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総務省 

[新潟行政評価事務所] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

行政相談 国・特殊法人・独立行政法人

の業務や手続のほか、都道府

県・市町村の業務のうち、国

からの法定受託事務に該当

するもの、補助に係るもの等

に関する苦情や意見、要望な

どの相談 

○ 総務省行政相談センター 

きくみみ新潟 

 〒950-8628 

新潟市中央区美咲町１丁目１－１

新潟美咲合同庁舎１号館７階 

 TEL(025)282-1112（代表） 

 TEL(0570)090110（行政苦情 110 番） 

 IP電話用(025)282-1100 

 FAX(025)282-1124 

平日 

８:30～17:00 

時間外は、留守番

電話 0570-090110 

又は 

(025)282-1100で

対応 

※県内各市町村に総務大臣委嘱の「行政相談委員」を配置 

障害を理由

とする差別

に関する相

談窓口 

障害を理由とする差別に関

する障害者及びその家族、そ

の他関係者からの相談 

〇 新潟行政評価事務所 

 TEL(025)282-1112 

FAX(025)282-1124 

平日 

８:30～17:00 

 

情報公開・

行政手続制

度案内所 

情報公開法に基づく行政機

関・独立行政法人等の開示請

求の手続や制度のしくみな

どの案内や行政不服審査法

に基づく審査請求の手続や

制度のしくみ、行政手続法の

制度のしくみなどの案内。 

○ 新潟行政評価事務所 

TEL(025)282-1112（代表） 

FAX(025)282-1124 

平日 

９:00～17:00 

 

政策評価情

報の所在案

内窓口 

国の政策評価に関する情報

の所在案内及び政策評価制

度全般に係る問い合わせの

受付 

平日 

８:30～17:00 

 

[信越総合通信局] 

相談内容等 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

信越総合通信局 〒380-8795 

長野市旭町 1108長野第１合同庁舎 

TEL(026)234-9963 

平日 

８:30～17：15 

情報通信行政全般に関すること 総合通信相談所 (026)234-9961 

電気通信サービスの相談に関すること 

（携帯電話、インターネット等） 

電気通信事業課 (026)234-9952 

テレビ・ラジオの受信障害に関すること 放送課     (026)234-9991 

電波の利用促進に関すること 電波利用企画課 (026)234-9953 

 
  

tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
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[政策統括官]（恩給担当） 

相談内容等 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

恩給相談 恩給についてのご相談、お問い

合わせ 

〇 恩給電話相談 

 TEL(03)5273-1400 

 相談メールアドレス： 

onkyusoudan@soumu.go.jp 

平日 

９:00～17：00 

 
［マイナンバー総合フリーダイヤル］ 

相談内容等及び相談窓口・電話番号 

・マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カード及び制度に関するお問い合わせ 

○ マイナンバー総合フリーダイヤル （音声ガイダンスに従って聞きたい情報を選択） 

     TEL(0120)95-0178  平日  ９:30～20:00、土日祝日９:30～17:30（年末年始を除く） 
・マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間 365日対応 

 
〇個人番号カードコールセンター 

 TEL(0570)783-578 （全国共通ナビダイヤル） 全日 ８:30～20:00（年末年始を除く） 

・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間 365日受付 
 

〇聴覚障がい者専用お問い合わせ FAX番号  FAX(0120)601-785 
 

〇外国語対応 

個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカー

ドの一時利用停止 
 

受付時間：英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語⇒24ｈ 

タイ語、ネパール語、インドネシア語      ⇒9：00～18：00 

ベトナム語、タガログ語            ⇒10：00～19：00 
 

電話番号：0120-0178-27（無料） 

0570-064-738 

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 
 

受付時間：英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 

平日：9：00～20：00 

土日祝：9：00～17：30 

電話番号：0120-0178-26（無料） 

マイナポイントに関すること 
 

受付時間：英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 ⇒９：30～20：00 

電話番号：0570-028-125 
 
・不審な電話などを受けた場合 

○ 消費者ホットライン １８８（いやや！） 

※原則、最寄りの消費生活センター等の相談窓口につながります。 

○ 警察相談専用電話 ＃９１１０ 又は最寄りの警察署まで（24 時間対応） 

 

・マイナンバーが含まれる個人情報（特定個人情報）の取扱いに関する苦情 

○ 個人情報保護委員会 

マイナンバー苦情あっせん相談窓口 

 TEL(03)6457-9585 平日：９:30～17:30 
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［新４Ｋ８Ｋ衛星放送コールセンター］ 

相談内容等 相談窓口・電話番号 

・新４Ｋ８Ｋ衛星放送に関

するお問い合わせ 

・電波漏洩に関するお問い

合わせ 

○ 新４Ｋ８Ｋ衛星放送コールセンター 

 TEL(0570)048-001（ナビダイヤル）平日９:00～17:00(年末年始休み） 

○ 電波漏洩対策コールセンター 

 TEL(0570)048-068（ナビダイヤル）平日９:00～17:00(年末年始休み） 

 

 

法務省 

[新潟地方法務局] 

相談内容 電話番号 業務取扱時間 

電話によるお問い合わせ代表電話番号 TEL(025)222-1561 平日 8:30～17:15 

 
登記事項証明書等に関するお問い合わせ TEL(025)222-1700 

不動産登記に関するお問い合わせ TEL(025)226-0951  

※手続案内は事前予約制 

商業・法人登記に関するお問い合わせ TEL(025)226-0955  

※手続案内は事前予約制 

戸籍・国籍・成年後見登記事務に関する

お問い合わせ 

TEL(025)222-1565  

※国籍相談は予約制 

供託事務に関するお問い合わせ TEL(025)226-0956 

人権擁護事務に関するお問い合わせ TEL(025)222-1563 

みんなの人権１１０番 

（様々な人権問題に関する相談） 
TEL(0570)003-110 

子どもの人権１１０番 TEL(0120)007-110 

女性の人権ホットライン TEL(0570)070-810 

外国語人権相談ダイヤル（対応言語：英語、中国語、韓国語、ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞ

ﾙ語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語、ﾈﾊﾟｰﾙ語、ｽﾍﾟｲﾝ語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語及びﾀｲ語）TEL(0570)090911 

平日 9:00～17:00 

 

※新潟地方法務局管轄区域一覧 

本局・支局等 不動産登記管轄区域 商業・法人登記管轄区域 

新潟地方法務局 

 〒951-8504 

新潟市中央区西大畑町 5191番地 

新潟地方法務総合庁舎 

TEL(025)222-1561(自動音声案内) 

新潟市 

 東区・中央区・江南区・西区・

西蒲区・北区のうち新発田支局

の管轄（旧豊栄市）を除く地域 

 

新潟県内全域               
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本局・支局等 不動産登記管轄区域 商業・法人登記管轄区域 

長岡支局 

 〒940-0082 

長岡市千歳１丁目３番 91号   

長岡地方合同庁舎(別館) 

TEL(0258)33-6901(自動音声案内) 

長岡市、小千谷市、見附市 以下の事務のみの取扱い 

１各種証明書交付事務 

２印鑑提出等に関する事務、

印鑑カードに関する事務及

び電子認証に関する事務

（新潟県内に本店・主たる

事務所等が所在する会社・

法人等のものに限る。） 

三条支局 

 〒955-0081 

三条市東裏館２丁目 22 番３号

TEL(0256)33-1375(自動音声案内) 

三条市、加茂市、燕市、弥彦村、

田上町 

    

   同    上 

柏崎支局 

 〒945-8501 

柏崎市田中 26番 23号 

柏崎地方合同庁舎 

TEL(0257)23-5226 (登記・総務) 

柏崎市、出雲崎町、刈羽村  

   同    上 

新発田支局 

 〒957-8503 

新発田市新富町１丁目１番 20号

TEL(0254)24-7101（自動音声案内） 

 

 

新発田市、胎内市、聖籠町 

新潟市北区のうち旧豊栄市地

域 

（下記町名参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同    上 

新津支局 

 〒956-0031 

新潟市秋葉区新津 4463番地１

TEL(0250)22-0501(自動音声案内) 

新潟市 

 秋葉区・南区 

五泉市、阿賀野市、阿賀町 

 

同    上 

十日町支局 

 〒948-0083 

十日町市本町１丁目上 1番地 18 

TEL(025)752-2575（自動音声案内） 

十日町市、津南町  

同    上 

村上支局 

 〒958-0835 

村上市二之町４番 16号

TEL(0254)53-2390(自動音声案内) 

村上市、関川村、粟島浦村  

同    上 

【あ行】朝日町１～４丁目、彩野１～４丁目、石動１・２丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、

大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田 

【か行】笠柳、かぶとやま１・２丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山１～６丁目、 

川西１～４丁目、木崎、葛塚 

【さ行】笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、十二、新鼻、須戸、 

須戸１～５丁目、すみれ野４丁目 

【た行】太子堂、高森、高森新田、東栄町１～３丁目、樋ノ入、鳥屋 

【な行】長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷 

【は行】灰塚、白新町１～４丁目、浜浦、早通、早通北１～６丁目、早通南１～５丁目、平林、 

仏伝、北陽１・２丁目 

【ま行】前新田、美里１・２丁目、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森下 

【や行】柳原１～７丁目、山飯野、横井、横土居 
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本局・支局等 不動産登記管轄区域 商業・法人登記管轄区域 

