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目   次 

 
 
 
ここに掲載されている情報は、関係機関のウェブサイトで提供している相談窓口情報等を元に 

令和 3 年 4月 1 日現在でとりまとめたものです。古い情報が掲載されている場合があること、 

全ての情報が掲載されていないことにご注意ください。 

また、最新の注意を払っておりますが、誤記・記載漏れなどがありましたら、ご容赦ください。 

 
 
  行 政 全 般 
    行政相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

    県民相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

    警察総合相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  道     路 
    道路に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

  交 通 安 全 
    交通事故相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

    運転適性相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

  社 会 福 祉 
    障害児・者に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

    身体障害者に関する相談、知的障害者に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

障害児に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

障害者の生活・医療等に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

視聴覚障害者に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

    発達障害者に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

    精神障害者に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１  

    女性の悩みごと、配偶者暴力・保護に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

    生活保護に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

母子家庭に関する生活及び貸付に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

母子家庭の生活に関する総合相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

高齢者やその家族が抱える悩み事等に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

福祉サービスに関する苦情相談（高齢者、児童、障害者等）  ・・・・・・・・・・１４ 

    介護保険のサービス事業者に対する苦情相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

福祉用具・住宅改造相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

認知症に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

若年性認知症に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

  保 健・医 療 
    一般精神保健福祉相談・診療、思春期精神保健相談、依存症に関する相談・・・・・１５ 

    ひきこもり相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

    女性の健康に関する悩みや不安に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

    心の健康に関する相談（自殺・依存症・認知症等 ）・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

高次脳機能障害に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

思春期特有の悩みや不安についての相談・指導・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

    不妊専門相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

    こころのダイヤル、こころといのちの相談窓口、心の悩み相談・・・・・・・・・・１６ 

医療に関する患者や家族からの苦情や相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

  保 険・年 金 
    健康保険に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 
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    年金に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

  環境・衛生 
    産業廃棄物の不法投棄、野焼き等に関する相談  ・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

       食の安全・安心総合相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

    旅客運輸・鉄道 
    ＪＲ四国に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

    松山空港障害物件に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

 陸運行政に関する相談(交通に関する消費者、利用者から寄せられる意見・要望) ・・２２ 

    海運行政に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

    海上保安庁に対する意見、質問、苦情等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 郵     政 
    郵便局、郵便事業に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

    ゆうちょ銀行に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

    かんぽ生命に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

  電 気 通 信 
    情報通信行政に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

    電波利用料に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

    電気通信サービスに関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

    地上デジタル放送に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

    放送受信障害に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

    不法無線局、混信・妨害に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

    アマチュア無線局の免許申請等に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

    NHK 全体に対する意見・問い合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５  

    NHK 松山放送局に対する意見・問い合わせ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

   ＮＴＴ西日本に対する意見・要望等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

   光回線・プロバイダー・携帯電話・スマートフォン等に関する相談・・・・・・・・２５ 

 税     金 
    税務相談（国税に関する相談） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

    税務相談（県税に関する相談） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

  教     育 
     教育行政に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

児童相談（子育て、児童虐待、いじめ、家庭内暴力等児童問題全般に関する相談）・ ３０ 

    いじめに関する相談（子どもの人権１１０番） ・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

いじめ相談ダイヤル２４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

不登校、いじめ等に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

ひきこもり、ニート等に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

幼児（発育、言葉が出にくい等）に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

障害のある幼児、児童生徒の相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

    奨学（資）金に関する相談  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

    県立高校の転入学、高等学校卒業程度認定試験等に関する相談  ・・・・・・・・・３１ 

  登 記・国 籍・登 録 
    登記相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

    戸籍・国籍に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

    自動車の検査・登録に係るテレホンサ－ビス ・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

    船舶の検査・登録に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

  労     働 

    総合労働相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

     賃金、解雇、労災等労働条件に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

    労災保険に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 
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    セクシュアルハラスメントなどによる精神障害の労災請求に関する相談 ・・・・・３５ 

