各種相談窓口一覧

総務省 宮崎行政監視行政相談センター

（注）
１

本資料に掲載された相談窓口は、57～62 ページの市町村ごとの法律相談を除き、宮崎県内
にお住まいの方なら誰でも利用できます。

２

有料であるとの注書きがあるものを除き、全ての窓口が無料で利用でき、また、相談者の秘
密は厳守されます。

３

各窓口の名称や受付日時、受付方法などは、事前の予告なく変更される場合があります。
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◎行政全般
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
電話

電話・来所による
相談受付日時

０５７０－０９０１１０（おこまりならまるまる
くじょうひゃくとうばん）
※最寄りの総務省行政相談センター
につながります。
０９８５－２４－１１００
ＦＡＸ ０９８５－２４－３３７１
来所・手紙 〒880-0805
宮崎市橘通東３－１－２２
宮崎合同庁舎４Ｆ
行政苦情１１０番（きく 国の行政機関や独立行政法人などの仕事や手続
宮崎行政監視行政相談センター
平日 8:30～17:15
みみ宮崎）
き、サービスに対する苦情、意見、要望、問い合わせ ※HP の相談フォーム
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/
soudan.html
からも相談を受けています。
※各市町村に配置された行政相談委員へも
相談できます。
※県内市町村の行政相談所の開設日時と会
場
http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/miyaz
aki/miyazaki16.html
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

電話・FAX ０９８５－２４－３３７１
・国や独立行政法人に対する情報公開請求手続きに
来所・手紙 〒880-0805
情 報 公 開 ・個人情報 関する相談
宮崎市橘通東３－１－２２
平日 8:30～17:15
保護総合案内所
・国と独立行政法人の個人情報保護制度に関する相
宮崎合同庁舎４Ｆ
談
宮崎行政監視行政相談センター
・「事業者に個人情報保護に関する苦情を申し立て
たが、対応してもらえない、又は、対応に不満があ
る。」「個人情報保護法の義務規定に従い、自分の
個人情報が適切に取り扱われていない。」「ある事
業者が、個人情報を不適切に取り扱っているとい
う情報がある。」など、個人情報保護法に関する質
個人情報保護法相談 問への回答
電話 ０３－６４５７－９８４９(個人情報保護委員
平日 9:30～１７：３０
・苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介
ダイヤル
会)
・苦情の相手方事業者への苦情の内容の伝達（委員
会が必要と認めた場合）
・個人情報保護法に定められた義務に反する行為が
あった場合の監督部門への取次ぎ
・苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場
合のあっせん
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０９８５－２４－３３７０
ＦＡＸ ０９８５－２４－３３７１
来所・手紙 〒880-0805
宮崎市橘通東３－１－２２
・国が行っている政策評価に関する情報の所在案内
政策評価情報の所在
宮崎合同庁舎４Ｆ
・政策評価制度全般に関する問い合わせ、意見、要
案内窓口
宮崎行政監視行政相談センター
望
※HP の相談フォーム
https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyoukaform.html
からも相談を受けています。
電話 ０１２０－９５－０１７８（マイナンバー）
０５０－３８１６－９４０５
０５０－３８１８－１２５０
マイナンバー総合フ マイナンバーカード、マイナンバー制度に関する相
※マイナンバーカードを紛失した場合は、個人
リーダイヤル
談
番号カードコールセンター（０５７０－７８３－
５７８：24 時間 365 日受付）に電話してくだ
さい。
行政機関等非識別加 行政機関や独立行政法人等が保有する非識別加工
電話 ０３－６４５７－９６８７（個人情報保護委員
工情報に関する総合 情報（いわゆるビッグデータ）の提供に関する問い
会）
案内所
合わせ
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電話・来所による
相談受付日時

平日 8:30～17:15

平日 9:30～20:00
土日祝祭日
9:30～17:30
（年末年始を除く）

平日 9:30～17:30

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

「事業者にマイナンバーの取り扱いに関する苦情を
申し立てたが、対応してもらえない。」「事業者の苦
情に対する対応に不満があるが、どうしたらよいか
分からない。」「事業者でマイナンバー（個人番号）
が漏えいしており、自分の情報が流出している可能
性がある。」「番号法で定められた措置がなされず、
マイナンバー苦情あ 自分の情報が適正に管理されていない。」「ある事
電話
業者でマイナンバー（個人番号）に関する不適切な
っせん相談窓口
処理がなされている。」など、マイナンバーに関す
る苦情を受けた上で、①専門の相談窓口の紹介、②
苦情相手への苦情内容の連絡、③法違反があった
場合の監督官庁への取り次ぎ、④苦情の相手方と
争いが生じた場合のあっせんなどの対応を行いま
す。

宮崎県庁県民室

電話・来所による
相談受付日時

０３－６４５７－９５８５（個人情報保護委員
平日 9:30～17:30
会）

電話 ０９８５－２６－７１１１
来所 〒８８０－８５０１
宮崎市橘通東 2-10-1 県庁本館 1F
宮崎県政への相談、苦情、要望及び照会並びに県政 ※県内 10 か所の県政相談室でも相談を受け
平日 8:30～17:15
に対する提言
ています。
※県政相談室一覧
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/
kense-faq/qa_page/29-q09.html
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◎医療・保健・心と体の健康
相談窓口名

宮崎県医療相談

医療事故相談

主な相談内容

相談受付方法

病院・診療所、助産所、その他の医療を提供する
施設における医療に関する苦情や相談に対応し、こ
れらの施設への情報提供や助言などを行います。
具体的には、「医療に関し、どこに相談したらよい
か分からない。」、「医師等から十分な説明が得られ
ない。」、といった相談に対し、中立的な立場から相
談をお受けし、患者さんが納得して医療を受けられ
るようお手伝いをしています。
なお、医療機関と患者さん間のトラブルについて
は、当事者間の話し合いによる解決が原則で、相談
窓口が医療機関と患者さんとの話し合いの場に立
ち合うことはできません。また、医療内容の是非を
判断する権限や、医療事故の責任の所在を判定す
る権限はなく、問題解決に向けたアドバイスを行い
ます。
・医療事故調査制度に関する問い合わせ
・医療機関が行う「医療事故の判断」に関する相談
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電話・来所による
相談受付日時

電話 ０９８５－４４－２６２５
FAX
０９８５－３２－４４５８
来所・手紙 〒８８０－８５０１
宮崎市橘通２－１０－１
平日 9：00～１２：００
13：00～１７：００
宮崎県福祉保健部医療薬務課
メール iryousoudan@pref.miyazaki.lg.jp
※最寄りの保健所でも相談を受け付けていま
す。

電話

０３－３４３４－１１１０（医療事故調査・支援
平日９：００～１７：００
センター）

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０９８５－２８－２６６８
来所（要予約）
女性専門相談センタ 思春期から高年期に至る女性の心や身体の健康に
宮崎市霧島 1-1-2 中央保健所
－「スマイル」
関する相談
メール smile@pref.miyazaki.lg.jp
※女性相談員が対応
中央保健所
電話 ０９８５－２８－２６６８
来所 宮崎市霧島１－１－２
都城保健所
電話 ０９０－８９１２－５３３１
来所 都城市上川東３－１４－３
延岡保健所
電話 ０８０－１７４１－４７７２
来所 延岡市大貫町１－2840
メール wing@pref.miyazaki.lg.jp
※不妊専門相談員が対応

不妊専門相談センタ ・不妊症、不育症に伴う身体や心の悩みや不安
－「ウイング」
・不妊症、不育症の治療や検査に関する相談

在宅療養電話相談

在宅療養に関する相談
例えば、「病院ではもうできる治療がないと言わ
れたが、退院しても大丈夫だろうか」、「医療依存度
が高いが、家に連れて帰りたい」、「がんが進行して 電話
痛みを伴っているが、自宅で生活できるだろうか」、 崎）
「在宅療養は家族にどれくらいの負担があるのだろ
うか」、「何かあったときには、誰かが助けてくれるの
だろうか」、「家族が介護に自信がない」など
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０９８５－６７－５００３（ホームホスピス宮

電話・来所による
相談受付日時

平日９：３０～１５：３０

毎週火・水・金曜
（祝祭日と年末年
始を除く）
9:30～15:30
毎月第２・４金曜
（祝祭日を除く）
9:30～15:30
毎月第１・３木曜（祝
祭日を除く）
9:30～15:30

平日 10:00～15:00

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

以下のがん診療連携拠点病院で受け付けて
います（各病院の患者でなくても利用できま
す。受付方法・日時は各病院にお問い合わせく
ださい）
宮崎大学医学部付属病院患者支援センター
電話 0985-85-1909
宮崎県立宮崎病院がん相談支援センター
電話 0985-38-4107
宮崎県立日南病院がん相談支援センター
電話 0987-23-3156
宮崎県立延岡病院相談支援センター
電話 0982-32-6181
国立病院機構都城医療センターがん相談支援
センター 電話 0986-23-4111

－

がんの治療や療養生活に関する相談
例えば、「がんと診断されて不安だ」「がん治療のこ
がん相談支援センタ
とについて聞きたい」「今後の生活が不安」「セカン
ー
ドオピニオンはどうやって受けたらいいのか」「医療
費はどれくらいかかるのか」「治療による副作用が
心配だ」「主治医から説明を受けたが難しくてよく分
からない」「仕事はどうしたらいいのだろう」「主治
医にうまく思いを伝えられない」「家族ががんにな
ったが私にできることはあるか」、「複数の治療法を
説明されたが、どれにしたらよいか決められない」
など
電話 ０３－３５４１－７８３０（日本対がん協会）
※看護師又は社会福祉士が対応
※相談時間は原則１人 20 分以内
がん相 談 ホッ トライ
※専門医による医療相談、社会保険労務士に
ン
よるがん患者の就労相談も行っています
（いずれも要予約、予約電話：０３－３５４１－７
８３５）
15 歳未満の子どもが急な病気やケガで、すぐに病 電話 ＃８０００（プッシュ回線又は携帯電話）
小児救急医療電話
院を受診させた方がいいのか、しばらく様子をみた
０９８５－３５－８８５５（ダイヤル回線）
相談
ほうがいいのか、保護者が迷われたときの相談
※看護師が対応
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毎日
１０：００～１８：００
（祝祭日と年末年
始を除く）