糸魚川支局 

 〒941-0058 

糸魚川市寺町２丁目８番 30号

TEL(025)552-0356(自動音声案内) 

糸魚川市  

同    上 

上越支局 

 〒943-0805 

上越市木田２丁目 15番７号

TEL(025)525-4133(自動音声案内) 

上越市、妙高市  

同    上 

佐渡支局 

 〒952-1561 

佐渡市相川三町目新浜町３番地３ 

佐渡相川合同庁舎 

TEL(0259)74-3787 

佐渡市  

同    上 

南魚沼支局 
 〒949-6608 
南魚沼市美佐島 61番地９
TEL(025)772-2164（自動音声案
内） 

魚沼市、南魚沼市、湯沢町  
同    上 

 

 

[東京出入国在留管理局 新潟出張所] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

在留審査一般・空海港業務 ○ 東京出入国在留管理局 新潟出張所 

 〒950-0001 

 新潟市東区松浜町 3710 

新潟空港ターミナルビル 

TEL(025)275-4735、FAX(025)275-

4848 

９:00～15:00 

(土･日曜日、休日

を除く) 

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感

染予防対策のた

め当分の間窓口

受付時間を短縮

しています。 

 

 

[新潟法務少年支援センター] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

非行、犯罪行為、親子関係、職場や学校な

どでのトラブル、交友関係など。 

孤独や孤立に関する問題。 

 

○ 新潟法務少年支援センター 

 〒951-8133 

 新潟市中央区川岸町 1-53-2 

TEL(025)265-1622 

※心理相談、コンサルテーションの

相談は予約制 

平日 

９:00～12:15 

13:00～17:00 

（年末年始休み） 

○ 全国共通相談ダイヤル 

TEL(0570)085-085 

※非行・心理の専門家が応じます。 

月～金 

９:00～17:00 

（祝祭日を除く） 
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財務省 

[関東財務局 新潟財務事務所] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 開庁時間 

財務事務所の所掌事務に係る相談等 ○ 新潟財務事務所 

 〒950-8623 

 新潟市中央区美咲町１丁目２番１号   

新潟美咲合同庁舎２号館 ９階 

 TEL（025）281-7502（総務課） 

平日 

8:30～17:15 

金融機関・証券会社等についての相談 ○ 理財課 

 TEL(025)281-7504、(025)281-7505 

財政についての問い合わせ ○ 財務課   

 TEL(025) 281-7503 

国有財産についての相談 ○ 管財課   

 TEL(025) 281-7506、(025) 281-
7507 

多重債務に関する相談 ○ 多重債務相談窓口 

 TEL(025)281-7508 

受付時間 

平日 

8:30～12:00 

13:00～16:30 

 

[東京税関 新潟税関支署] 

相談名 相談窓口・住所・電話番号 開庁時間 

一般的な輸出入手続などに関するお問い

合わせ・ご相談 

○ 新潟税関支署 

 〒950-0072 

 新潟市中央区竜が島 1-5-4 

新潟港湾合同庁舎 

TEL(025)244-9312（総務課） 

平日 

８:30～17:15 

密輸ダイヤル（密輸情報の提供） TEL(0120)461-961 24時間 
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（国税庁） 

[関東信越国税局] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 管轄区域 受付時間 

★自動音声案内による案内 

●国税に関する相談・質問 

・所轄の税務署の電話番

号を確認し電話をかける  

「１」の番号を選択 

①所得税 

②源泉徴収､年末調整､

支払調書 

③譲渡所得、相続税、 

 贈与税、財産評価 

④法人税 

⑤消費税、印紙税 

⑥その他 

相談内容の番号を選択 

⇒国税局電話相談セン

ター 

 国税局の職員が対応 

 

●税務署にご用のある方 

 電話での回答が困難な

相談内容は面接による

相談となるため事前予

約が必要 

・所轄の税務署の電話番

号を確認し電話をかける 

「２」の番号を選択 

 ⇒税務署につながりま

す。 

○ 糸魚川税務署 

 〒941-8611 

 糸魚川市東寺町 1丁目 3番 40号 

 TEL(025)552-0381（自動音声案内） 

糸魚川市 平日 

８:30～17:00 

○ 小千谷税務署 

 〒947-8540 

 小千谷市東栄 1丁目 5番 24号 

 TEL(0258)83-2090（自動音声案内） 

長岡市(旧川口町) 

小千谷市、魚沼市  

南魚沼市、湯沢町 

○ 柏崎税務署 

 〒945-8688 

柏崎市中央町 5番 53号 

 TEL(0257)22-2131（自動音声案内） 

柏崎市 

刈羽村 

○ 佐渡税務署 

 〒952-1593 

佐渡市相川三町目新浜町 3番 3  

佐渡相川合同庁舎 

 TEL(0259)74-3276（自動音声案内） 

佐渡市 

○ 三条税務署 

 〒955-8602 

三条市南新保 4番 9号 

TEL(0256)32-6211（自動音声案内） 

三条市、加茂市  

見附市、田上町 

○ 新発田税務署 

 〒957-8666 
新発田市諏訪町 1丁目 12番 24号 

TEL(0254)22-3161（自動音声案内） 

新発田市 

阿賀野市、胎内市  

聖籠町 

○ 高田税務署 

 〒943-8604 

上越市西城町 3丁目 2番 18号 

 TEL(025)523-4171（自動音声案内） 

上越市 

妙高市 

○ 十日町税務署 

 〒948-8502 

十日町市本町１丁目上 1番地 18 

十日町合同庁舎 

 TEL(025)752-3181（自動音声案内） 

十日町市 

津南町 

○ 長岡税務署 

 〒940-8654 

長岡市千歳１丁目３番 88号 

長岡地方合同庁舎 

 TEL(0258)35-2070（自動音声案内） 

長岡市 

(旧川口町を除く) 

出雲崎町 
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相談内容 相談窓口・住所・電話番号 管轄区域 受付時間 

 ○ 新潟税務署 

 〒951-8685 

 新潟市中央区西大畑町 5191番地 

 TEL(025)229-2151（自動音声案内） 

新潟市のうち 
北区・東区 
中央区・江南区 
南区・西区 

平日 

８:30～17:00 

○ 新津税務署 

 〒956-8602 

 新潟市秋葉区善道町 1 丁目 6 番

38号 

 TEL(0250)22-2151（自動音声案内） 

新潟市のうち 

秋葉区 

五泉市、阿賀町 

○ 巻税務署 

 〒953-8601 

新潟市西蒲区巻甲 4265番地 

 TEL(0256)72-2355（自動音声案内） 

新潟市のうち 

西蒲区 

燕市、弥彦村 

○ 村上税務署 

 〒958-8686 

村上市三之町 11番 1号 

TEL(0254)53-3141（自動音声案内） 

村上市 

関川村、粟島浦村 

●消費税の軽減税率制度

及びインボイス制度に関

する一般的な質問や相談 

〇消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター 

 TEL(0120)205-553 

平日 

９:00～17:00 

●国税の納付が困難な方

からの、猶予制度に関す

る相談・質問 

〇国税局猶予相談センター（関東信越国税局） 

 TEL(0120)948-249 

〇所轄の税務署（徴収担当） 

平日 

８:30～17:00 

 

● 所轄の税務署（注）におかけいただいた電話は、自動音声によりご案内していますので、相談内

容に応じて「１」又は「２」の番号を選択してください。 

  ※「番号が確認できません。」という音声案内があった場合は、電話機の「トーン切り替えボタン」

（「＊」・「＃」など）を押してから番号を選択してください。 

 

● 具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談内容につい

ては、所轄の税務署（注）において面接にて相談をお受けしています。面接相談は説明時間を十分

に確保するほか、持参する書類などをお伝えする必要があることから、電話等で事前に相談日時等

の予約をお願いします。 

 

● 新型コロナウイルス感染症等の影響により納付が困難な方は税務署に申請することにより、猶予

制度が適用される場合があります。 

 

 （注）東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に非難されている方からの国税に関する

ご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしています。 
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[関東信越国税不服審判所 新潟支所] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

税務署長等の処分(更正・決定や差押えな

ど)に対する不服審査請求の手続きなど 

○ 新潟支所 

 〒951-8104 

 新潟市中央区西大畑町 5191 番地 

 TEL(025)228-0991 

・ 審査請求は、その審査請求の目的となる処分を行った税務署長等の管轄区域を管轄（又は分掌）

する国税不服審判所支部（又は支所）に提出してください。この場合、直接持参して提出すること

はもちろん、郵送などの方法により提出することもできます。また、処分を行った税務署長等を経

由して提出することもできます。 
・審査請求書は、いずれの場合も必ず「正副２通」を提出します。 
・ 国税不服審判所の支部・支所では、原則としてその管轄区域内における審査請求事件の調査・審

