福祉協議会
（地域福祉課地域福祉係）心配ごと相談

71-2224 平日　8：30～17：15社会福祉課

貸付相談 77-0284 火～土曜日　8：30～17：15※年末年始・祝日・休館日を除く。
社会福祉協議会
（総務課生活相談係）

成年後見制度相談
日常生活自立支援事業相談 77-0284 火～土曜日　8：30～17：15※年末年始・祝日・休館日を除く。

社会福祉協議会
（総務課生活相談係）

妊産婦相談 76-1133 ○

部　署 相談窓口名称 電話番号 受付時間 電話 面　接

高齢福祉課

地域包括支援センター
さとまち
地域包括支援センター
中部
地域包括支援センター
八千代
地域包括支援センター
更生
地域包括支援センター
松井
地域包括支援センター
あんのん館

月曜日～土曜日　8：45～17：30（年末年始除く）

月曜日～金曜日　8：30～17：15（祝日・年末年始除く）

月曜日～金曜日　8：30～17：00
第2・4・5土曜日　8：30～13：00（祝日・年末年始除く）

月曜日～金曜日　8：30～17：00（祝日・年末年始除く）

月曜日～土曜日　8：30～17：30（年末年始除く）

月曜日～土曜日　8：30～17：30（年末年始除く）

○（要予約）
緊急時は24時間
電話対応

○

○

○

○

○

○

高齢者の生活や介護に関する相談

96-3512

71-0077

97-8069

77-9948

55-5355

71-3173

相談内容

■愛知県

■安城市（市外局番0566）

消費生活に関する相談

障害福祉課

商工課

社会福祉協議会
（総合福祉センター）

消費生活センター 76-7749 ○（予約優先）月・火・木・金曜日　9：30～16：00（受付は15：30） ○

若者の就労に関する相談 若者就労相談窓口 090-5002
-5229 ○（要予約）火～土曜日　10：00～17：00(祝を除く) ×

地域包括支援センター
ひがしばた 73-8210

73-3535

月曜日～土曜日　8：30～17：30（年末年始除く） ○

地域包括支援センター
小川の里 月曜日～土曜日　9：00～17：00（年末年始除く） ○

事業者の経営課題に関する相談 安城ビジネスコンシェル
ジュ(ABC) 93-3341 ○（要予約）

○（要予約）
前々日までに予約

火曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
9：00～17：00

身体・知的障害のある人や
その家族の困りごとに関する相談 障害者更生相談 77-7888 毎月第２木曜日　13：00～16：00

※祝日・休館日を除く。

平日　9:00～12：00、13：00～17：00

市民安全課 ○（予約不要）

○（予約不要）

犯罪被害に関する相談 犯罪被害者支援相談窓口 71-2219 平日　8：30～17：15

○

精神保健福祉に関する相談 精神保健福祉相談 71-2225 ○

×

○

こころの健康医師相談 0566-
21-9337 電話でお問い合わせください。 ×

愛知県
衣浦東部保健所
（健康支援課）

○（要予約）こころの病や悩みについての相談 メンタルヘルス・
こころの健康相談

0566-
21-9337 平日　9:00～12:00、13:00～16:30 ○

アルコール専門相談 0566-
21-9337 電話でお問い合わせください。 ×

×こころの健康に関する相談 あいちこころ
ほっとライン365

052-
951-2881 毎日   9：00～16：30 ○

愛知県精神保健
福祉センター ○（要予約）

精神疾患等、精神保健福祉に関する相談 精神保健福祉相談 052-
962-5377 平日　9：00～12：00、13：00～16：30 ○

ひきこもりに関する相談 ひきこもり専門相談 052-
962-3088 平日　9：00～12：00、13：00～16：30 ○

×
子ども・青少年に関する相談

教育相談こころの電話 052-
261-9671 毎日　10：00～22：00（年末年始を除く） ○

×子どもSOS
ほっとライン24

0120-0-
78310 毎日  24時間 ○

愛知県刈谷児童
相談センター ○（原則要予約）18歳未満の児童に関する相談 児童相談 0566-

22-7111 平日　9：00～17：15 ○

愛知県衣浦東部保健所
（総務企画課・健康支援課）

○（予約不要）

小児慢性特定疾患等の相談 小児慢性特定疾病相談 0566-21-4778
0566-21-9338 平日　9:00～12:00、13:00～17:00 ○

愛知県衣浦東部保健所
（生活環境安全課）エイズ等の性感染症についての相談 エイズ・性感染症相談 0566-

21-4797 平日　9:00～12:00、13:00～17:00 ○

愛知県衣浦東部保健所
（総務企画課・健康支援課）

指定難病等の医療費助成制度や
療養についての相談 難病相談 0566-21-4778

0566-21-9338 平日　9:00～12:00、13:00～17:00 ○

愛知県女性相談
センター ○（要予約）家庭内不和、男女問題、経済不安、

ＤＶ、一時保護等の相談 女性悩みごと電話相談 052-
962-2527

月～金曜日　9：00～21：00、 
土・日曜日   9：00～16：00（祝日・年末年始を除く） ○

×
こころの悩み等に関する相談

よりそいホットライン 0120-
279-338 毎日　24時間 ○

×いのちの電話 052-
931-4343 毎日　24時間 ○

×こころの悩み等に関する相談（18歳まで） チャイルドライン 0120-
99-7777

毎日　16：00～21：00
（12月29日～1月3日は休み） ○

部　署 相談窓口名称 電話番号 受付時間 電話 面　接

相談内容 部　署 相談窓口名称 電話番号 受付時間 電話 面　接

■他機関
相談内容 部　署 相談窓口名称 電話番号 受付時間 電話 面　接

悩みの連鎖を断つために早めに相談を！悩みの連鎖を断つために早めに相談を！

相談窓口一覧相談窓口一覧

自殺に至る直接的な要因は「うつ状態」であるとされていますが、うつ状態になるまでには
複数の要因が存在し、連鎖しています。これらの要因の多くは身近な悩みであり、その連鎖
を断つためにも早めの相談が大切です。

※相談窓口一覧の詳細は、こちらをご覧ください。
（安城市公式ウェブサイト「こころの健康」ページ）

 

※愛知県の相談窓口の詳細は、こちらをご覧ください。
（愛知県公式ウェブサイト「愛知県精神保健福祉センター『あいち相談窓口ナビ』トップページ」）