毎日 19:00～8:00

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０９８５－３１－３４１４
FAX
０９８５－４１－７６７７
来所・手紙 〒８８０－０００７
宮崎市原町２－２２
宮崎県難病相談・支 難病患者やその家族からの療養、生活、就労、各種
宮崎県総合福祉センター本館
援センター
公的手続きに関する相談
２F
※来所相談は要電話予約
メール miyanan-c@bird.ocn.ne.jp
精 神 保 健 （ 一 般 診 精神科の病気、心の健康に関する問題など、精神保 来所 宮崎市霧島１丁目１-２
療）相談
健一般に関する相談
宮崎県総合保健センター４F
宮崎県精神保健福祉センター
ス トレス 専門 診療相 メンタルヘルスに関することやストレス、うつ病など
※来所相談は電話（０９８５－２７－５６６３）によ
談
の悩みに関する相談
る事前予約が必要
依 存 症 専 門 診 療 相 薬物、アルコール、ギャンブル等へののめり込み問題 ※精神科医が対応
※HP の相談フォーム
談
に関する相談
http://miyakoro.com/contact/
思春期精神保健相
思春期の精神的不調の悩みや相談
からも相談を受けています。
談
こころの電話
電話 ０９８５－３２－５５６６
宮崎自殺防止センタ
電話 ０９８５－７７－９０９０
ー
様々な悩み、つらい気持ちを誰かに聞いてほしいな
東京自殺防止センタ
ど
電話 ０３－５２８６－９０９０
ー
ライフネット宮崎（自
電話 ０９８５－２８－２５５５
殺防止電話相談）
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電話・来所による
相談受付日時

平日 10:00～16:00

毎月第１・３水曜
14:00～16:00
毎月第１・３木曜、第
２・４月曜
14:00～16:00
毎月第１・３月曜
14:00～16:00
毎月第２・４木曜
14:00～16:00
平日 9:00～19:00
月・水・金・日曜
20:00～23:00
毎日 20:00～６：００
月・火・木・土曜
１９：００～２３：００

相談窓口名

主な相談内容

電話・来所による
相談受付日時
月・金曜
電話 ０３－３５４５－３３８２（日本自閉症協会） 9:30～１１：３０
※毎月第１～３水曜 11:00～15:00 には自閉症 12:30～16:30
児を子に持つ相談員が、自閉症児の家族か 水曜
11:00～１１：３０
らの相談を受けます。
１２：３０～15:00
電話 ０９８５－５８－４５２５（宮崎県看護協会）
来所 宮崎市学園木花台西 2-4-6
宮崎県看護等研修センター内
メール a-kango@r3.dion.ne.jp
平日 9:00～16:00
※来所相談は事前の電話予約が必要
※電話相談に当たっては、最初に「訪問看護に
ついての相談」と伝えてください。相談員に
つなぎます。
相談受付方法

次のような相談に対し、情報提供やアドバイスをしま
す。
自閉症・発達障害電
・自分は自閉症、または発達障害なのではないか
話相談
・家族、生徒、職場に自閉症又は発達障害の可能性
がある者がいるがどう対応すべきか

現在、訪問看護を利用している方やその家族、これ
在宅ケア・訪問看護 から訪問看護を利用したいと考えている方、訪問看
相談
護に従事している看護職、これから事業所開設を予
定している方からの訪問看護についての相談

電話
くすり相談窓口

医師から処方された薬（医療用医薬品）や薬局など
で購入する薬について、効能効果、飲みあわせ、飲
み方・使い方、薬に関する心配ごとなどの相談
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０３－３５０６－９４５７（医薬品医療機器総
合機構）
平日 9:00～１７：００
０９８５－２７－０１２９（宮崎県薬剤師会薬
事情報センター）

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

販売店で購入し家庭で使用する医療機器（コンタク
トレンズ、マッサージ機、補聴器など）について、効能
効果、安全に使用するための注意事項、医療機器に 電話 ０３－３５０６－９４３６（医薬品医療機器
医療機器相談窓口
総合機構）
関する心配ごとなどの相談
※販売方法のトラブルや相談者と企業との紛争
等に関する相談は受けていません。
医薬品（病院・診療所で処方されたものの他、薬局等
で購入したものも含む）を適正に使用したにもかか 電話 ０１２０－１４９－９３１（医薬品医療機器総
医 薬 品 副 作 用 救 済 わらず、その副作用により入院治療が必要になるほ
合機構）
制度相談窓口
ど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金
０３－３５０６－９４１１
などの給付を行う「医薬品副作用被害救済制度」に メール kyufu@pmda.go.jp
関する相談
電話 ０１２０－３９７－８６４
ライフサポートセ ン
来所 宮崎市広島 1-11-8
メンタルヘルスに関することやストレス、うつ病など
ターみやざき 心の
労働福祉会館別館２F
の悩みに関する相談
健康相談
※来所相談は事前の電話予約が必要
※臨床心理士が対応
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電話・来所による
相談受付日時

平日 9:00～17:00

平日 9:00～17:00

水曜（祝祭日と年
末年始を除く）
13:00～16:00

◎子育て・教育
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
電話

ふれあいコール

０９８５－３８－７６５４
０９８５－３１－５５６２
「学校教育」の悩み （いじめ・不登校・学業や進路・発
来所 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－７２９
達や就学・障害など）
宮崎県教育研修センター
「家庭教育」の悩み （子育て・子どものことで不安な
※来所相談は事前の電話予約が必要
ことや気にかかることなど）
※毎月第２木曜日13:00～16:00には臨床心理
「心や身体」の悩み、生活上困っていることなど
士による面接相談を実施（要電話予約）

電話・来所による
相談受付日時

電話 ０９８５－４１－７８３０
FAX
０９８５－４１－７８３１
来所・手紙 〒880-0804
宮崎県子ども・若者
ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活をうまく
総合相談センターわ
宮崎市宮田町 13 番 16 号
送れずに悩んでいる子ども・若者からの相談
かば
宮崎県庁 10 号館 1Ｆ
メール soudan@miyazaki-kowaka.jp
※相談者の自宅を訪問しての相談もできます
電話 ０１２０－３８８－５７８（宮崎県医師会）
子ども・保護者・教職員からの性に関する相談
FAX
０９８５－３８－８１０８
性に関する相談窓口
※子育てや人生相談には対応できません
メール sukoyaka@miyazaki.med.or.jp
※専門医（産婦人科医、泌尿器科医）が対応
チ ャ イ ル ド ラ イ ン み 18 歳までの子ども・若者からの悩みや気持ちを誰か
電話 ０１２０－９９－７７７７
やざき
に話したいときの窓口
電話・FAX ０９８５－２０－１２２０
里親普及促進センタ
里親制度に関心のある方からの相談
来所 宮崎市江平西 1-5-11 江平ビル 105
ーみやざき
メール satooya@kodomo-bunka.org
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祝祭日と年末年
始を除く毎日
８:３０～２１：００

月～水・土・日
10:00～17:00
（祝祭日と年末年
始を除く）

平日 10:00～16:00
毎日 16:00～21:00
（年末年始を除く）
平日 10:00～16:00

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０９８５－７８－３７３７
来所 宮崎市吉村町沖ノ原甲 1543
※来所相談は事前の電話予約が必要
こども家庭支援セン
※相談員が相談者の家庭を訪問しての相談も
ターつぼみ
行っています。
※県内９市の福祉事務所内の家庭児童相談室
でも子育てに関する相談を受けています。
電話 ０９８６－４５－２１４０
児童家庭支援センタ
来所 都城市平塚町２８８０
ーゆうりん
※相談員が相談者の家庭を訪問しての相談も
子どもと家庭に関するあらゆる相談
行っています。
中央児童相談所
電話 ０９８５－２６－１５５１
来所 宮崎市霧島１－１－２
都城児童相談所
児童相談所
電話 ０９８６－２２－４２９４
来所 都城市年見町１４－１－１
延岡児童相談所
電話 ０９８２－３５－１７００
来所 延岡市大貫町 1 丁目 2845
電話 １８９（いちはやく）
児 童 相 談 所 全 国 共 子どもに対する虐待（又はその疑い）を見つけた場 ※最寄りの児童相談所につながります
通ダイヤル
合の通報窓口
※通報は匿名でも可能で、通報者に関する秘
密は守られます。
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電話・来所による
相談受付日時

毎日 24 時間

金～水曜
10:00～19:00

平日 8:30～17:15

毎日 24 時間

電話・来所による
相談受付日時
電話 ０９８５－４１－４１１９
金～水曜
宮崎県ひきこもり相
メール talk@miyazaki-kowaka.jp
10:00～19:00
談センター
※電話相談の後、必要に応じて面談による相 （祝祭日と年末年
談を行います。
始を除く）
ひきこもりに関する本人・家族からの相談
電話 ０９８５－２７－８１３３
宮崎県ひきこもり地
０９８５－４４－２４１１
平日 8:30～17:00
域支援センター
※電話相談の後、必要に応じて面談による相
談を行います。
電話 ０１２０－３９７－８６４
ライフサポートセ ン
来所 宮崎市広島 1-11-8
火曜
ターみやざき 子育 子育てに関するあらゆる相談
労働福祉会館別館２F
13:00～16:00
て相談
※来所相談は事前の電話予約が必
いじめで困ったり、自分や友人の安全に不安があっ 電話 ０１２０－０－７８３１０（なやみ言おう）
２４時間子供ＳＯＳダ
たりするなど、子どもからのＳＯＳを受ける窓口（保護 ※最寄りの都道府県教育委員会の相談窓口に 毎日 24 時間
イヤル
者も利用可）
つながります。
平日
電話 0120-965-419（固定電話から）
養育費相談支援セン
10:00～20:00
離婚後の養育費、面会交流に関する相談
03-3980-4108（携帯電話から）
ター
土曜日・祝祭日
メール info@youikuhi.or.jp
10:00～18:00
電話 ０７０－６６４８－８３１８
火木日曜
ＢＯＮＤプロジェクト
※女性相談員が対応
16:00～19:00
生きづらさや人間関係の悩み事を抱える 10～20 歳
メール hear@bondproject.jp
代の女性からの相談
ＨＰの相談フォーム
若草プロジェクト
－
http://wakakusa.jp.net/sodan/index.html
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

SOS 赤ちゃんとお母
さんの妊娠相談

妊娠しているかもしれない、または妊娠したことが
分かったが、誰にも相談できず悩んでいる方、出産
目前・出産直後でどうしていいか分からない方、産
みたい（産んだ）けれども育てられない、赤ちゃんに
妊娠 SOS ほっとライ
愛情が持てないなどの悩みを持つ方からの相談
ン

電話 ０１２０－７８３－４４９（慈恵病院）
※ＨＰの相談フォーム
毎日 24 時間
http://ninshin-sos.jp/contact/
からも相談を受けています。
電話 ０１２０－７０－８８５２（NPO 円ブリオ基金 火・木曜
東京本部）
10:00～16:00
電話 ０８００－２２２－８８５２（ワン＆オンリー宮
崎いのちの会）
※ＨＰの相談フォーム
http://oneandonly木曜
19:00～22:00
iyazaki.org/%e5%a6%8a%e5%a8%a0%ef%bd%93%ef%bd
%8f%ef%bd%93%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e
3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/

からも相談を受けています。
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電話・来所による
相談受付日時