理を行います。  

厚生労働省 

[新潟労働局] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号等 

・労働に関する総合的な相談        

(解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ等

労働条件のほか、募集、採用、いじめなど

労働問題に関するあらゆる分野) 

・労使間のトラブルに関し、どこに相談した

ら良いかわからない場合、適切な相談先を紹

介 

○ 新潟労働局総合労働相談コーナー（雇用環境・均

等室内） 

 〒950-8625 

 新潟市中央区美咲町 1-2-1 

新潟美咲合同庁舎 2号館４階 

 TEL(025) 288-3501 相談時間:９:00～16:30 

○ その他の総合労働相談コーナーは、最寄りの労

働基準監督署内に設置 

（14頁 労働基準監督署一覧参照） 

・賃金不払い・解雇に関する相談 ○ 最寄りの労働基準監督署 

相談時間:８:30～17:15 

・労働時間、休日、年次有給休暇に関する相

談 

○ 最寄りの労働基準監督署又は新潟労働局雇用環

境・均等室 

TEL(025) 288-3501  相談時間:８:30～17:15 

・有期特別措置法の認定に関する相談 ○ 新潟労働局雇用環境・均等室 

TEL(025) 288-3527  相談時間:８:30～17:15 

・最低賃金に関する相談 

・賃金・退職金制度に関する相談 
・賃金統計に関する相談 

○ 新潟労働局労働基準部賃金室 

 TEL(025) 288-3504  相談時間:８:30～17:15 

・職場の安全衛生に関する相談 

・労働者の健康管理に関する相談 

・安全衛生の免許等に関する相談 

○ 新潟労働局労働基準部健康安全課 

 TEL(025) 288-3505  相談時間:８:30～17:15 

○ その他、最寄りの労働基準監督署 

http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/kyoutuu/chingin/chinginsoudan.html
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相談内容 相談窓口・住所・電話番号等 

・職場における男女の均等な処遇に関する相

談 

・職場におけるセクシュアルハラスメントに

関する相談 

・女性労働者の妊娠・出産に関する相談 

・その他仕事と育児・介護の両立に関する相談 

・パートタイム労働に関する相談 

○ 新潟労働局雇用環境・均等室 

TEL(025) 288-3511 

 相談時間:８:30～17:15 

・労災保険に関する相談 
・労災年金受給者の年金・介護に関する相談 
 

○ 新潟労働局労働基準部労災補償課 

TEL(025)288-3506  相談時間:８:30～17:15 

○ その他、最寄りの労働基準監督署 

・労働保険料の申告・納付等に関する相談 ○ 新潟労働局総務部労働保険徴収課 

 TEL(025) 288-3502  相談時間:８:30～17:15 

○ その他、最寄りの労働基準監督署 

・各ハローワークのサービスに関してのご意

見ご要望 
 

○ 新潟労働局職業安定部・職業安定監察官 

 TEL(025)288‐3541 

 相談時間:８:30～17:15 

・従業員の募集に関する相談  
・職探しに関する相談  
・新卒者の募集・就職に関する相談  
・労働者派遣事業に関する相談  
・高齢者・障害者・外国人等の雇用管理に関する

相談 
 
・パソコンによる求人情報の提供サービス 
・在職中の方のための職業相談・職業紹介窓口  
・家事・育児・介護等と職業の両立を求める方の

ための相談窓口 
 
・雇用保険への加入、退職時の手続きの案内等 
・失業給付について 
・育児休業給付について 
・介護休業給付について 
・高年齢者雇用継続給付について 
・教育訓練給付について 
※ 健康保険に関することについては全国健康

保険協会の都道府県支部に、厚生年金に関する

ことについては最寄りの日本年金機構の年金

事務所に相談してください。 

○ 最寄りのハローワーク（公共職業安定所） 
 ※15～16頁 ハローワーク一覧を参照 
 受付時間：８:30～17:15 

・労働条件に関する相談 〇労働条件相談『ほっとライン』 

 TEL(0120)811-610  

相談時間 月～金  17:00～22:00 

     土･日･祝 ９:00～21:00 

      年末年始（12/29～1/3）は休み 

※複数言語で対応しています。（11 頁参照） 
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相談内容 相談窓口・住所・電話番号等 

・外国人の労働条件に関する相談 
 
 
 
 

○外国人労働者相談コーナー（新潟労働局労働基準部監督課内） 

新潟市中央区美咲町 1-2-1 美咲合同庁舎２号館３階 

TEL(025)288-3503 

対応言語 ベトナム語 

相談時間 毎週金曜日（祝日・年末年始を除く） 

 ９:00～12:00、13:00～16:30 

   ※開設日時以外の相談や、ベトナム語以外の外国語での相談 

○外国人労働者向け相談ダイヤル 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○労働条件相談ほっとライン 
 

言語 
開設曜日 

(年末年始除く) 
開設時間 電話番号 

英語 

月〜日（毎日） 

平日（月〜金） 

17:00～22:00 

 

土日・祝日 

９:00～21:00 

 

年末年始（12/29～

1/3）は除く 

0120-531-401 

中国語 0120-531-402 

ポルトガル語 0120-531-403 

スペイン語 火、木、金、土 0120-531-404 

タガログ語 火、水、土 0120-531-405 

ベトナム語 水、金、土 0120-531-406 

ミャンマー語 
水、日 

0120-531-407 

ネパール語 0120-531-408 

韓国語 

木、日 

0120-613-801 

タイ語 0120-613-802 

インドネシア語 0120-613-803 

カンボジア語 

（クメール語） 月、土 
0120-613-804 

モンゴル語 0120-613-805 

      

言語 
開設曜日 

(年末年始除く) 
開設時間 電話番号 

英語 

月〜金 

10:00～12:00 

13:00～15:00 

 

年末年始（12/29～

1/3）は除く 

0570-001-701 

中国語 0570-001-702 

ポルトガル語 0570-001-703 

スペイン語 0570-001-704 

タガログ語 0570-001-705 

ベトナム語 0570-001-706 

ミャンマー語 月 0570-001-707 

ネパール語 火、水、木 0570-001-708 

韓国語 木、金 0570-001-709 

タイ語 

水 

0570-001-712 

インドネシア語 0570-001-715 

カンボジア語 

（クメール語） 
0570-001-716 

モンゴル語 金 0570-001-718 
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相談内容 相談窓口・住所・電話番号等 

○仕事をお探しの方に就職のお手伝いをして

います。 
 
・求人情報の提供 
・就職に関する相談 
・ご希望の求人への紹介 
などのメニューを揃えています。 
 
 

［ハローワーク新潟］ 
〒950‐0901 

新潟市中央区弁天２-２-18 新潟 KSビル 

○ ときめきしごと館(１階) 

  TEL(025)240-4510 FAX(025)241-8610 

開庁時間 平日(月・水・金)  ９:30～18:15 

       平日(火・木)     ９:30～19:00 

       第１・第３土曜日  10:00～17:00 

  休日：日・祝・年末年始（12/29～1/3） 
 
○ 若者しごと館･新潟新卒応援ハローワーク(２階） 

TEL(025) 241-8609 FAX(025)247-3787 

開庁時間  平日 ９:30～18:00 

休日：土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3） 
 

［ハローワークプラザ長岡］ 

  〒940-0062 

   長岡市大手通 2-2-6ながおか市民センター３階  

  TEL(0258)34-8010  FAX(0258)34-8821 

開庁時間 平日 ９:30～18:00 
 

［ハローワークプラザ上越］ 

〒943-0832 

上越市本町３丁目 4-1 センバンビル２階 

TEL(025)523-0453  FAX(025)526-0544 

開庁時間  平日  ９:30～18:00 
 
［ワークセンター栃尾］ 

  〒940-0233 

長岡市栃尾宮沢 1765 

長岡市栃尾産業交流センター「おりなす」2 階 

TEL(0258)52-2333  FAX(0258)52-2409 

開庁時間 平日 ９:00～16:30 
 
［五泉しごと館］ 

  〒959-1692 

五泉市太田 1092-１ 五泉市福祉会館内１階 

TEL(0250)43-3911  FAX(0250)43-5910 

開庁時間 平日 ９:00～16:30 

 

［燕市地域職業相談室］ 

  〒959-0232 

燕市吉田東栄町 14-12 燕市産業会館内 

TEL(0256)94-7055  FAX(0256)92-5610 

開庁時間 平日 ９:00～16:30 
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相談内容 相談窓口・住所・電話番号等 

○ 生活保護・児童扶養手当等を受けている方

などの就労支援  
・ハローワークの相談員による職業相談・紹

介 
・求人検索機による求人情報の提供 
・ハローワーク・県の相談員による職業訓練

の情報提供 

○ ワークポート新潟 

〒950-8709 

新潟市東区下木戸 1-4-1新潟市東区役所内１階 

TEL(025)256-7060 

○ 受付時間 平日 9:00～17:00 

（新潟県職業訓練相談員は予約制です） 

○ ハローワークで公開・紹介している求人の

内容と実際の労働条件が違っている場合の

相談 
・面接に行ったら、求人票より低い賃金を提

示された 
・求人票と違う仕事の内容だった 
・正社員と聞いて応募したのに、非正規雇用

の形態だった 
・採用の直前に、求人票にはなかった勤務地

を提示された 
・始業の 30 分前に出社させられている 
・「あり」となっていた雇用保険、社会保険に

加入していない など 

○ ハローワーク求人ホットライン 

(求職者・就業者専用) 