労働関係紛争（解雇、賃金、ハラスメント、人間関係、職場環境） ・・・・・・・３５ 

個別的労使紛争に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

    職業紹介、雇用保険等に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

若年者就職支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

福祉の仕事を専門で紹介する無料職業紹介所 ・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

働き方改革支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

U ターンに関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

高度プロフェショナル制度に関する専用相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

外国人労働者相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

    船員の労働条件、職業紹介に関する相談  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

  消 費 者 保 護 
    消費生活相談（商品や契約内容等に関する苦情や問い合わせなどの相談）  ・・・・４０ 

    食品表示に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

    消費者金融に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

  犯罪被害者支援 
犯罪被害者の支援等に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

暴力団に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

   法     律 
    法律相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

    土地の境界問題に関する相談・調停 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

       成年後見制度に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

    公正証書相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

       家事手続案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

    民事受付相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

  人     権 
    人権相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

  そ の 他 
    財政・金融、国有財産等に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

       金融行政・金融サービスに関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

    貸金業苦情相談  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

    生命保険に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

    損害保険に関する相談・苦情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

    出入国、外国人の在留・退去強制に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

       個人情報保護法の解釈や制度一般に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

       マイナンバー苦情あっせん相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    日本たばこ産業（株）に対する意見・要望等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    森林、林業、木材等に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    住宅に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    気象に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

    貿易・投資相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

    パスポートに関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

    国際交流、海外生活・留学、外国人のための生活に関する相談 ・・・・・・・・・５２ 

    中央省庁連絡先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

※ 「相談日時」については、特に記載のない限り、原則として祝日、休日、年末年始は休みです。 

また、市町が開設する相談窓口については、各市町へお問い合わせください。 
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中央省庁連絡先一覧 

 

府省等名 代表連絡先 
 

内閣官房 
〒100-8968 東京都千代田区永田町 1-6-1 

03-5253-2111 https://www.kantei.go.jp/  

内閣府 

〒100-8914 東京都千代田区永田町 1-6-1 

03-5253-2111 https://www.cao.go.jp/  

（金融庁） 

〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-1 

（中央合同庁舎７号館） 

03-3506-6000 https://www.fsa.go.jp/  

  

   

国家公安委員会 

〒100-8974 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-2 

（中央合同庁舎２号館） 

03-3581-0141 https://www.npsc.go.jp/  

（警察庁） 

住所、電話番号は国家公安委員会に同じ 

https://www.npa.go.jp/  

 

 

防衛省 
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町 5-1 

03-5366-3111 https://www.mod.go.jp/   

総務省 

〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-2 

（中央合同庁舎２号館） 

03-5253-5111 https://www.soumu.go.jp/ 
 

法務省 

〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-1 

（中央合同庁舎６号館） 

03-3580-4111 http://www.moj.go.jp/ 
 

外務省 
〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関 2-2-1 

03-3580-3311 https://www.mofa.go.jp/mofaj/  

財務省 
〒100-8940 東京都千代田区霞ヶ関 3-1-1 

03-3581-4111 https://www.mof.go.jp/  

文部科学省 
〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-2 

03-5253-4111 https://www.mext.go.jp/ 

 

 

厚生労働省 

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

（中央合同庁舎５号館） 

03-5253-1111 https://www.mhlw.go.jp/ 

 

 

農林水産省 

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1 

（中央合同庁舎１号館） 

03-3502-8111 https://www.maff.go.jp/ 
 

経済産業省 
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関 1-3-1 

03-3501-1511 https://www.meti.go.jp/  
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国土交通省 

〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3 

（中央合同庁舎３号館） 

03-5253-8111 https://www.mlit.go.jp/ 

 

 

 

  

環境省 

〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

（中央合同庁舎５号館） 

03-3581-3351 https://www.env.go.jp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