◎労働・雇用・企業活動
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

労働条件相談ほっと
ライン

電話 ０１２０－８１１－６１０（はい！ろうどう）

電話・来所による
相談受付日時
月～金曜
17:00～22:00
土日 9:00～21:00
（年末年始を除く）

電話 ０９８５－２６－７５３８
FAX
０９８５－２０－２７１５
来所・手紙 〒880-0805
働くあんしんサポー
宮崎市橘通東１－９－１０
平日 8:30～17:15
トダイヤル
県庁３号館６F
宮崎県労働委員会
解雇、雇い止め、配置転換、賃金などの労働条件の
ほか、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働に関す メール rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp
るあらゆる相談（事業者、労働者双方からの相談に 電話 ０９８５－３８－８８２１
対応）
来所 宮崎市橘通東３－１－２２
宮崎労働局
宮崎合同庁舎４F
※県内４か所の労働基準監督署でも相談でき 平日 8:30～17:15
総合労働相談コーナ
ー
ます。
※宮崎労働局と宮崎労働基準監督署には女
性相談員がいます。
電話 0120-397-864
ライフサポートセ ン
来所 宮崎市広島 1-11-8
ターみやざき 労働
金曜 13:00～16:00
労働福祉会館別館２F
相談
※事前の電話予約が必要
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

解雇、雇い止め、配置転換、賃金などの労働条件の
中 小 企 業 労 働 相 談 ほか、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働に関
所
するあらゆる相談（事業者、労働者双方からの相談
に対応）

宮崎県働き方改革推 中小企業の事業主からの働き方改革や労働条件、
進支援センター
人材の確保・育成、生産性の向上などに関する相談
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電話・来所による
相談受付日時

宮崎中小企業労働相談所
電話 0985-26-7106
来所 宮崎市橘通東 2 丁目 10-1
宮崎県雇用労働政策課内
延岡中小企業労働相談所
電話 0982-33-2862
来所 延岡市愛宕町 2-15 延岡総合庁舎１F
平日 8:30～17:15
日南中小企業労働相談所
電話 0987-22-2714
来所 日南市戸高 1-12-1 日南総合庁舎１F
都城中小企業労働相談所
電話 0986-23-4518
来所 都城市北原町 24-21 都城総合庁舎１F
電話 ０９８５－２７－８１００
FAX
０９８５－３５－３９２３
来所 宮崎市橘通東 4-1-4
宮崎河北ビル 7F アソウ・ヒューマニー
センター宮崎支店内
平日 9:00～17:00
メール desk@ahc-net.co.jp
※HP の相談フォーム
http://ahc-miyazaki.com/center/
からも相談を受けています。
※相談内容に応じて中小企業診断士や社会保
険労務士などの専門家を派遣します。

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

個別労働関係紛争（労働契約・労働条件を巡るトラ
ブル、職場内でのいじめ・いやがらせなど）に関す
る事項について、個々の労働者と事業主との間の
社労士会労働紛争
紛争に関する相談を受け、両者の間を仲介して解
解決センター
決に向けてのあっせんを行います。
※組合と事業主との間の紛争、労働法規違反、募
集・採用に関する紛争は対象外となります。

０９８５－２０－８１６０
宮崎市大和町８３－２
鮫島ビル１Ｆ
※あっせんの申し立てをする場合は１件当たり
1,050円が必要となります。
※社会保険労務士が対応

電話・来所による
相談受付日時

電話
来所

来所 宮崎市大和町８３－２ 鮫島ビル１Ｆ
社 労 士 会 総 合 労 働 労働者、事業主双方からの労働条件全般に関する ※事前の電話予約（０９８５－６０－３８７６）が必要
相談所
相談
※社会保険労務士が対応

平日 9:00～17:00
（お盆を除く）

月・水・木・金曜
10:00～17:00
（祝祭日と年末年
始を除く）

みやざき若者サポートステーション宮崎本部
電話 ０９８５－２５－４３４５
来所 宮崎市老松1-4-21 Kビル２F
働くことに踏み出せない若者やその家族からの相 サテライト都城
電話 ０９８６－３６－６５１０
若者サポートステー 談を受け、キャリアコンサルタントや臨床心理士、産
来所 都城市東町４－３０
ション
業カウンセラーなどが支援チームを作って進路決
定まで支援します。
サテライト延岡
電話 ０９８２－３７－１１９０
来所 延岡市土々呂町4-4390-1
延岡市職業訓練支援センター１F
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平日
10:00～17:00

相談窓口名

下請かけこみ寺

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

０１２０－４１８－６１８（宮崎県産業振興機
構）
０１２０－３００－２１７（消費税転嫁対策専
用窓口）
メール soudanmoushikomi@zenkyo.or.jp
※HPの相談フォーム
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/soudan/f
orm.htm
からも相談を受けています。

平日 9:00～12:00
13:00～17:00

主な相談内容
中小企業の取引上の悩み（例えば、「支払い日を過ぎ
ても代金を支払ってくれない」「原材料が高騰してい
るのに単価引き上げに応じてくれない」「長年取引をし
ていた発注元から突然取引を停止された」「発注元か
ら棚卸作業を手伝うよう強要された」など）に関する
相談
企業間取引に関する紛争について和解の調停を行う
こともできます。
※金融関係に関する紛争及び労働関係等に関する紛
争は対象外となります。

電話

電話
来所

０１２０－９４７－４８５
宮崎市大和町８３－２ 鮫島ビル１F
最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企
宮崎県社会保険労務士会
宮崎県最低賃金総
業事業主のために、賃金制度・労働条件制度をはじめ
メール saichin-miyazakisr@tiara.ocn.ne.jp
合相談支援センタ
労働トラブル防止・解決のための労働相談や雇用助成
ー
※社会保険労務士が対応
金にかかる相談を受けます。
※延岡市と都城市への出張相談も月１回ずつ
実施

平日 13:00～17:00

電話 ０９８５－２０－１２１１（宮崎県医師会）
医療機関からの医療労務管理、経営面での相談
宮崎県医療勤務環 例えば「スタッフが長く安心して働ける職場にしたい」 メール iryou-kinmukaizen@miyazaki.med.or.jp
平日
境改善支援センタ 「職員の育児・介護支援はどうすれば」「医師の負担を ※電話相談後、必要に応じて社会保険労務士
10:00～16:00
ー
軽減させたい」「スタッフのキャリアを高めたい」「補助
や医業経営コンサルタントによる面接相談に
制度を活用したい」など
進みます
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

労災保険の制度や請求方法に関する一般的な問い
合わせ
※個別のケースに関する労災適用の有無や請求手
続きに関する相談は最寄りの労働基準監督署で
労災保険相談ダイ
電話
お受けします。
ヤル
※宮崎県内の労働基準監督署
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazakiroudoukyoku/kantoku/list.html

０５７０－００６０３１（ろうさい）

電話・来所による
相談受付日時

平日
９：００～１７：００

毎 月 ５ 、 15 、 20 、
25、30 日（年末年
電話 ０１２０－７８７－９５６（働く女性の全国セ 始を除く）
働く女性の全国ホッ
女性の仕事や職場に関する悩みや相談
ンター）
18:00～21:00
トライン
上の日が土日祝
※毎月５日はセクハラ集中相談日
祭日にあたる場合
は 14:00～17:00
月火木曜
電話 ０３－３２５１－５３６３
15:00～18:00
解雇、雇い止め、配置転換、賃金などの労働条件の ※弁護士が対応
土曜 13:00～16:00
日本労働弁護団ホッ
ほか、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働に関す
トライン
電話 ０３－３２５１－５３６４（女性の労働に関す
るあらゆる相談（労働者からの相談に対応）
第２・４水曜
る相談電話）
15:00～17:00
※女性弁護士が対応
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相談窓口名

NPO 法人 POSSE
労働相談窓口

主な相談内容

相談受付方法

解雇、雇い止め、配置転換、賃金などの労働条件のほ
電話 ０３－６６９９－９３５９
か、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働に関するあ
メール soudan@npoposse.jp
らゆる相談（労働者からの相談に対応）

以下の事項に関する相談
・中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機
関や金融庁・財務局の対応
中小企業等金融円
・借入れや返済について、取引金融機関との間での困 電話 0985-44-2735（宮崎財務事務所）
滑化相談窓口
りごと
・経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内
容
中小企業の資金繰り、各種支援制度など、中小企業経 電話 0570-064-350
中小企業電話相談
営に関する幅広い相談を受け、アドバイスや専門の相
※最寄りの経済産業局中小企業課につな
ナビダイヤル
談窓口の案内などを行います。
がります。
まずは電話（０９８５－７２－５１５１）、ＦＡＸ（０９８５
－７２－５１５２）またはＨＰの相談フォーム
http://www.miyazaki宮崎県事業引継ぎ 「後継者がいない」「事業の引き継ぎに不安がある」な cci.or.jp/hikitsugi/soudanform.html
支援センター
どの悩みを抱える中小企業からの相談
から相談の申し込みをします。その後、支援セ
ンターから連絡がありますので相談日時を決
めて支援センターにおいて面接による相談を
行います。
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電話・来所による
相談受付日時
水曜を除く平日
17:00～21:00
土日祝日
13:00～17:00
（お盆を除く）

平日 9:00～16:00

平日 9:00～17:00

平日 9:00～17:00
※電話での相談
申込み受付日
時

◎治安
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

犯罪や事故の発生には至ってはいないが、ストーカ
ーや DV・悪質商法・近隣や職場でのトラブルなど、普 電話 ＃９１１０
※電話をかけた地域を管轄する都道府県
段の生活の安全や平穏に関わる様々な悩みごとや
警察相談専用電話
警察本部の相談窓口につながります。
困りごとに関する相談を受け、相談内容に応じて助
言や他の専門機関の紹介、相手方に対する指導・警
０９８５－２６－９１１０
告・説得などの対応を行います。
暴力団が関与する犯罪等 、犯罪インフラ事犯 、薬物 電話 ０１２０－９２４－８３９（とくめいつうほう、
事犯 、拳銃事犯 、特殊詐欺 、少年福祉犯罪 、児童虐
やってサンキュー）
待事案 、人身取引事犯等 の潜在化しやすい犯罪の
※HPの通報フォーム
匿名通報ダイヤル
検挙、また、被害者となっている子どもや女性の早
https://www.tokumei24.jp/report/
期保護等を図るため、匿名による事案情報の通報を
からも通報を受けています。
受け、これを警察に提供して、捜査等に役立てます
電話 ０９８５－２３－７８６７
※宮崎県警察本部少年サポートセンターにつ
ヤングテレホン
少年の非行・問題行動に関する相談
ながります。
※県内各警察署でも相談を受けています。
電話 ＃８１０３（ハートさん）
※電話をかけた地域を管轄する都道府県
性犯罪相談ダイヤル
警察本部の相談窓口につながります。
性犯罪の被害を受けた方やその家族・友人などから
０９８５－３１－８７４０
の相談
電話 ０９８５－３８－８３００
さぽーとねっと宮崎
※女性相談員が対応
電話 ０９８５－２７―７１１０（宮崎県警組織犯罪
暴力団ホットライン
暴力団による被害を受けている方からの相談
対策課）
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電話・来所による
相談受付日時

平日 8:30～17:15

平日 9:30～18:15

平日 9:00～17:45

平日 9:00～17:30

平日 10:00～16:00
平日 8:30～17:15

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０５０－３１７７－５４３２
※ＨＰの相談フォーム
ポルノ被害と性暴力
https://www.paps.jp/contactus
を考える会（ＰＡＰＳ） アダルトビデオ出演強要、性産業への従事の強要、リ
ベンジポルノ、盗撮、援助交際、児童ポルノなどのポ
からも相談を受けています。
ルノ被害や性暴力被害を受けている方からの相談
電話 ０１２０－８７９－８７１（人身取引被害者サ
人身取引被害専用
ポートセンターライトハウス）
ホットライン