TEL(03)6858-8609  

受付時間 全日 8:30～17:15 (年末年始除く) 

○ その他、最寄りのハローワーク 

 

 

[毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について] 

                相談内容 相談窓口・電話番号 

毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の

追加給付について 

・毎月勤労統計の関係で追加給付が発生するのは

なぜか。 

・どのような給付が追加給付の対象になるのか。 

・いつ頃給付されたものが対象になるか。 

・名前や住所を変更した。 

○問合せ専用ダイヤル 

・ 雇用保険 TEL（0120) 952-807 

・ 労災保険 TEL（0120) 952-824 

・ 船員保険 TEL（0120) 843-547 

TEL（0120）830-008 

・受付時間 平日：８:30～20:00 

      （ただし、船員保険は 17:15まで） 

      土日祝：８:30～17:15 

      （船員保険除く） 
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【参考】労働基準監督署一覧 

 

 

 

 

監督署名 所在地 電話・FAX 管轄区域 

新 潟 

〒 950-8624 
新潟市中央区美咲町 1-2-1 

新潟美咲合同庁舎 2号館 2階 

総合労働相談コーナー 

TEL(025)365-1596 

方面(労働条件､解雇､賃金) 

TEL(025)288-3572 

安全衛生課 

TEL(025)288-3573 

労災課 

TEL(025)288-3574 

署  FAX(025)288-3575 

新潟市（秋葉区・南区を除く） 

長 岡 

〒940-0082 

長岡市千歳 1-3-88 

長岡地方合同庁舎 7階 

TEL(0258)33-8711 

FAX(0258)33-8713 

長岡市（旧川口町を除く） 

柏崎市、出雲崎町、刈羽村 

上 越 

〒943-0803 

上越市春日野 1-5-22 

上越地方合同庁舎 3階 

TEL(025)524-2111 

FAX(025)524-2964 
上越市、糸魚川市、妙高市 

三 条 
〒955-0055 

三条市塚野目 2-5-11 

TEL(0256)32-1150 

FAX(0256)32-1153 

三条市、加茂市、燕市、 

見附市、弥彦村、田上町 

新発田 

〒957-8506 

新発田市日渡 96 

新発田地方合同庁舎 3階 

TEL(0254)27-6680 

FAX(0254)27-6715 

新発田市、村上市、 

阿賀野市、胎内市、聖籠町、 

関川村、粟島浦村 

新 津 

〒956-0864 

新潟市秋葉区新津本町 4-18-8 

新津労働総合庁舎 3階 

TEL(0250)22-4161 

FAX(0250)22-4162 

新潟市のうち秋葉区・南区、 

五泉市、阿賀町 

小 出 
〒946-0004 

魚沼市大塚新田 87-3 

TEL(025)792-0241 

FAX(025)792-4217 

長岡市のうち旧川口町、 

小千谷市、魚沼市、 

南魚沼市、湯沢町 

十日町 
〒948-0073 

十日町市稲荷町 2-9-3 

TEL(025)752-2079 

FAX(025)752-3864 
十日町市、津南町 

佐 渡 
〒952-0016 

佐渡市原黒 333-38 

TEL(0259)23-4500 

FAX(0259)23-4502 
佐渡市 
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【参考】ハローワーク（公共職業安定所）一覧 

安定 

所名 
所在地 電話・FAX 管轄区域 

新 潟 

〒950-8532 

新潟市中央区美咲町 1-2-1 新潟

美咲合同庁舎２号館 1・2階 

TEL(025)280-8609 

FAX(025)288-3590 

新潟市のうち北区・東区・ 

中央区・江南区・西区 

長 岡 

〒940-8609 

長岡市千歳 1-3-88 

長岡地方合同庁舎内 

TEL(0258)32-1181 

FAX(0258)34-4844 
長岡市（旧川口町を除く） 

小千谷

出張所 

〒947-0028 

小千谷市城内 2-6-5 

TEL(0258)82-2441 

FAX(0258)83-2836 
小千谷市、長岡市のうち旧川口町 

上 越 

〒943-0803 

上越市春日野 1-5-22 

上越地方合同庁舎内 

TEL(025)523-6121 

FAX(025)522-3148 
上越市（板倉区・中郷区を除く） 

妙 高 

出張所 

〒944-0048 

妙高市下町 9-3 

TEL(0255)73-7611 

FAX(0255)72-3871 

妙高市、上越市のうち板倉区・中郷

区 

三 条 
〒955-0053 

三条市北入蔵 1-3-10 

TEL(0256)38-5431 

FAX(0256)38-1729 

三条市、加茂市、 

見附市、田上町 

柏 崎 

〒945-8501 

柏崎市田中 26-23  

柏崎地方合同庁舎内 

TEL(0257)23-2140 

FAX(0257)22-9932 
柏崎市、出雲崎町、刈羽村 

新発田 

〒957-8506 

新発田市日渡 96  

新発田地方合同庁舎内 

TEL(0254)27-6677 

FAX(0254)27-6670 

新発田市、阿賀野市、 

胎内市、聖籠町 

新 津 

〒956-0864 

新潟市秋葉区新津本町 4-18-8 

新津労働総合庁舎内 

TEL(0250)22-2233 

FAX(0250)22-7925 

新潟市のうち秋葉区・南区、 

五泉市、阿賀町 

十日町 
〒948-0004 

十日町市下川原町 43 

TEL(025)757-2407 

FAX(025)752-6402 
十日町市、津南町 

糸魚川  
〒941-0067 

糸魚川市横町 5-9-50 

TEL(025)552-0333 

FAX(025)552-7129 
糸魚川市 

巻 
〒953-0041 

新潟市西蒲区巻甲 4087 

TEL(0256)72-3155 

FAX(0256)72-8348 

新潟市のうち西蒲区、 

燕市、弥彦村 

南魚沼 
〒949-6609 

南魚沼市八幡 20-1 

TEL(025)772-3157 

FAX(025)772-8259 
南魚沼市、湯沢町 

http://www.worknavi.niigata-roudoukyoku.go.jp/ojiya
http://www.worknavi.niigata-roudoukyoku.go.jp/ojiya
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安定 

所名 
所在地 電話・FAX 管轄区域 

小 出 

出張所 

〒946-0021 

魚沼市佐梨 682-2 

TEL(025)792-8609 

FAX(025)792-0752 
魚沼市 

佐 渡 
〒952-0011 

佐渡市両津夷 269-8 

TEL(0259)27-2248 

FAX(0259)23-3339 
佐渡市 

村 上 
〒958-0033 

村上市緑町 1-6-8 

TEL(0254)53-4141 

FAX(0254)53-5229 
村上市、関川村、粟島浦村 

 
 

[新潟検疫所] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

新潟検疫所 〒950-0072 

新潟市中央区竜が島 1-5-4 

（新潟港湾合同庁舎２階） 

総務課 

TEL(025)241-2323 

FAX(025)241-7404 

平日 ８:30～12:00 

13:00～17:00 

（来所による相談は要予

約） 

輸入者に対して、食品等の安全

についての事前相談 

食品監視課 

 TEL(025)244-4405 FAX(025)241-7404 

※来所による相談は予約制 

受付時間 

平日 ９:00～12:00 

   13:00～16:30 

海外での感染、動物由来感染な

どに関する相談 

新潟検疫所検疫衛生課 

（新潟空港出張所） 

〒950-0001 

新潟市東区松浜町 3710番地 

（新潟空港国際線ターミナルビル２階） 

TEL(025)275-4615 

FAX(025)275-4611 

平日 ８:30～12:00 

13:00～17:00 
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農林水産省 

［北陸農政局 又は 北陸農政局新潟県拠点］ 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

農業政策

全般に関

する総合

窓口 

農業者・消費者・行政関係者か

らの農政に関する相談、事業や

制度への質問など 

○地方参事官室ホットライン 

TEL(025)228-5216 

FAX(025)223-2264 

平日 

８:30～17:15 

(12:00～

13:00 を除

く） 

経営所得

安定対策

等に関す

る相談窓

口 

経営所得安定対策等を円滑に実

施するため、本制度に関する情

報提供、意見等を伺う相談窓口 

 

〇経営所得安定対策等に関する相談窓

口 

TEL(0120)38-3786 

携帯電話、PHS、公衆電話及び IP

電話など一部の電話は利用できませ

ん。 

非通知設定の電話ではつながりま

せんので、番号の前に「１８６」を

押して掛けください。 

平日 

９:00～17:00 

○ 新潟県拠点地方参事官室 

TEL(025)228-5290 

FAX(025)228-5271 

平日 

８:30～17:15 

(12:00～

13:00 を除

く） 

６次産業

化の推進

に関する

総合相談

窓口 

農林漁業者をはじめとした 6次

産業化に取り組む意向を持つ

方々の相談、サポート 

○ 新潟県拠点 地方参事官室 

TEL(025)228-5216 

〇 北陸農政局 経営･事業支援部地

域食品・連携課 

TEL(076)232-4890 

食品表示 

１１０番 

食品の偽装表示、JAS法、牛ト

レーサビリティ法、米トレーサ

ビリティ法、食糧法及び農産物

検査法に関する疑義情報などを

受け付けるためのホットライン 

〇北陸農政局 消費・安全部 米穀流

通・食品表示監視課 

 TEL(076)232-4113 

 FAX(076)261-9523 

米穀流通

監視相談

窓口 

米穀の流通に関する、相談や疑

わしい情報について 

○北陸農政局 消費・安全部 米穀流

通・食品表示監視課 

TEL(076)232-4113 
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 [横浜植物防疫所 新潟支所] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号等 

・輸入・輸出植物検疫・国内植物検疫について

の相談 

・海外から注文していない植物が郵送された

場合 

 

〒950-0072 

新潟市中央区竜が島 1-5-4 

（新潟港湾合同庁舎３階） 

TEL(025)244-4401 

FAX(025)246-2730 

受付時間：開庁日（平日）８:30～17:15 

 

[動物検疫所 新潟空港出張所] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号等 

畜産物の輸出入についての相談 

 

 

〒950-0001 

新潟市東区松浜町 3710  新潟空港ターミナルビ

ル  

TEL(025)275-4565 

FAX(025)270-9741 
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 国土交通省  

[北陸地方整備局] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

道の相談室 道路についての相談（苦
情・質問・問い合わせ・
意見等） 

○ 北陸地方整備局「道の相談室」 
〒950-8801 
新潟市中央区美咲町１丁目 1-1 
新潟美咲合同庁舎１号館 
TEL(025)280-8880（代表） 
※「道の相談室」にと伝えてください。 
FAX(025)280-8938 (24時間受付) 

○ 道路の異状を発見した場合 
 道路緊急ダイヤル 
＃９９１０（24時間受付・無料） 

平日 
９:30～12:00 
13:00～17:00 
 

海とみなと
の相談窓口 

海や港に関する様々な
相談 

○ 海とみなとの相談窓口 
 TEL(0120)497-370 
（全国共通フリーダイヤル） 

平日 
９:30～12:00 
13:00～17:00 

○ 北陸地方整備局港湾空港部 
 TEL(025)280-8760 

○ 新潟港湾・空港整備事務所 
 〒951-8011 

新潟市中央区入船町 4丁目 3778 番地 
TEL(025)222-6111（代） 

山・川・海・
湖の相談室 
 

河川に関する相談 
（疑問･質問･意見･苦情
等） 
以下の相談以外 

○ 北陸地方整備局河川部 
 〒950-8801 
新潟市中央区美咲町 1 丁目１番１号 新潟美咲合同庁舎１号館 

 TEL(025) 280-8880 （代表）              

荒川・大石ダムに関する
相談 

○ 羽越河川国道事務所 
 〒959-3196 
村上市藤沢 27-1 TEL(0254)62-3211 

阿賀野川に関する相談 ○ 阿賀野川河川事務所 
 〒956-0032 
新潟市秋葉区南町 14番 28号 TEL(0250)22-2211 

信濃川（大河津分水より
下流側）・関屋分水路・新
潟海岸に関する相談 

○ 信濃川下流河川事務所 
 〒951-8153 

新潟市中央区文京町 14番 13号 TEL(025)266-7131 

信濃川・魚野川に関する
相談 

○ 信濃川河川事務所 
 〒940-0098 
長岡市信濃 1丁目 5番 30号  TEL(0258)32-3020 （代表） 

三国川ダムに関する相談 ○ 三国川ダム管理所 
 〒949-6741 
南魚沼市清水瀬 686-59 TEL(025) 774-3015 

信濃川水系（下流）砂防に
関する相談 

○ 湯沢砂防事務所 
 〒949-6102 
南魚沼郡湯沢町大字神立 23 TEL(025) 784-2263 

関川・姫川に関する相談 ○ 高田河川国道事務所 
 〒943-0847 
上越市南新町 3番 56号 TEL(025)523-3136（代表） 

tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/
tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
tel:(025)224-3513
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[北陸信越運輸局] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

北陸信越運輸局 
行政相談窓口 

北陸信越運輸局に対する
一般的な意見等 

○ 北陸信越運輸局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「行政相談窓口」

にて Webからの提供を受け付けています。 

○ 交通政策部 バリアフリー推進課 
 TEL(025)285-9152 FAX(025)285-9171 
業務時間 平日 ８:30～17:15 

不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口 ○ 北陸信越運輸局 

TEL(025)285-9155 

不正改造車 110番 
不正改造車情報提供窓口 

不正改造車両の通報 ○ 北陸信越運輸局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「行政相談窓口」
にて Webからの提供を受け付けています。 

不正車検（ペーパー車検
等）通報窓口 

整備事業者（事業場）の不
正車検の通報 

 

 
  

[北陸信越運輸局 新潟運輸支局] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口 〇 新潟運輸支局 検査･整備･保安部門 
TEL(025)285-3125 

平日 
９:00～17:00 

自動車の検
査、登録等
の手続きに
関する相談 

検査・登録手続き 
（軽自動車以外・音声案内） 
 
軽二輪車（126cc 以上 250cc
以下のバイク）について 

○ 新潟運輸支局 
 〒950-0961 

新潟市中央区東出来島 14番 26号 
 TEL(050)5540-2040 

平日 
８:45～11:45 
13:00～16:00 
※ 検査受付は
15：45まで 

○ 長岡自動車検査登録事務所 
 〒940-1104 

長岡市摂田屋町字外川 2643番 1 
 TEL(050)5540-2041 

点検整備について TEL(025)285-3125  平日 
８:45～11:45 
13:00～15:45 

軽自動車について 
登録・検査予約・検査・整備
手続き 

○ 軽自動車検査協会新潟主管事務所 
〒950-0868 
新潟市東区紫竹卸新町 1927-12 
コールセンター TEL(050)3816-1850 
検査予約    TEL(050)3818-8638 

○ 同事務所長岡支所 
〒940-1163 長岡市平島 1-3 
コールセンター TEL (050)3816-1851 
検査予約    TEL (050)3818-8639 

平日 
８:45～11:45 
13:00～16:00 
 
コールセンター 
業務時間 
８:30～17:00 

希望ナンバーについて 新潟県自動車標板協会 
  TEL(025)284-7722 
新潟県自動車標板協会長岡支所 
  TEL(0258)22-1132 

平日 
８:30～12:00 
13:00～17:15 

自動車税（環境性能割･種別
税）について 

新潟県自動車標板協会 
  TEL(025)283-2279 
長岡自動車協会 
  TEL(0258)22-1134 
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独立行政法人・特殊法人等 

 

[高齢・障害・求職者雇用支援機構 新潟支部] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

高年齢者の雇用に関する相談・援助 ○ 新潟支部 高齢・障害者業務課    

〒951-8061          

 新潟市中央区西堀通６-866 

  ＮＥＸＴ21ビル 12階 

 TEL(025)226-6011 

FAX(025)226-6013 

平日 

８:45～17:00 

 

[高齢・障害・求職者雇用支援機構 新潟支部 新潟障害者職業センター] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

障害のある方への職業相談・支援、 

障害者雇用に関する相談・支援 

○ 新潟障害者職業センター 

 〒950-0067 

 新潟市東区大山２丁目 13－１ 

 TEL(025)271-0333 

FAX(025)271-9522 

 Email：niigata-ctr@jeed.go.jp 
※相談は予約制です。事前に電話またはメ

ールでお問い合わせください。 

平日 

９:00～17:00 

 

[労働者健康安全機構 新潟産業保健総合支援センター] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

産業保健の

窓口相談・ 

実地相談 

産業保健に関する様々

な問題についての無料

相談 

 

 

○ 新潟産業保健総合支援センター 

 〒951-8055 

新潟市中央区礎町通二ノ町 2077 

朝日生命新潟万代橋ビル６Ｆ 

TEL(025)227-4411 

FAX(025)227-4412  

E-mail：sanpo@niigatas.johas.go.jp 

平日 

８:30～17:15 

メンタルヘ

ルス相談 

職場のメンタルヘルス

に係る幅広い相談 

※ メンタルヘルスの面談を希望される方は事前

予約制。 

TEL(025)227-4411 

相談日 
開設時間 
毎週火～木 
13:30～16:30 

 

  

mailto:sanpo@niigatas.johas.go.jp
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[日本貿易振興機構（ジェトロ）ジェトロ新潟] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

貿易投資相談 貿易・投資に関する相談 

・輸出入手続き・契約方

法 

・クレーム、契約解消な

どトラブル対処法 

・輸出入取引の始め方 

○ ジェトロ新潟 

 〒950-0965 

新潟市中央区新光町 16-４ 

荏原新潟ビル 5F 

TEL(025)284-6991 FAX(025)284-

7910 

※面談ご希望の場合は、電話にて日程

調整します。希望日の５営業日前ま

でを目安にお申し込みください。 

平日 

９:00～12:00 

13:00～17:00 

 
 