電話・来所による
相談受付日時

毎日 24 時間

平日 10:00～19:00

電話

０９８５－３８－７８３０（みやざきなやみ
ゼロ）
来所 宮崎県宮崎市広島1丁目13-10
※下記の日程で出張相談も行っています。
出張相談を利用する場合、事前の電話予
約（０９８５－３８－７８３１、予約受付日時：平
日10:00～17:00）が必要です。
みやざき被害者支
○延岡会場
援センター
犯罪や交通事故の被害者やその家族が抱える不安
毎月第１水曜13:00～15:30
や悩みに関する相談
延岡市愛宕町２－１５
延岡県税総務事務所1Ｆ会議室
○都城会場
毎月第３水曜13:00～15:30
都城市北原町２４－２１
都城県税事務所１Ｆ会議室

平日 10:00～16:00

全国被害者支援ネッ
トワーク

毎日（年末年始を
除く）7:30～22:00

電話
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０５７０－７８３－５５４（なやみはここよ）

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０１２０－１８４－８９３（いやよやくざ）
FAX ０９８５－３１－０８９４
来所 宮崎市宮田町１３－１６県庁10号館２F23号
宮 崎 県 暴 力 追 放 セ 暴力団による被害を受けている方や暴力団からの
室
ンター
離脱を考えられている方からの相談
※HPの相談フォーム
http://www.m-botsui.or.jp/soudan.html
からも相談を受けています。
宮 崎 県 警察 本 部 監
宮崎県警職員の職務執行に対する苦情・意見・要望
察課
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電話

０９８５－３１－０１１０

※各警察署の警務課でも相談を受けます

電話・来所による
相談受付日時

平日 8:30～17:15

平日 8:30～17:15

◎交通事故
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
電話
来所

宮 崎 県 交通 事 故 相 交通事故の加害者または被害者からの事故対応や
談所
被害補償などに関する相談

損害賠償額の算定、賠償責任の有無と過失割合、
日 弁 連 交通 事 故 相 賠償責任者の認定、損害賠償の請求方法、示談の
談センター
方法など、交通事故に関する法律問題に関する相
談

０９８５－２６－７０３９
宮崎市橘通東２丁目１０－１
宮崎県庁４号館１F
※来所相談は事前の電話予約が必要
※毎月第２木曜 13:30 からは弁護士による法律
相談を行っています（要事前予約）
電話 ０５７０－０７８３２５
０３－３５８１－１７７０
※弁護士が対応
※相談時間は 10 分以内
来所 宮崎市旭 1-8-45 宮崎県弁護士会館内
※事前の電話予約（0985-22-2466）が必要
※弁護士が対応
※相談時間は 30 分以内

電話・来所による
相談受付日時

平日 9:00～12:00
13:00～15:00

平日
10:00～12:00
13:00～15:30
毎月第１・３火曜
13:30～16:00

平日 9:00～12:00
自動車又はバイクによる交通事故の加害者と被害 来所 福岡市中央区天神 1-9-17 福岡天神フ
交通事故紛争処理
13:00～17:00
者間の示談をめぐる紛争に関する相談（ケースに
コク生命ビル 10F
センター福岡支部
※電話予約受付
応じて和解あっせんを行います。）
※事前の電話予約（092-721-0881）が必要
時間
※

交通事故相談を利用する場合、あらかじめ次のような関係書類を用意しておくとスムーズな相談ができます。
①交通事故証明書、事故状況を示す図面、現場写真
②医師の診断書、後遺障害診断書・認定結果
③治療費明細書、事故前の収入を証明するもの
④加害者の任意保険の有無と種類
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◎外国人のための多言語相談窓口
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

日本での生活全般に関する相談
※外国語の対応が可能な生活相談員を紹介します
※役所への手続き（ビザ・在留資格など）や法律問
宮 崎 県 国際 交 流 協
題に関する相談の場合、日時・場所を決めて弁護
会
士や行政書士による面接相談（通訳付き・30 分以
内）もできます。
（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語
に対応）

電話
FAX

０９８５－３２－８４５７
０９８５－３２－８５１２

来所

宮崎市橘通東4-8-1 カリーノ宮崎

9F
メール miyainfo@mif.or.jp

電話・来所による
相談受付日時

火～土曜（祝祭
日・年末年始を除
く）
10:00～19:00

電話 ０５７０－０９０９１１
※最寄りの法務局・地方法務局の人権相談所で
も外国語での相談対応ができます。
外国人であることを理由に不当な差別を受けてい
る，学校でいじめを受けているなど，日常生活の中 ※HPの相談フォームからも相談を受けています
外 国 人 人 権 相談ダ
（英語と中国語のみ対応可）。
での人権問題に関する相談
平日 9:00～17:00
イヤル
（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html
ベトナム語に対応）
（英語版）
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html

（中国語版）
電話 ０５７０－０１３９７０
外国人の入国手続や在留手続等に関する相談
０３－５７９６－７１１２
外国人在留総合イン （英語、中国語、韓国語、スペイン語に対応）
フォメーションセンタ ※個別事案に関する申請や許可の見通し、審査の メール info-tokyo@i.moj.go.jp
ー
進捗状況、処分結果、退去強制手続の進捗状況 ※メールは日本語と英語のみ受付
に関する問い合わせには回答できません。
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平日 8:30～17:15

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

マイナンバー制度、マイナンバーカードに関する相 電話
マイナンバー総合 談
フリーダイヤル
（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に
対応）

０１２０－０１７－８２６（マイナンバー制度に
ついて）
０１２０－０１７－８２７（マイナンバーカード
について）

平日 9:30～22:00
土日祝祭日
9:30～17:30
（年末年始を除く）

住民基本台帳制度に関する相談
住民基本台帳制度
（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、
多言語相談窓口
ベトナム語に対応）
外国人が日本で生活・仕事する上で生じたトラブル
に関して、救済・解決するための法制度や専門の相
法 テ ラ ス 多 言語情
談窓口を案内
報提供サービス
（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、
ベトナム語、タガログ語に対応）
・手紙、ゆうパック、郵便番号、配達など郵便全般に
関する相談
・生命保険、簡易生命保険に関する相談、簡易保険
日本郵便お客様サ
カードの紛失・盗難の申告
ービス相談センター
・貯金・送金に関する相談
・郵便局の窓口サービスに関する相談
（英語に対応）
外国人観光客からの九州７県と山口県の観光に関
する問い合わせ
九州・山口多言語コ （英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・インドネシ
ールセンター
ア語・ネパール語・タガログ語・ポルトガル語・スペイ
ン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレ
ー語に対応）

電話

０５７０－０６６－６３０
０３－６４３６－３６０５

平日 8:30～17:30

電話

０５７０－０７８－３７７（おなやみないない）

平日 9:00～17:00

電話

０５７０－０４６－１１１

平日 8:00～21:00
土日祝祭日
9:00～21:00

電話

０９２－６８７－６６３９

毎日 24 時間
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを誰か
よりそいホットライ に聞いてほしいときなど、どんな相談でも受けます
ン
（英語、中国語、韓国語、タガログ語、タイ語、スペイ
ン語、ポルトガル語に対応）

電話 ０１２０－２７９－３３８
上記の番号にかけた上で、音声ガイダンスにし 毎日
たがい、２番を選択すると外国語による相談窓
１０：００～２２：００
口につながります。
電話

０５７０－００１７０１（英語）

電話

０５７０－００１７０２（中国語）

電話

０５７０－００１７０３（ポルトガル語）

解雇、雇い止め、配置転換、賃金などの労働条件の
電話
ほか、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働に関す
るあらゆる相談
外国人労働者向け （英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ
相談ダイヤル
語、ベトナム語に対応）
電話

０５７０－００１７０４（スペイン語）

０５７０－００１７０５（タガログ語）

※厚生労働省が開設している外国人労働者相談
コーナーにつながります。

電話
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電話・来所による
相談受付日時

０５７０－００１７０６（ベトナム語）

平日 10:00～12:00
13:00～15:00
火・木・金曜
10:00～12:00
13:00～15:00
※祝祭日と年末年
始を除く
火・水曜
10:00～12:00
13:00～15:00
※祝祭日と年末年
始を除く
水・金曜
１0:00～12:00
13:00～15:00
※祝祭日と年末年
始を除く

◎福祉（高齢者・障害者・女性・生活困窮者など）※児童福祉に関する相談窓口は「子育て・教育」の項（P11～14）に掲載
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

県内70か所の地域包括支援センターにおいて、
高齢者向けの各種保健福祉サービスや介護保険サ 電話又は来所により相談を受けています。
地 域 包 括 支 援 セ ン ービスに関する総合的な相談
※宮崎県内の地域包括支援センター一覧
ター
高齢者への虐待の防止などの権利擁護に関する相
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryokaigo/ken
談
ko/koresha/naruhodo_a6.html
電話
宮崎県身体障害者 身体障害者の障害判定、リハビリ、補装具、福祉用 FAX
相談センター
品、福祉サービス等に関する相談
来所

０９８５－２９－２５５６
０９８５－３１－３５５３
宮崎市霧島１丁目1-2

宮崎県総合保健センター５F
電話 ０９８５－２２－３８５８
来所 宮崎市宮田町３－４６県庁９号館
配偶者暴力の被害に関する相談（男女問わず）
配偶者暴力相談支
相談の内容により、医学的・心理学的指導（カウンセ ※ＤＶ相談ナビ（０５７０－０－５５２１０）に電話する
援センター
リング）や一時保護が受けられます。
と、各都道府県が開設する最寄りの配偶者
暴力相談支援センターにつながります。
配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセ 電話
女性の人権ホットラ
クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女
イン
性をめぐる様々な人権問題についての相談
※

電話・来所による
相談受付日時

平日 8:30～17:15

平日 9:00～16:00

電話相談：平日
9:00 ～ 20:00 、 土
日 9:00～15:00
来所相談：平日
9:00～18:00

０５７０－０７０－８１０（ゼロナナゼロのハー
トライン）
平日 8:30～１７：１５
０９８５－２０－８７７１

女性の人権に関する相談窓口として、市が設置したものもあり（①宮崎市女性相談室：0985-21-1779、②都城市男女共同参画センター：
0986-23-7157、③延岡市男女共同参画センター：0982-23-1141、④日向市男女共同参画づくり推進ルームさんぴあ：0982-55-1660、⑤えび
の市女性相談所：0984-35-0152）、それぞれの市にお住まいの方が利用できます。
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０９８５－６０－１８２２
来所 宮崎市宮田町３－４６県庁９号館
※来所相談は事前の電話予約が必要
※毎月第３火曜日の午後には弁護士による法
宮 崎 県 男 女 共 同 参 夫婦・恋人・家族その他女性を取り巻く人間関係、心
律相談を実施
画センター
身に関する悩みごと
※必要に応じて医師や臨床心理士による面接
相談を行います。
※毎週水曜日は男性からの相談も受けていま
す。