[日本郵政グループ] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

日本郵便株式会社

○お客様サービス 

相談センター  

日本郵便の業務に関
するさまざまなご相
談、照会、ご意見、
苦情を受け付け。 

○ お客様サービス相談センター 

固定電話から TEL(0120)23-28-86 

携帯電話から TEL(0570)046-666 

英語受付   TEL(0570)046-111 

平日 

８:00～21:00 

土・日・休日 

９:00～21:00 

日本郵便株式会社 

〇お客様サービス

相談センター 

国際郵便に関するお
電話でのお問い合わ
せ 

〇 お客様サービス相談センター 

固定電話から TEL(0120)5931-55 

携帯電話から  TEL(0570)046-666 

英語受付   TEL(0570)046-111 

平日 

８:00～21:00 

土・日・休日 

９:00～21:00 

株式会社ゆうちょ銀行  

○ゆうちょコール 

センター 

貯金・送金・ＡＴＭ
等の商品・サービス
についての相談・苦
情、問い合わせ 

○ ゆうちょコールセンター 

TEL(0120)108-420(通話料無料) 

※自動音声でご案内します。 

平日 

９:00～19:00 

土･日･休日･12/31 

９:00～17:00 

(1/1～1/3､5/3～

5/5 は利用不可) 
○ゆうちょダイレ

クトサポートデ

スク 

ゆうちょダイレクト
に関する問い合せ 
(投資信託取引･投資
信託ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽを除
く) 

○ ゆうちょダイレクトサポートデスク 

 TEL(0120)992-504（通話料無料） 

※自動音声でご案内します。 

○ゆうちょ振込お問

い合わせセンター 

他の金融機関との送
金に関するお問い合
わせ 

○ ゆうちょ振込お問い合わせセンター 

 TEL(0120)253811（通話料無料） 

※音声自動案内 24時間（年中無休） 

○カード紛失セン 
ター 

・ゆうちょ銀行のｷｬｯ
ｼｭｶｰﾄﾞや通帳・証書
を紛失または盗難被
害に遭った場合 
・ゆうちょﾀﾞｲﾚｸﾄ利
用者ｶｰﾄﾞやﾄｰｸﾝを紛
失した場合 

○ カード紛失センター 

TEL(0120)794-889(通話料無料) 

※ゆうちょ IC ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ Suica をご

利用の場合は、最寄りの Suica取

扱駅にもお届けください。 

年中無休 
（24時間受付） 

○投資信託コール
センター 

投資信託・国債に関
する問い合せ 

○ 投資信託コールセンター 

 TEL(0800)800-4104（通話料無料） 

平日 

９:00～18:00 
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相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

〇トークン専用ダ
イヤル 

トークン(ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰ
ﾄﾞ生成機)の未着･再
送･初期不良に関する
お問い合わせ 

〇 ゆうちょ銀行トークン専用ダイヤル 

TEL(0120)330158（通話料無料） 

平日 

９:00～17:00 

○確定拠出年金コ
ールセンター 

iDeCo（個人型確定拠
出年金）に関する問
い合わせ及び資料請
求 
 

○ 確定拠出年金コールセンター 

(三井住友海上火災保険株式会社に

業務を委託しています。) 

 一般照会用：(0120)401-034 

 ゆうちょＡプラン加入者専用：(0120)401-309 

 ゆうちょＢプラン加入者専用：(0120)401-503 

月曜日～金曜日 

９:00～21:00 

土曜日・日曜日 

９:00～17:00 

(祝日､振替休日､

12/31～1/3を除く) 

○ゆうちょPayサポ
ートデスク 

決済エラー等に関す
るお問い合わせ 

○ ゆうちょ Payサポートデスク 

 TEL(0120)387-186（通話料無料） 

平日 

９:00～21:00 

土・日・休日 

９:00～17:00 

株式会社かんぽ生

命保険  

 

かんぽ生命の保険商
品・サービスに関す
るお問い合わせ・ご
相談 

○ かんぽコールセンター 

 TEL(0120)552-950（通話料無料） 

○ ご高齢のお客様専用コールセンター 

 TEL(0120)744-552（通話料無料） 

○ 最寄りの郵便局 

平日 

９:00～21:00 

土・日・休日 

９:00～17:00 

（1/1～1/3を除

く） 

簡易保険カード紛
失・盗難の届出 

○ 簡易保険カード紛失届出専用受付番

号 

TEL(0120)794-055（通話料無料） 

○ 最寄りの郵便局 

平日 

８:30～21:00 

(12/31～1/3を除

く) 
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（日本年金機構） 

[電話での問合わせ・ご相談] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

年金相談に関する一般的な

お問い合わせ 

 

○ ねんきんダイヤル 

TEL(0570)05-1165（ナビダイヤル） 

※ 050 で始まる電話、海外からかける場合 

(03)6700-1165（一般電話） 

平日月曜日 ８:30～19:00 

平日（火～金曜日） 

８:30～17:15 

第２土曜日 ９:30～16:00 

･窓口での年金請求手続き及

び事前相談 

･年金額や年金記録の確認 

･受給している年金について

の相談等 

○ 予約受付専用電話 

 TEL(0570)05-4890（ナビダイヤル） 

※ 050 で始まる電話、海外からかける場合 

   (03)6631-7521（一般電話） 

平日 ８:30～17:15 

 

「ねんきん定期便」「ねんき

んネット」に関するお問い合

わせ 

○ ねんきん定期便・ねんきんネット専用

番号 

TEL(0570)058-555（ナビダイヤル） 

※ 050 で始まる電話、海外からかける場合 

 (03)6700-1144（一般電話） 

平日月曜日 ８:30～19:00 

平日（火～金曜日） 

８:30～17:15 

第２土曜日 ９:30～16:00 

年金の加入に関する一般的

なお問い合わせ 

○ ねんきん加入者ダイヤル 

・国民年金加入者向け 

 TEL（0570）003-004（ナビダイヤル） 

※ 050 で始まる電話、海外からかける場合 

  （03）6630-2525（一般電話） 

・事業所・厚生年金加入者向け 

 TEL（0570）007-123（ナビダイヤル） 

※ 050 で始まる電話、海外からかける場合 

  （03）6837-2913（一般電話） 

平日   ８:30～19:00 

第２土曜日 

９:30～16:00 

 

[年金事務所での年金相談] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

個人の年金給付に関する相談・手続き 

国民年金の加入保険料納付、免除手続

きなどの相談 

※来所される際は基礎年金番号がわか

る書類（年金手帳、年金証書など）及び

本人確認ができる書類（個人番号カー

ド、運転免許証など）をお持ちくださ

い。 

○ 各年金事務所 

・所在地、電話番号は「25 頁【参考】新

潟県内年金事務所等一覧」を参照 

・一部年金事務所では出張年金相談を

実施 
 ・佐渡市にお住まいの方を対象にテレビ

電話を利用した年金相談を実施 

  （事前予約が必要です。） 

平日 

８:30～17:15 

※時間延長、週末

相談あり 

 

 
[街角の年金相談センターでの相談]（新潟県社会保険労務士会が運営） 

           サービス内容 相談内容 利用時間 

対面による年金相談のみ 

※年金手帳､年金証書または改定通知

書など基礎年金番号がわかる書類及

び本人確認書類を持参 

○ 街角の年金相談センター新潟 

 〒950-0087 新潟市中央区東大通 2-3-26 

 プレイス新潟６階  

 予約専用電話 TEL(025)244-9246 

平日 

８:30～17:15 
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【参考】新潟県内年金事務所等一覧 

年金事務所 所 在 地 電話番号 

新潟西 

(※1､※2) 
〒951-8558  新潟市中央区西大畑町 5191-15 

(025)225-3008 

（自動音声案内） 

新潟東(※1) 〒950-8552  新潟市中央区新光町 1-16 (025)283-1013（同上） 

長岡(※1) 〒940-8540  長岡市台町 2-9-17 (0258)88-0006（同上） 

上越(※1) 〒943-8534  上越市西城町 3-11-19 (025)524-4115（同上） 

柏崎 〒945-8534  柏崎市幸町 3-28 (0257)38-0568（同上） 

三条(※1) 〒955-8575  三条市興野 3-2-3 (0256)32-2820（同上） 

新発田(※1) 〒957-8540  新発田市新富町 1-1-24 (0254)23-2128（同上） 

六日町(※1) 〒949-6692  南魚沼市六日町字北沖 93-17 (025)716-0008（同上） 

※1 出張相談あり 

※2 佐渡市にお住まいのお客様を対象に「テレビ相談窓口佐渡」を開設しています。相談には事前予

約が必要です。予約は新潟西年金事務所 お客様相談室(025)225-3008（自動音声「５番」） 

  予約受付時間 平日 ８:30～16:30 

  開設場所：佐和田行政サービスセンター１階ロビー（地区教育係前） 

  開設時間：平日 ９:00～16:00 

 

【参考】新潟県内年金事務所管轄区域一覧 

年金事務所 
管轄区域 

健康保険・厚生年金保険 国民年金 船員保険 

新潟西 新潟市 五泉市 佐渡市 阿賀町 
中央区 西区 西蒲区 

佐渡市 
新潟県 

新潟東  
北区 東区 江南区 秋葉区 

南区 五泉市 阿賀町 
 

長岡 
長岡市 小千谷市 魚沼市  

出雲崎町 
同左  

上越 上越市 糸魚川市 妙高市 同左  

柏崎 柏崎市 刈羽村 同左  

三条 
三条市 加茂市 見附市 燕市 

弥彦村、田上町 
同左  

新発田 
新発田市 村上市 阿賀野市 

胎内市 聖籠町、関川村、粟島浦村 
同左  

六日町 
南魚沼市 十日町市 湯沢町 

津南町 
同左  
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[株式会社日本政策金融公庫] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

国民生活事業  ・ 小規模企業向けの小口

資金や新規開業資金 

・ 教育ローン 

・ 新型コロナウイルスに

関する相談 

○ 新潟支店(平日 9:00～17:00) 

 〒950-0088 

 新潟市中央区万代 4-4-27(NBF新潟テレコムビル 9F) 

 TEL(0570)018548（ナビダイヤル） 

○ 長岡支店(平日 9:00～17:00) 

 〒940-0087 

 長岡市千手 3-9-23 

 TEL(0570)020295（ナビダイヤル） 

○ 高田支店(平日 9:00～17:00) 

 〒943-0832 

 上越市本町 5-4-5 あすとぴあ高田 2F 

 TEL(0570)020527（ナビダイヤル） 

○ 三条支店(平日 9:00～17:00) 

 〒955-0092 

 三条市須頃 1-20 三条商工会議所会館 2F 

TEL(0570)021403（ナビダイヤル） 

○ 事業資金相談ダイヤル（平日９:00～19:00） 

 TEL(0120)154-505 

※音声ガイダンスが流れた後に０（創業ホットライ

ン）又は１（個人企業･小規模企業の方）を選択 

○ 教育ローンコールセンター 

 （平日９:00～21:00 土曜日９:00～17:00） 

 TEL(0570)008656（ナビダイヤル） 

※ご利用いただけない場合は、 (03)5321-8656 

中小企業事業 ・中小企業向けの長期事

業資金 

○ 新潟支店（平日９:00～17:00） 

 〒950-0088 

 新潟市中央区万代 4-4-27（NBF新潟テレコムビル 8F） 

 TEL(025)244-3122 

○ 事業資金相談ダイヤル（平日９:00～17:00） 

 TEL(0120)154-505 

※音声ガイダンスが流れた後に２を選択 

農林水産事業 ・農林漁業や食品産業向

けの事業資金 

○ 新潟支店(平日 9:00～17:00) 

 〒950-0088 

 新潟市中央区万代 4-4-27（NBF新潟テレコムビル3F） 

TEL(025)240-8511 

○ 事業資金相談ダイヤル（平日９:00～17:00） 

 TEL(0120)154-505 

※音声ガイダンスが流れた後に３を選択 
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[東日本高速道路株式会社] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 
高速料金や ETC 割引、交通情報など 
高速道路（北越道・関越道など）に関する問

合せ 

NEXCO東日本お客さまセンター 

TEL：（0570）024-024（ナビダイヤル） 

または、（03）5308-2424 

24時間 

落下物・逆走車・人や自転車等の立ち入り、

路肩の崩壊、路面の状況など、車両の通行

に支障となる道路の異状・緊急事態 

道路緊急ダイヤル（緊急時専用） 

＃９９１０（無料） 

24時間 

道路交通情報に関する問合わせ (公財)日本道路交通情報センター 

全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ TEL：(050)3369-6666 

全国高速ﾀﾞｲﾔﾙ TEL：(050)3369-6700 

携帯短縮ﾀﾞｲﾔﾙ TEL：＃８０１１ 

24時間 

 

 (参考) 新潟県内各支社 

住所・電話番号 管轄区域 
○ 新潟支社 

〒950-0917 

新潟市中央区天神 1-1 新潟ﾌﾟﾗｰｶ３ 

TEL(025)241-5111（代表） 

新潟県、富山県（一部）、群馬県（一部）及び長野県（一

部） 

○ 湯沢管理事務所 

 〒949-6102 

 南魚沼郡湯沢町大字神立 1159 

TEL(025)784-3921 

関越自動車道 （水上 IC～小千谷 IC） 

○ 新潟管理事務所 

 〒950-0145 

 新潟市江南区亀田早通 3233  

 TEL(025)287-4411 

日本海東北自動車道 （新潟中央 JCT～荒川胎内 IC） 

北陸自動車道    （新潟中央 JCT～三条燕 IC） 

磐越自動車道    （津川 IC～新潟中央 IC） 

○ 長岡管理事務所 

 〒940-2033 

 長岡市上除町野田 80 

 TEL(0258)46-5751 

関越自動車道 （小千谷 IC～長岡 JCT） 

北陸自動車道 （三条燕 IC～柿崎 IC） 

○ 上越管理事務所 

 〒943-0173 

 上越市大字富岡字引田 1717-1 

TEL(025)522-1141 

北陸自動車道  （柿崎 IC～朝日 IC） 

上信越自動車道 （信濃町 IC～上越 JCT） 

○ 新潟工事事務所 

 〒950-0954 

 新潟市中央区美咲町 1-9-25 

 TEL(025)365-1720 

磐越自動車道（西会津 IC以西）の４車線化工事 

日本海東北自動車道 胎内スマート ICの建設工事 
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[日本司法支援センター（法テラス）新潟地方事務所] 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

法的トラブル

解決のため

の総合案内 

・面談や電話により、お

問い合わせの内容に応

じた法制度や手続き、

関係機関の相談窓口を

案内 

・弁護士・司法書士に

よる法律相談が必要

な方が、経済的にお

困りの場合には、法

テラスの民事法律扶

助による無料法律相

談をご案内 

○ 法テラス新潟 

 〒951-8116 

 新潟市中央区東中通１番町 86−51 

       新潟東中通ビル２Ｆ 

 TEL(0570)078328 

 IP電話の方は、TEL(050)3383-5420 

平日 

９:00～12:00 

13:00～16:00 

(年末･年始除く) 

○ 法テラス佐渡法律事務所 

 〒952-1314 

佐渡市河原田本町 394 

佐渡市役所佐和田行政サービス 

センター２F 

 TEL(050)3383-5422 

法的トラブルでお悩

みの方のお問い合わせ

に対し、適切な法制

度、関係機関（法律相

談・公的機関窓口等）

の紹介 

○ 法テラス・サポートダイヤル 

 TEL(0570)078374  

※IP電話からは､(03)6745-5600 

 

平日 

９:00～21:00 

土曜日 

９:00～17:00 

(祝日・年末年始

は除く) 

犯罪被害にあわれた方

やそのご家族の方に対

し、必要な支援情報の

提供及びサポート 

○ 犯罪被害者支援ダイヤル 

 TEL(0120)079714 

※IP電話からは､(03)6745-5601 
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新潟県 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

県民相談室 県政全般に対する意

見、要望、苦情など 

○ 新潟県知事政策局広報広聴課県民相談室 

 〒950-8570 

 新潟市中央区新光町 4番地 1行政庁舎 1階 

 ※電話相談:(025)280-5076（平日 8:30～17:00） 

 ※ファックス相談:(025)280-5049 

 ※電子メール相談:info@pref.niigata.lg.jp 

 ※来所相談 （平日 8:30～17:00） 

 

【県内の県民サービスセンターでの県民相談】 

○ 新発田県民サービスセンター  

〒957-8511   

新発田市豊町 3丁目 3番 2号 新発田地域振興局 1階  

TEL(0254)22-8602 

○ 長岡県民サービスセンター  

〒940-8567  

長岡市沖田 2丁目 173番地 2 長岡地域振興局 1階  

TEL(0258)38-2525 

○ 南魚沼県民サービスセンター  

〒949-6680   

南魚沼市六日町 960 南魚沼地域振興局 1階  

TEL(025)772-2816 

○ 上越県民サービスセンター  

〒943-8551   

上越市本城町 5番地 6番 上越地域振興局本館 2階  

TEL(025)526-9320 

○ 佐渡県民サービスセンター  

〒952-1555  

佐渡市相川二町目浜町 20番地 1番 佐渡地域振興局 2階  

TEL(0259)74-3319 

※各地域振興局の窓口でもお受けしています 

消費生活相談 ・商品の購入やサー

ビス利用に伴うト

ラブル 

・悪質商法の被害で

お困りの方の苦情

相談 

・消費生活に関する

疑問・相談 

・多重債務に関する

相談 

○ 新潟県消費生活センター 

 〒950-0994 

 新潟市中央区上所 2丁目 2番 2号 新潟ユニゾンプラザ１階 

 