電話・来所による
相談受付日時

平日 9:00～17:00
土曜 9:00～16:30

中央発達障害者支援センター
電話 ０９８５－８５－７６６０
来所 宮崎市清武町木原4257-7
ひまわり学園内
発達障害者支援セン
発達障害者（児）の生活・就労・教育等に関する相談
ター

延岡発達障害者支援センター
電話 ０９８２－２３－８５６０
来所 延岡市櫛津町３４２７－４
ひかり学園内
都城発達障害者支援センター
電話 ０９８６－２２－２６３３
来所 都城市都原町７１７１ 高千穂学園内
※来所相談は事前の電話予約が必要
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平日 8:30～17:15

相談窓口名

自立相談

主な相談内容

相談受付方法

働きたくても働けない、住むところがないなど様々
な理由により生活に困っている方の相談に応じ、一人
ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門
の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関
等と連携して解決に向けた支援を行います。

電話・来所による
相談受付日時

県内14か所の「自立相談支援機関」において、
電話または来所により相談を受けています。
※宮崎県内の自立支援機関一
平日 8:30～17:15
覧 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/fukushih
oken/kenko/shakaifukushi/documents/25555
_20170324163438-1.pdf

県内26か所の虐待防止センターにおいて、電
障害者の家族や障害者福祉施設の職員、障害者の雇 話または来所により相談を受けています。
市町村虐待防止セ
用主から障害者に対する虐待に関する相談（通報窓 ※宮崎県内の虐待防止センター
平日 8:30～17:15
ンター
口）
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shogaifukush
i/kenko/shogaisha/page00204.html
・就業中又は仕事を探している障害者とその家族か 電話 ０９８５－６３－１３３７
みやざき障害者就
ＦＡＸ ０９８５－５３－５９９９
らの就業や労働条件に関する相談
業・生活支援センタ
・障害者を雇用しているまたは雇用を考えている事 来所 宮崎市大淀４－６－２８
ー
業主からの相談
宮交シティ２Ｆ
電話

０８００－１００－２７０７（全国若年性認知
若年性認知症（疑い者を含む）の本人、家族、勤務先
症支援センター）
からの相談に応じて、就労や生活の支援に関する情 ※若年性認知症支援コーディネーターが対応
若年性認 知症コー
報を提供するほか、必要に応じて職場や産業医、市町
ルセンター
村、福祉関係機関間の調整を行い、就労の継続や居 電話 ０９８５－２２－３８０３（認知症の人と家族
の会宮崎県支部）
場所づくりを援助します。
※若年性認知症コーディネーターが対応
30

平日 10:00～17:15

月～土
10:00 ～ 15:00 （ 祝
祭日と年末年始を
除く）
水曜 9:00～16:00
（祝祭日と年末年
始を除く）

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

認知症あんないダ 相談者の最寄りの認知症専門医がいる医療機関や
電話 ０１２０－１６５－２４４（いー老後にしよ）
イヤル
地域包括支援センターの所在地の案内
認知症の人と家族 認知症に関する知識や介護の仕方、介護のグチや悩 電話 ０１２０－２９４－４５６（固定電話から）
０７５－８１１－８４１８（携帯電話から）
の会
みなど、認知症に関するあらゆる相談

電話・来所による
相談受付日時
毎日 9:00～21:00
平日 10:00～15:00

電話 ０９８５－２３－６１１２
来所 宮崎市旭 1-8-45 宮崎県弁護士会館
金曜 10:00～12:00
内
弁護士会高齢者・障 高齢者（65 歳以上）・障害者をとりまく法律問題に関
（祝祭日と年末年
※ 来 所 相 談 は 事 前 の 電 話 予 約 （ 0985-22害者相談
する相談
始を除く）
2466）が必要
※弁護士が対応
ＤＶ被害に悩む女性と子どもからの相談
電話 ０９８５－８９－５２４３（ＮＰＯハートスペー 日・月曜
えむコール
民間シェルターの紹介
スＭ）
10:00～17:00
病院・裁判所・行政機関・警察などへの同行
・育児支援に関する情報（保育サポーター、公私立保
育所、ベビーシッター、学童保育など）の提供
フレーフレー・テレフ ・介護支援に関する情報（高齢者向け福祉サービス、 電話 ０９８５－２０－２０２０（21 世紀職業財団宮
平日 9:30～１６：３０
ォン宮崎
看護婦家政婦紹介所、ホームヘルパーなど）の提供
崎事務所）
・家事代行サービスに関する情報（家政婦紹介所、家
事代行サービスなど）の提供
電話 ０１２０－２７９－３３８
よりそいホットライ 暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを誰かに 上記の番号にかけた上で、音声ガイダンスにし
毎日 24 時間
たがい、相談したい内容の窓口を選択します。
ン
聞いてほしいときなど、どんな相談でも受けます。
FAX ０３－３８６８－３８１１
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

在宅福祉サービスや社会福祉施設で提供される福祉
サービスについて、その処遇や利用契約の締結、履
電話 ０９８５－６０－０８２２
宮崎県福祉サービ 行、解除に関することについての相談
ス 運 営適 正化委員 ※ まずは、福祉サービスを提供している事業者に ＦＡＸ ０９８５－６０－０８２３
会
ご相談ください。 当事者間の話し合いで解決でき メール BNG45ADA@wamnet.wam.go.jp
なかったとき、また内容により事業者に直接相談し
にくい場合に相談を受けます。
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電話・来所による
相談受付日時

平日 9:00～17:00

◎人権

※女性の人権に関する相談窓口は「福祉」の項（P29・30）、外国人の人権に関する相談窓口は「外国人の多言語相談窓口」の項
（P25）にそれぞれ掲載

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

電話

０５７０－００３－１１０（ゼロゼロみんなの
ひゃくとおばん）
※最寄りの法務局・地方法務局につな
がります。
※最寄りの法務局・地方法務局の人権擁護担
当部署でも電話または来所での相談を受
けています。また、各市町村に配置された
人権擁護委員にも相談できます。
み ん な の 人 権 差別や虐待，パワーハラスメントなど，様々な人権問題 ※法務局・地方法務局一覧
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken66.html#
110 番
についての相談
00
※県内市町村の人権相談所の開設日と場所
http://www.moj.go.jp/jinkennet/miyazaki/04
_1kei.html
※HPの相談フォーム
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/010
1.html
からも相談を受けています。
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平日 8:30～17:15

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０１２０－００７－１１０
学校でいじめを受けている、親から虐待されている、先 ※HPの相談フォーム
子どもの人権 110
生や親にはいえない、誰に相談していいかわからない https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/010
番
などの悩みや苦しみを抱える子どもからの相談
1.html
からも相談を受けています。
電話 ０９８５－２６－０２３８
宮崎県人権啓発 差別や虐待，パワーハラスメントなど，様々な人権問題
来所 宮崎市橘通東2-10-1県庁8号館６F
センター
についての相談
※人権啓発専門員が対応します。
虐待、いじめ、不登校などの問題を抱える子ども本人の
子どもの権利ホ ほか、福祉施設、学校、保護者、周囲の大人からの相談を 電話 ０９８５－２３－６１１２（宮崎県弁護士会）
ットライン
受け、問題を法的手段で解決するためのアドバイスをし ※弁護士が対応します。
ます。
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電話・来所による
相談受付日時

平日 8:30～17:15

平日９：００～１７：００
毎月第１・３月曜（祝
祭日、年末年始、
お盆を除く）
16:00～17:30

◎消費生活
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
宮崎県消費生活センター
電話 ０９８５－２５－０９９９
来所 宮崎市江平西２－１－２０

消費生活センター

週末電話相談室

宮崎県消費生活センター都城支所
電話 ０９８６－２４－０９９９
来所 都城市北原町16-１

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や
問い合わせに対し助言や情報提供をします。ケース 宮崎県消費生活センター延岡支所
電話 ０９８２－３１－０９９９
によってはあっせん（解決のための相談者と事業者
来所 延岡市本小路３９－３
との交渉のお手伝い）もします。

電話・来所による
相談受付日時
月～金
9:00～19:00
土曜 9:00～17:00

平日
9:00～17:00

受付中の最寄りの
消費生活センター
につながります。
土日（年末年始を
除く）
10:00～12:00
13:00～16:00
日曜（年末年始を
除く）
11:00～16:00
土曜（年末年始を
電話 ０６－４７９０－８１１０（日本消費生活アド 除く）
バイザー・コンサルタント・相談員協会）
10:00～12:00
13:00～16:00

消費者ホットライン
※ 相談の前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整
電話 １８８（泣き寝入りはいやや）
理して伝えられるようにしておくと効率的です。
約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレット
などの関係書類をできるだけ集めておいてくだ 電話 ０３－５６１４－０１８９（全国消費生活相談
さい。インターネットが関係した案件では、その画
員協会）
面や URL なども保存してあれば、プリントアウトし
て用意しておいてください。
電話 ０３－６４５０－６６３１（日本消費生活アド
バイザー・コンサルタント・相談員協会）

ＮＡＣＳウィークエンド
テレフォン
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相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
電話

０３－３５０１－４６５７

FAX ０３－３５０１－６２０２
経済産業省消費者相 経済産業省所管の法律や製品、役務（サービス）及
手紙 〒１００－８９０１
談室
び消費者取引に関する消費者からの相談
東京都千代田区霞が関１－３－１
メール shohisha-soudan@meti.go.jp
商品先物取引に関する相談
商品先物取引トラブ 商品先物取引業者等への苦情に係る情報、商品先
ル 110 番
物市場における相場操縦などの不公正取引の情
報などの通報窓口

商品先物取引に係る勧誘・売買取引等に関する苦
情相談に対し、必要な助言を行います。
日本商品先物取引協
ケースによっては商品先物取引業者との間に生じ
会相談センター
た紛争に対し、弁護士等が紛争仲介（有料）を行い
ます。
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電話

電話・来所による
相談受付日時

平日
10:00～16:30

０３－３５０１－１７７６（貴金属や鉱物：経済産
業省商取引監督課）
０３－３５０２－８２７０（農林水産物：農林水
産省食品流通課商品取引室）

平日 9:30～17:00

電話 ０３－３６６４－６２４３
ＦＡＸ ０３－３６６７－８２５６
来所・手紙 〒１０３－００１２
東京都中央区日本橋堀留町１－１０
－７ 東京商品取引所ビル６Ｆ
※来所相談は事前の電話予約が必要
※HPの相談フォーム
https://www.nisshokyo.or.jp/investor/soudan/
form
からも相談を受けています。

平日 9:00～17:00

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
電話

食品表示１１０番

０９６－２１１－９１５６（九州農政局消費・安
全部表示・規格課）
FAX ０９６－２１１－９７００
食品の偽装表示や不審な食品表示に関する情報の
※HPの相談フォーム
通報窓口
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/syo
uan/kansa/160809.html
からも通報を受けています。

電話・来所による
相談受付日時

電話 ０３－３５９２－１２６６
旅行会社とのトラブルに関する相談（ケースに応じ FAX ０３－３５９２－１２６８
日本旅行業協会消
て相談者と旅行会社との間を仲介して解決のあっ 来所・手紙 〒１００－０１１３
費者相談室
せんをします。）
東京都千代田区霞が関３－３－３
全日通霞が関ビル３F
海外の事業者から購入した商品をめぐるトラブル
（例：代金を支払ったが商品が届かない、商品が破
損していた、返品したいが事業者と連絡がとれない
など）に関する相談
ＨＰの相談フォーム
越 境 消 費 者 セ ン タ ※ ネットオークションなどを通じた個人間取引は
https://www.ccj.kokusen.go.jp/sdn_doi
ー
対象外
からの相談受付のみ
※ 相談の前に、まずは相談者自身で相手方事業
者へ直接問い合わせてください。相手方に対応し
てもらえない場合や連絡がとれない場合に相談
を受けます。
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平日 8:30～12:00
13:00～１７：１５

平日
10:00～17:00

－

相談窓口名

通販１１０番

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

電話 ０３－５６５１－１１２２（日本通信販売協会）
※ＨＰの相談フォーム
https://39auto.biz/jadma1983/touroku/jadma 平日 10:00～12:00
_tsuhan110.htm
13:00～16:00
からも相談を受けています。
※消費生活アドバイザーが対応します。

通信販売に関する相談

電話

０３－３２５６－３３４４

ＦＡＸ ０３－３２５６－３０１０
手紙 〒１０１－００４７
特定商取引法が規定する７つの取引（訪問販売、通
東京都千代田区内神田２－１１－１
日本産業協会相談 信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖
島田ビル３Ｆ
室
販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入）をめ
※ＨＰの相談フォーム
ぐるトラブルに関する相談
https://www.nissankyo.or.jp/nsk/notrouble/otoiawase.html
からも相談を受けています。
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平日 10:00～17:00

◎金融・多重債務
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

電話

０５７０－０１６８１１
０３－５２５１－６８１１
金融機関との間のトラブルについて、専門機関の紹 FAX ０３－３５０６－６６９９
介や解決方法のアドバイスをします（相談者と金融 手紙 〒１００－８９６７
金融庁 金融サー
東京都千代田区霞が関３－２－１
機関との仲介やあっせん・調停はできません。）。
ビス利用者相談室
また、貸し渋り、貸しはがし、口座の不正利用などの
中央合同庁舎第７号館
情報を受け付けます。
※HPの相談フォーム
https://www.fsa.go.jp/opinion/
からも相談を受けています。

平日 10:00～17:00

電話 ０１２０－６４－５００５
FAX ０３－３６６９－９８３３
手紙 〒１０３－００２５
株や投資信託、FX の取引に関するトラブルの相談
東京都中央区日本橋茅場町２－１－１
証券・金融商品あっ
トラブルが解決しない場合は、相談者と事業者との
第二証券会館
せん相談センター
間を仲介して解決のあっせんをします（有料）。
※HPの相談フォーム
https://www.finmac.or.jp/contact/soudan/
からも相談を受けています。

平日 9:00～17:00
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相談窓口名

生命保険相談所

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０３－３２８６－２６４８
来所 東京都千代田区丸の内３－４－１
生命保険会社とのトラブルに関する相談
新国際ビル３F
生命保険会社とのトラブルが解決しない場合は、両
者に対し和解案の提示などの仲裁を行うことがで 電話 ０９８５－２８－７３３５
きます。
来所 宮崎市広島1-18-13第一生命ビル６F
※来所相談は事前の電話予約が必要

電話・来所による
相談受付日時

平日 9:00～17:00

電話

０５７０－０１７１０９（いーなっとく）
０３－５２５２－３７７２
０５０－３５４０－７５５３（銀行の住宅ローン
銀行との取引に関する相談
やカードローンで困っている人の相談窓
全国銀行協会相談
銀行とのトラブルが解決しない場合は、あっせんの
口）
室
申し立てを行うことができます。
来所 東京都千代田区大手町２－６－１
朝日生命大手町ビル１９F
※来所相談は事前の電話予約が必要

平日 9:00～17:00

銀行とりひき相談
銀行との取引に関する相談
所

平日９：００～17:00

電話

０９８５－２２－７２３１（宮崎県銀行協会）

電話 ０５７０－０５１０５１
・貸金業者との取引に関する相談（貸金業者とのトラ
０３－５７３９－３８６１
ブルが解決しない場合は、両者に対し和解案の提
FAX ０３－５７３９－３０２４
貸金業相談・紛争解 示などの仲裁を行うことができます（有料）。）
手紙 〒１０８－００７４
決センター
・貸付自粛制度の受付
・返済に困った場合の家計管理・生活再建のアドバイ
東京都港区高輪３－１９－１５
スや他の専門機関の紹介
二葉高輪ビル２F
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平日 9:00～17:00

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

０５７０－０２２８０８
０９２－２３５－１７６１
損害保険会社とのトラブルに関する相談
そんぽ ADR センタ 損害保険会社とのトラブルが解決しない場合は、両 来所・手紙 〒810-0041
ー
者に対し和解案の提示などの仲裁を行うことがで
福岡市中央区大名2-4-30
きます。
西鉄赤坂ビル9F
※来所相談は事前の電話予約が必要

電話・来所による
相談受付日時

電話

借金で困っている人からの相談に応じ、借金の内容
日本クレジットカウ
と返済の可能性を検討し、最も相談者にあった債務
ンセリング協会 多
整理の方法(任意整理、破産、個人再生など)をアド
重債務ほっとらいん
バイスします。

０５７０－０３１６４０（お困りならまるさいむ
ほっとらいん）
※電話相談後に、必要に応じて弁護士とアドバ
イザーによるカウンセリングを行います。

電話

０９８５－４２－７５２４（宮崎財務事務所）

多重債務相談窓口

電話
借金の返済で困っている人からの相談に応じて解
来所
決策のアドバイスをします。

消費者金融相談所

消費者金融を利用されている方の金銭貸借上のト
ラブル等に関する苦情及び相談に応じ、問題解決の
お手伝いをします。

０９８５－２６－７１００
宮崎市橘通東２－１０－１県庁９号館３Ｆ
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平日 9:15～17:00

電話
来所

宮崎市橘通東３－１－２２
宮崎合同庁舎3Ｆ

平日 10:00～12:40
14:00～16:40

平日 9:00～12:00
13:00～17:00

平日 10:00～17:00

◎不動産取引
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

不動産無料相談

宮崎県宅地建物取引業協会県央支部
電話 ０９８５－２９－２６２３
・不動産を売る・買うなど取引に関するトラブルを未
来所 宮崎市潮見町２０－１
然に防ぐための契約前の事前相談
宮崎県宅地建物取引業協会県南支部
・宮崎県宅地建物取引業協会会員との間に生じたト
電話 ０９８６－２２－６６２７
ラブルの相談
来所 都城市宮丸町３０９４
※相談の際にはできる限り多くの証拠書類等をご
宮崎県宅地建物取引業協会県北支部
準備下さい。
電話 ０９８２－３２－２２０２
来所 延岡市日の出町２－１－１

不動産相談

不動産取引（売買・貸借）に関する相談

電話

電話・来所による
相談受付日時

毎月第１・３水曜（祝
祭日と年末年始を
除く）
10:00～15:00

０３－５８４３－２０８１（不動産流通推進セン
平日 9:30～16:00
ター）

電話

住まいるダイヤル

・住宅の購入・新築・増改築・リフォームをめぐるトラ
ブルに関する相談
・契約前のリフォームの見積書を専門家がチェックし
てトラブルの未然防止についてアドバイス
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０５７０－０１６－１００（住宅リフォーム・紛争
処理支援センター）
０３－３５５６－５１４７
※電話による相談の内容によっては、建築士や
弁護士との対面相談や住宅紛争審査会によ
るあっせん・仲裁・調停を行います。

平日 10:00～17:00

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

「隣地との境界がはっきりしてないので、はっきりさせた
い」「境界ははっきりしているが、相手方が同意しない。
境界問題相談セ
しかし、訴訟まではしたくない」「相手方の所有物等が
ンターみやざき
境界線よりはみ出しているように思う」など、土地の境
界に関して問題を抱えている方からの相談
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電話・来所による
相談受付日時

まず、電話（０９８５－７８－０７８３）で相談の申
し込みをすると、事前面談申込書が自宅に郵
送又はFAXで送付されるので、それに必要事
月水金曜
項を記載の上、返送します。
9:00～12:00
その後、相談日を決めて相談員（弁護士・土 （祝祭日と年末年
始を除く）
地家屋調査士）が事前面談を行います。ここ
までは無料ですが、ここから先の手続き（相
談・調停）に進む場合は有料となります。

◎自動車取引
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

自動車公正取引協議会に加盟する自動車販売業者との
自動車公正取引
間で自動車・二輪車の販売をめぐってトラブルが生じた
協議会相談室
場合の解決策のアドバイス
宮崎県中古自動車販売協会に加盟する中古自動車販売
中古車相談室
業者との間で中古車販売をめぐってトラブルが生じた
場合の解決策のアドバイス
車買い取り業者や車の査定サイト運営業者との間で車
Ｊ ＰＵ Ｃ 車売 却消
の買い取りを巡ってトラブルが生じた場合の解決策のア
費者相談室
ドバイス
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電話・来所による
相談受付日時

電話

０３－５５１１－２１１５

平日 10:00～12:00
13:00～17:00

電話
来所

０９８５－８２－３３１１
宮崎市高岡町花見１７１４－２

平日
10:00～16:00

電話

０１２０－９３－４５９４

平日
10:00～16:00

◎税金
相談窓口名

主な相談内容

南九州税理士会
も し も し 税 金 相 税金に関する相談
談室

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

電話 ０１２０－３７３－６７８
※ 受付担当者が相談者の住所・電話番号を
尋ねた上で、折り返し最寄りの税理士が電
話をかけて相談をお聞きします。
※ 相談時間は20分以内

平日
10:00～16:00
（お盆・確定申告時
期を除く）

最寄りの税務署に電話した上で、自動音声
案内にしたがって、番号「１」を選択すると電話
相談センターにつながります。また、確定申告
時期には、番号「０」を選択すると確定申告電
話相談センターにつながります。
国税電話相談セ 国税（所得税・消費税・法人税・贈与税・相続税・酒税・登録 ※宮崎県内の税務署
https://www.nta.go.jp/about/organization/k
ンター
免許税・自動車重量税など）に関する相談
umamoto/location/miyazaki.htm
※よくある国税の相談については、国税庁ＨＰ
のタックスアンサーに回答が載っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/tax
answer/index2.htm
※県税（自動車税・不動産取得税・県民税・自動車取得税など）に関する相談は県内７か所の県税・総務事務所
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kohosenryaku/kense/koho/desaki1.html
市町村税（住民税・固定資産税・都市計画税など）に関する相談は市町村の税務担当部署にご相談ください。
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平日 8:30～17:15

◎年金
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
宮崎市大淀４－６－２８
宮交シティ２Ｆ
※事前の電話予約（０９８５－６３－１０６６）が必
要
※社会保険労務士が対応

電話・来所による
相談受付日時

来所

街角の年金相談
センター宮崎オ
フィス

０５７０－０５－１１６５
０３－６７００－１１６５
※最寄りの年金事務所でも電話・来所・郵送に
よる相談を受けています。
※宮崎県内の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miy
azaki/index.html
※相談に当たっては年金手帳などの資料が必
要となります。また、電話や郵送による相談
の場合、本人確認ができないことから相談
内容によっては回答ができない場合があり
ます。
※ 年金事務所の来所相談を利用する場合
は、事前に電話予約（0570-05-4890または
03-6631-7521）をするとスムーズに相談で
きます。

平日 8:30～17:15

電話

国民年金、厚生年金保険の給付に関する相談
ねんき んダイヤ
ル
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月曜 8:30～19:00
火～金曜
8:30～17:15
第２土曜
9:30～16:00
（祝祭日と年末年
始を除く）

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

恩給に関する相談
総務省
恩給相談室

電話 ０３－５２７３－１４００
※恩給受給履歴、恩給年額等の個人情報に関すること 来所 東京都新宿区若松町１９－１
は、電話・メールでは回答できません。
総務省第２庁舎１F
※電話相談の場合、火～金曜の１0～12 時と 15～17 時が
メール onkyusoudan＠soumu.go.jp
比較的つながりやすいです。ただし、年４回の恩給支
給日は終日混雑しています。
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平日 9:00～17:00

◎道路・港湾
相談窓口名

道の相談室

主な相談内容

相談受付方法
電話 ０９２－６７２－５６１４
ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１４
※HPの相談フォーム
https://www.qsr.mlit.go.jp/nmichi/soudan/soudan/index_c.html
からも相談を受けています。

道路全般に関する意見・質問・提案

電話 ＃９９１０
「道に穴が開いている」「ガードレールが壊れている」 ガイダンスにしたがい、福岡・北九州都市高速
道路緊急ダイヤ
「路上に落下物が放置されている」など、事故につなが
道路は１を、その他の高速道路は２を、高速道
ル
りかねない道路の異常を見つけた場合の通報窓口
路以外の道路は３を選択してください。
・海やみなとの利用に関する相談
・「総合的な学習の時間」に関する相談
・みなとの構想や計画に関する相談
・みなとまちの活性化やウォーターフロントに関する相
談
電話 ０１２０－４９７－３７０（おーいによくなれ
海とみなとの相 ・海やみなとでの自然再生や緑地の維持管理に関する
みなと）
談窓口
相談
メール mailbox-k89e＠mlit.go.jp
・海での自然体験、環境学習に関する相談
・海洋土木技術に関する相談
・みなとの防災に関する相談
・その他海と港に関する相談
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電話・来所による
相談受付日時

平日 9:30～17:00

毎日 24 時間

平日 9:30～12:00
13:00～17:00

◎環境・公害
相談窓口名

環境・公害相談

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

騒音・振動・悪臭に関する相談

市町村役場の環境担当部署に申し出てくださ
い

－

大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下に関する相談

最寄りの保健所の環境担当部署に申し出てく
ださい。

－

電話 0985-26-7082
ＦＡＸ 0985-38-6210
来所 宮崎市橘通東2-10-2
県庁７号館３Ｆ 宮崎県環境管理課
メール kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp

平日 8:30～17:15

環境・公害問題のうち、次のようなケースに該当するも
のについては、宮崎県公害審査会又は国の公害等調整
委員会に申し出て、あっせん・調停などによる紛争解決
を図ることができます。
① 当事者が多数であったり、被害が広範囲に及ん
だりするもの
② 損害賠償の問題が中心になっている紛争など、
第三者が仲介する必要があるもの
③ 当事者間の対立が深刻な場合
④ 紛争の原因について争いがある場合
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電話

０３－３５８１－９９５９(公害等調整委員会
公害相談ダイヤル)
ＦＡＸ ０３－３５８１－９４８８
メール kouchoi@soumu.go.jo

平日 10:00～18:00

◎通信
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

・手紙、ゆうパック、郵便番号、配達など郵便全般に関す
る相談
日本郵便お客様
・生命保険、簡易生命保険に関する相談、簡易保険カード 電話
サー ビス 相談セ
の紛失・盗難の申告
ンター
・貯金・送金に関する相談
・郵便局の窓口サービスに関する相談
電話

ＮＨＫふれあいセ
ンター

０１２０－２３－２８８６（固定電話から）
０５７０－０４６－６６６（携帯電話から）

０５７０－０６６－０６６
０５０－３７８６－５０００
ＦＡＸ ０３－５４５３－４０００
手紙 〒１５０－８００１
ＮＨＫ放送センター（番組名）行
※ＨＰの相談フォーム
https://cgi2.nhk.or.jp/css/mailform/mail_for
m.cgi
からも相談を受けています。

ＮＨＫと放送番組に対する意見・要望・問い合わせ

電話

ＮＨＫ受信料に関する問い合わせ

総務省
国内電話、国際電話、携帯電話・PHS、インターネット、
電気通信消費者 ADSL、マイラインなどの電気通信サービスの利用に当 電話
相談センター
たってのトラブルに関する相談
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電話・来所による
相談受付日時
平日 8:00～21:00
土日祝祭日
9:00～21:00

毎日 9:00～22:00

０５７０－０７７－０７７
０５０－３７８６－５００３

毎日 9:00～20:00
（年末年始を除く）

０３－５２５３－５９００

平日 9:30～12:00
13:00～17:00

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話 ０３－５９７８－７５０９
情報セキュリティ（コンピューターウィルスや不正アクセ
FAX
０３－５９７８－７５１８
ス）に関する技術的な対応方法に関する相談
郵送 〒１１３－６５９１
例えば、以下のようなトラブルへの対応について
東京都文京区本駒込２－２８－８
・パソコン画面にアダルトサイトの登録完了画面が出て
情報セキュリティ
文京グリーンコートセンターオフィス
きて消えなくなった
安心相談窓口
・パソコン画面に「ウィルスに感染した」といった警告表
IPAセキュリティセンター安心相談
示が出て、指定された番号に電話するよう指示された
窓口
・パソコン画面に「ファイルを暗号化した」として、回復の メール anshin@ipa.go.jp
ためには費用の支払いが必要との表示が現れた
※電話相談は１回30分以内

インターネット違
法・有害情報相談
センター

インターネットホ
ットラインセンタ
ー
セーファーインタ
ーネット協会

インターネット環境における違法・有害情報および安心・
安全に関わる相談や疑問など
具体的には、著作権侵害、誹謗中傷、名誉毀損、人権問
題、自殺などに関する書き込みへの対応や削除方法、そ
の他トラブルに関する対応方法などについて案内しま
す。
インターネットユーザーからのインターネット上の違法情
報（児童ポルノ、リベンジポルノ、違法薬物、無修正アダ
ルト画像、自殺誘引、フィッシング詐欺など）の通報受付
※通報の受理後、必要に応じて警察への情報提供、サイ
ト管理者への削除依頼などの措置をとります。
※通報に対する対応結果の通報者への回答はしませ
ん。
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はじめて相談する場合、相談センターのHP
（http://www.ihaho.jp/）の「利用登録フォー
ム」から利用登録を行い、登録したメールアド
レスとパスワードを用いて相談フォームを開い
て相談内容を入力・送信します。

電話・来所による
相談受付日時

平日 10:00～12:00
13:30～17:00

－

インターネットホットラインセンターのHP
（http://www.internethotline.jp/）から通報を
受け付けます。
セーファーインターネット協会のＨＰ
（https://www.safe-line.jp/）から通報を受け
付けます。

－

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
電話

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違
反していると思われる迷惑メール（送信の同意をした覚
迷惑メール相談
えのない広告宣伝メール、送信者などの情報がない表
センター
示義務違反の広告宣伝メール、送信元のアドレスを偽っ
て送られた広告宣伝メールなど）に関する相談

０３－５９７４－００６８（日本データ通信協
会）

電話のほか、以下の方法での情報の通報も受
け付けています（通報への対応結果の回答は
しません。）
○日本データ通信協会の通報フォーム
https://www.dekyo.or.jp/bingo/mail_ihan_m
eiwakuform/index.html
から通報を受け付けます。
○迷惑メール本体を下記のアドレスに転送す
ることでも通報できます。
meiwaku@dekyo.or.jp
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電話・来所による
相談受付日時

平日
10:00～12:00
13:00～17:00

◎気象
相談窓口名

主な相談内容
電話
来所

天気相談所

・天気に関すること
・気象や予報に関する用語の解説
・注意報や警報の基準値、予報細分域や発表情報の解 電話
説
来所
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相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

０３－３２１４－０２１８
東京都千代田区大手町１－３－４
気象庁天気相談所

毎日 9:00～17:00

０９２－７２５－３６００
福岡市中央区大濠１－２－３６
福岡管区気象台天気相談所

平日 9:05～17:00

◎法律
相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

０５７０－０７８３７４（おなやみなし）
０３－６７４５－５６００
法テラスサポー 生活や仕事をめぐるトラブルに関して、救済・解決する ※HPの相談フォーム
https://www.houterasu.or.jp/cgiトダイヤル
ための法制度や専門の相談窓口を案内します。
bin/toiawase/show_entry.cgi
からも相談を受けています。

電話・来所による
相談受付日時

電話

平日 9:00～21:00
土曜 9:00～17:00

まずは電話（０５７０－００１－２４０）またはオンラ
イ
ンhttps://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/contact.ht 平日 10:00～12:00
中小企業事業者・個人事業者が事業を行う上での法律 ml
13:00～16:00
ひまわりほっと
問題（売掛金・借入金・契約・企業再生・労働問題・クレーム で相談の申し込みをします。その後、弁護士事 ※ 電 話 で の 相 談
ダイヤル
申込み受付日
対応など）に関する相談
務所から連絡がありますので相談日時を決め
時
て弁護士との面談による相談を行います。
※初回30分に限り無料で相談できます。それ
以降は有料となります。
「遺産相続の手続きがよくわからない」「自筆の遺言書 来所 宮崎市旭1-8-39-1
を発見したがどうすればよいか」「借金を相続したくな
宮崎県司法書士会
相続・遺言相談セ い」「父の生前に相続放棄をすることはできるか」「生前
※事前の電話予約（０９８５－２８－８５３８）が必
ンター
贈与について知りたい」「娘に家を遺すにはどうしたら
要
よいか」「妻だけに遺産を遺す方法はあるか」など、相
※初回30分に限り無料で相談できます。それ
続や遺言に関する相談
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水曜 9:30～12:00
（祝祭日と年末年
始を除く）

以降は有料となります。

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法

電話・来所による
相談受付日時

ライフサポートセンターみやざき
電話 ０１２０－３９７－８６４
来所

宮崎市広島 1-11-8
労働福祉会館別館２F
ライフサポートセンターみやこのじょう
電話 ０１２０－３９７－８６７
来所 都城市北原町 4 街区 4 号
都北労働福祉会館２F
ライフサポートセンターのべおか
電話 ０１２０－３９７－８６９

ライフサポートセ
ンタ ー 生 活 法
律相談
法律相談全般

来所

毎月第１～４火曜
13:00～16:00

延岡市東本小路132-23

県北労働福祉会館１F
※事前の電話予約が必要
※弁護士又は司法書士が対応
電話 ０９８５－２３－６１１２
※弁護士が対応

夜間テレフォン法
律相談

宮崎市原町２－２２
宮崎県福祉総合センター３Ｆ
※事前の電話予約（０９８５－２５－１１００）が必
要
※弁護士が対応

水曜
19:00～20:30

来所
高齢者総合支援
セ ンタ ー 法 律 高齢者とその家族の法律問題に関する悩み事
相談
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毎月第１～４水曜
14:00～16:00
（祝祭日と年末年
始を除く）

相談窓口名

主な相談内容

相談受付方法
来所 宮崎市宮田町3-46県庁９号館１Ｆ
※事前の電話予約（０９８５－６０－１８２２）が必
要
※女性弁護士が対応

男女共同参画セ
ンタ ー 法 律 相 女性をとりまく法律問題に関する悩み事
談
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電話・来所による
相談受付日時
毎月第３火曜
14:00～16:00
（祝祭日を除く）

◎県内市町村の無料法律相談窓口
※いずれの窓口も開催地の市町村の住民に限り利用できます。
※「司法書士が対応」との付記がされているもの以外、宮崎県弁護士会所属の弁護士が対応します。
市町村

相談日時

宮崎市

毎月第１金曜・第３木曜
13:30～16:00
※祝祭日に当たる場合は
日が変わります
毎月第４木曜
13:30～16:00
※祝祭日に当たる場合は
日が変わります
偶数月第２木曜
13:30～16:00
※祝祭日に当たる場合は
日が変わります
奇数月第１木曜
13:30～16:00
※祝祭日に当たる場合は
日が変わります
奇数月第２木曜
１３：３０～１５：３０

相談会場
宮崎市花山手東 3 丁目 25-2
宮崎市総合福祉保健センター

宮崎市佐土原町東上那珂 12948ー1
佐土原地域福祉センター

宮崎市田野町甲 2848―1
田野総合福祉館

宮崎市清武町西新町 8―6
清武総合福祉センター
宮崎市高岡町内山 2877
高岡福祉保健センター穆園館
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相談利用方法
宮崎市社会福祉協議会（０９８５－５２－５１３１）
への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内
１回につき定員５人
宮崎市社会福祉協議会佐土原支所（０９８５
－３６－２０２１）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内
１回につき定員５人
宮崎市社会福祉協議会田野支所（０９８５－８
６－２０１７）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内
１回につき定員４人
宮崎市社会福祉協議会清武支所（０９８５－５
５－６２０７）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内
１回につき定員４人
宮崎市社会福祉協議会高岡支所（0985-８２
-４７２１）への事前の予約が必要

市町村

※祝祭日に当たる場合は
日が変わります
相談日時

相談会場

毎月第３木曜
10:00～15:00

延岡市三ツ瀬町 1-12-4
延岡市社会福祉センター２Ｆ相談室

延岡市社会福祉協議会（０９８２－３２－６５５
５）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

１・５・９月第３水曜
13:30～16:30

延岡市北方町川水流卯 1420
北方健康福祉センター

延岡市社会福祉協議会北方支所（０９８２－４
７－３２９４）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

３・７・12 月第３火曜
13:30～16:30

延岡市北浦町古江 1947ー1
北浦公民館

延岡市社会福祉協議会北浦支所（０９８２－４
５－２４２７）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

２・６・10 月第３火曜
13:30～16:30

延岡市北川町川内名 7226-4
北川老人福祉館

延岡市社会福祉協議会北川支所（０９８２－４
６－２１２３）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

毎月第１・３・４木曜
14:00～17:00

都城市松元町 4 街区 17 号
都城市総合社会福祉センター２Ｆ

3・7・11 月第２木曜
14:00～17:00

都城市高崎町大牟田 1326-21
都城市ふれあい交流センターさわやか館

１・５・９月第２木曜
14:00～17:00

都城市高城町穂満坊 303―2
都城市社会福祉協議会高城支所

４・８・12 月第２木曜
14:00～17:00

都城市山之口町花木 2667―2
シルバーヤングふれあいの館

２・６・10 月第２木曜

都城市山田町山田 4319―2

延岡市

都城市

相談時間は１人 30 分以内
１回につき定員４人
相談利用方法
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ウエルネスハートセンター（０９８６－２５－８３
４９）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内
※祝祭日に当たる場合は日が変わります。

14:00～17:00

市町村

都城市

山田総合福祉センター（けねじゅ苑）

相談日時

相談会場

毎月第２・４水曜
14:00～17:00
都城市松元町 4-14
※祝祭日に当たる場合は
都城市総合福祉会館
日が変わります。
奇数月第３木曜
10:00～15:00

相談利用方法
ウエルネスハートセンター（０９８６－２５－８３
４９）への事前の予約が必要
１回につき定員６人
※司法書士が対応

日向市中町１－３１
日向市中央公民館

日向市市民課市民相談係（０９８２－５２－２１１
１内線２１４０）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

毎月第３水曜
１３：３０～１６：３０

日向市上町３－１５
日向商工会議所１Ｆ市民交流室

日向商工会議所（０９８２－５２－５１３１）への事
前の予約が必要
１回につき定員６人

串間市

毎月第３月曜
13:00～１５：００

串間市大字西方９３６５－８
串間市社会福祉協議会

串間市社会福祉協議会（０９８７－７２－６９４
３）への事前の予約が必要

西都市

毎月第３火曜
１３：３０～１６：００

西都市大字清水１０４８
西都市総合福祉センター

西都市社会福祉協議会（０９８３－４３－４６１
３）への事前の予約が必要
１回につき定員６人

日向市

えびの市

偶数月第３水曜
9:30～16:30

毎月第３木曜
１３：３０～１６：３０
えびの市大字栗下６７
※祝祭日に当たる場合は
えびの市総合福祉センター
翌平日に延期
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えびの市社会福祉協議会（０９８４－３５－２８
００）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内
１回につき定員６人

市町村

相談日時

相談会場

相談利用方法

毎月第１・４金曜
１３：３０～１６：３０

日南市中央通１－１－１
日南市役所南別館

偶数月第３金曜
13:30～１６：３０

日南市北郷町郷之原乙２００５－１
北郷福祉センター

奇数月第３金曜
１３：３０～１６：３０

日南市南郷町中村乙７０５１－１７１
日南市南郷健康福祉センター

毎月第２・第４火曜
１３：３０～１６：３０

小林市細野３６７－１
小林市社会福祉センター

小林市社会福祉協議会（０９８４－２３－３４６
６）への事前の予約が必要

２・５・８・１１月第２木曜
１３：３０～１６：３０

小林市須木中原１７４１－１
須木総合ふるさとセンター

須木総合ふるさとセンター（０９８４－４８－２
０７３）への事前の予約が必要

奇数月第３火曜
１３：３０～１６：３０

小林市野尻町東麓１１５８－３
野尻町保健福祉センター友愛会館

友愛会館（０９８４－４４－１２０６）への事前の
予約が必要

高千穂町

毎月第４水曜
１３：３０～１６：３０

高千穂町大字三田井７５０－７
高千穂町老人福祉館

高千穂町社会福祉協議会（０９８２－７２－３６
６３）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

五ヶ瀬町

５・７・９・11 月第３水曜
１３：３０～１６：３０

五ヶ瀬町大字三ヶ所１０７２５－５
五ヶ瀬町社会福祉協議会

五ヶ瀬町社会福祉協議会（０９８２－８２－１７０
０）への事前の予約が必要

日之影町

２・６・９・12 月第３水曜
１３：３０～１６：３０

日之影町大字七折８８４０
日之影町地域福祉センター

日之影町社会福祉協議会（０９８２－８７－２６
８０）への事前の予約が必要

日南市

小林市
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日南市社会福祉協議会（０９８７－２３－１１７４）
への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内
１回につき定員６人

門川町

毎月第３火曜
１３：３０～１６：３０

門川町庵川西６－６０
門川町総合福祉センター

門川町社会福祉協議会（０９８２－６３－２１４
３）への事前の予約が必要

諸塚村

１・５・９月第４水曜
１３：３０～１６：３０

諸塚村大字家代３０６６
諸塚村中央公民館

諸塚村社会福祉協議会（０９８２－６５－０３７
５）への事前の予約が必要

市町村

相談日時

椎葉村

２・６・10 月第３火曜
１１：００～１４：００

椎葉村大字下福良１７６２－１
椎葉村社会福祉協議会

椎葉村社会福祉協議会（０９８２－６７－２２７
５）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

都農町

毎月第１・３火曜
13:30～15:00

都農町大字川北４９１
老人福祉館

都農町社会福祉協議会（０９８３－２５－００４
８）への事前の予約が必要
※司法書士が対応

高鍋町

毎月第４火曜
9:00～12:00

高鍋町大字上江 8437 高鍋町役場別館１Ｆ
高鍋町総合相談支援センター

高鍋町総合相談支援センター（０９８３－３２
－９９００）への事前の予約が必要

新富町

毎月第４金曜
１３：３０～１６：３０

新富町大字上富田７４８５－１３
新富町社会福祉協議会

新富町社会福祉協議会（０９８３－３３－４２１
３）への事前の予約が必要

川南町

毎月第４金曜
１３：３０～１６：３０

川南町大字川南１３６７６－１
川南町社会福祉協議会

川南町社会福祉協議会（０９８３－２１－３８０
２）への事前の予約が必要

国富町

毎月第２・第４木曜
14:00～16:00
※祝祭日を除く

国富町大字本庄６８８９－２
国富町総合福祉センター

国富町社会福祉協議会（０９８５－７５－６２６
７）への事前の予約が必要
※司法書士が対応

綾町

相談会場

年３回不定期に実施（日時
は広報紙でお知らせしま 綾町大字南俣６１５
す。）
綾町ケアハウスうるおいの里
30 年度は 11 月 13 日（火）
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綾町福祉保健課福祉係（０９８５－７７－１１１４）
への事前の予約が必要

と３月 12 日（火）に開催

市町村

相談日時

相談会場

偶数月第２木曜
１３：２０～１６：１０

三股町大字樺山３０６４－５
三股町福祉・消費生活相談センター

三股町福祉・消費生活相談センター（０９８６
－５２－０９９９）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

毎月第３火曜

三股町大字樺山 3384-2
三股町総合福祉センター

三股町社会福祉協議会（０９８６－５２－１２４
６）への事前の予約が必要
※司法書士が対応

偶数月第３火曜
１３：３０～１６：３０

高原町大字西麓３６０－１
高原町社会福祉協議会

高原町社会福祉協議会（０９８４－４２－２２３
０）への事前の予約が必要
相談時間は１人 30 分以内

三股町

高原町

相談利用方法
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