＜電話相談＞(025)285-4196 

平 日:９:00～16:30 （受付は 16:00まで） 

土曜日:10:00～16:00 （受付は 15:30まで） 

※毎月第４水曜日（祝日の場合は翌日）は、相談受付を行って

いません。来所相談は予約制です。  

＜電子メール、ファックスによる相談＞ 

・電子メール相談：ngt013110@pref.niigata.lg.jp 

・ファックス相談：025-281-5517 

※ ご相談の回答は、原則電話で行います。連絡可能な電話番

号を必ず明記してください。なお、聴覚障害をお持ちの方は

その旨をお知らせください。 
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相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

〇 消費者ホットライン １８８（いやや！） 

  ※原則、最寄りの消費生活センター等の相談窓口につなが

ります。 

〇 クーリングオフ、携帯電話サイト料金請求トラブル、ハガ

キ等による覚えのない請求、多重債務に陥ってしまった場合

の対処方法等をお知らせしています。 

テレフォンサービス (025)285-7000 

 【市町村の消費 

生活相談窓口】 

○ 新潟市消費生活センター 

TEL(025)228-8100 

・消費生活相談：日曜日～金曜日 ９:00～16:30 

・多重債務相談：月曜日～金曜日、第２・第４日曜日 

９:00～16:00 

※来所相談は予約制 

※祝日年末年始除く（以下、同じ） 

○ 長岡市消費生活センター 

TEL(0258)32-0022  平日９:00～16:30 

○ 上越市消費生活センター 

TEL(025)525-1905 FAX(025)522-4191  平日８:30～17:15 

○ 三条市市民なんでも相談室（消費生活相談窓口） 

TEL(0256)34-5553   平日８:30～17:00 

栄サービスセンター 

TEL(0256)45-1110   平日８:30～17:30 

下田サービスセンター 

TEL(0256)46-5906   平日８:30～17:30 

○ 柏崎市消費生活センター 

TEL(0257)23-5355 平日 ９:00～16:00、土曜日９:00～12:00 

  FAX(0257)24-7714 

○ 新発田市消費生活センター 

TEL(0254)28-9110   平日９:00～16:00 

○ 小千谷市消費生活相談窓口  

TEL(0258)83-3516   平日９:00～16:00 

○ 加茂市商工観光課消費者生活相談窓口 

  TEL(0256)52-0134  平日８:30～16:00 

○ 十日町市消費生活センター 

  TEL(025)757-3740   平日９:00～16:00 

○ 見附市消費生活相談  窓口 

  TEL(0258)62-0350   平日９:00～16:00 

○ 村上市消費生活センター 

TEL(0254)53-2111    平日９:00～16:00 

○ 燕市消費生活相談窓口 

TEL(0256)77-8302  平日９:00～16:00 

○ 糸魚川市消費生活相談窓口 

  TEL(025)552-1511  平日９:00～12:00、13:00～16:00 

○ 妙高市環境生活課生活安全係消費生活相談窓口 

TEL(0255)74-0042  平日 8:30～17:15 

○ 五泉市消費生活センター 

  TEL(0250)47-4578  平日 10:00～16:00 
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相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

○ 阿賀野市消費生活相談窓口 

TEL(0250)62-2510  平日９:00～16:00 

○ 佐渡市消費生活センター 

TEL(0259)57-8143   平日９:00～16:00 

○ 魚沼市消費生活センター 

TEL(025)792-8844  平日９:00～16:30 

○ 南魚沼市消費生活センター 

TEL(025)772-2541   平日９:00～16:00 

○ 胎内市消費生活相談窓口(商工観光課商工振興係) 

  TEL(0254)43-6111 

平日８:30～17:15（10時～16時までは専門の相談員が対応） 

○ 聖籠町消費生活センター 

TEL(0254)27-1958   平日９:00～12:00、13:00～16:00 

○ 弥彦村住民課住民医療係 

  TEL(0256)94-3132   平日８:30～17:15 

○ 田上町町民課住民係 

  TEL(0256)57-6115   平日８:30～17:15 

○ 阿賀町まちづくり観光課観光商工係 

  TEL(0254)92-4766   平日８:30～17:15 

○ 出雲崎町町民課町民係 

  TEL(0258)78-2294   平日８:30～17:15 

○ 湯沢町観光商工課商工係 

  TEL(025)784-4850   平日８:30～17:15 

○ 津南町消費生活相談窓口 

TEL(025)765-3113   平日８:30～17:15 

○ 刈羽村産業政策課消費生活相談窓口 

TEL(0257)45-3913   平日 8:30～17:15 

○ 関川村総務政策課消費生活相談窓口 

TEL(0254)64-1478   平日８:30～17:15 

○ 粟島浦村産業振興課商工振興係 

  TEL(0254)55-2111   平日８:30～17:15 

労働相談 労働問題や労使関係

でお困りの方のため

「労働相談・情報提

供」を通じた問題解

決の手助け 

○ 新潟労働相談所  

〒956-8625 新潟市秋葉区新津 4524-1 新潟地域振興局新津庁舎 

受付時間 平日９:00～17:00  ※祝日・年末年始は休業 

TEL(0250)23-6110 

※相談は電話（随時）又は面談（予約制）。 

○ 長岡労働相談所 

〒940-8567 長岡市沖田 2丁目 173-2 長岡地域振興局１階 

受付時間 平日９:00～17:00  ※祝日・年末年始は休業 

TEL(0258)37-6110 

※相談は電話（随時）又は面談（予約制）。 
○ 上越労働相談所 

 〒943-8551 上越市本城町 5-6 上越地域振興局内 

受付時間 平日９:00～17:00  ※祝日・年末年始は休業 

TEL(025)526-6110 

※相談は電話（随時）又は面談（予約制）。 

交通事故の 

相談 

交通事故での悩み、

損害賠償請求や損害

○ 新潟県交通事故相談所 

〒950-8570  



- 32 - 

 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

賠償額の算定方法、

示談の方法等 

新潟市中央区新光町 4番地 1 県庁 13階県民生活課 

電話相談:(025)280-5750 平日９:00～12:00/13:00～16:00 

面接相談は要予約 

〇 月 1回巡回相談（面接のみ） 要予約 

 長岡（長岡地域振興局内）毎月第 2火曜日 12:00～15:30 

  長岡市沖田２丁目 173番地２ 

 上越（上越地域振興局内）毎月第 3木曜日 12:00～15:30 

  上越市本城町 5-6 

認知症の人や

その家族等の

相談 

認知症の人やその家

族が認知症について

の悩みごとや疑問の

相談 

○ 新潟県認知症コールセンター 

 〒950-8575 

 新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ３階 

 TEL(025)281-2783 平日９：00～17:00 

 ※祝日・年末年始を除く 

自殺など心の

悩みに関する

相談支援窓口 

こころの悩みや不安

についての相談 

○ 新潟いのちの電話 受付時間 毎日 24時間 

 新潟  (025)288-4343、 上越  (025)522-4343 

  長岡  (0258)39-4343、 新発田 (0254)20-4343 

  村上  (0254)53-4343 

＜一般社団法人日本いのちの電話連盟＞ 

○ 自殺予防いのちの電話フリーダイヤル（通話料無料） 

TEL(0120)783-556 

毎日 16:00～21:00、毎月 10日８:00～翌朝８:00（24 時間） 

※IP 電話 TEL(03)6634-7830 

毎月 10日８:00～翌朝８:00 のみ 

○ ナビダイヤル受付センター 

TEL(0570)783-556 毎日 10:00～22:00 

○ よりそいホットライン 

TEL(0120)279-338 毎日 24時間 

※電話、FAX、チャットや SNS による相談に対応 

気分が落ち込む、不

安やつらい気持ちが

続く等、メンタルヘ

ルスやこころの健康

に関する相談 

〇 新潟県いのちとこころの支援センター 

受付時間 平日８:30～17:15〔訪問・来所相談〕 

・下越地域いのちとこころの支援センター 

  TEL(0254)28-8880 

・中越地域いのちとこころの支援センター 

 TEL(0258)88-0070 

・上越地域いのちとこころの支援センター 

  TEL(025)524-7700 

○ 新潟県こころの相談ダイヤル 

受付時間 毎日 24時間 

  TEL(0570)783-025 

思春期青年期におけ

る心理的な問題や行

動上の問題 

○ 新潟県精神保健福祉センター 

（新潟市を除く県内にお住いの方） 

※来所相談は予約制 TEL(025)280-0113 

＜精神保健や精神障害者の福祉について＞ 

TEL(025)280-0113  受付時間 平日８:30～17:00 

＜新型コロナウイルス こころの相談＞ 

TEL(025)282-7107  受付時間 平日９:10～16:00 
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相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

  受付時間 平日８:30～17:15 

○ 村上保健所     TEL(0254)53-8369 

○ 新発田保健所    TEL(0254)26-9133 

○ 新津保健所     TEL(0250)22-5174 

○ 三条保健所     TEL(0256)36-2363 

○ 長岡保健所     TEL(0258)33-4931 

○ 魚沼保健所     TEL(025)792-8614 

○ 南魚沼保健所    TEL(025)772-8137 

○ 十日町保健所    TEL(025)757-2402 

○ 柏崎保健所     TEL(0257)22-4161 

○ 上越保健所     TEL(025)524-6132 

○ 糸魚川保健所    TEL(025)553-1936 

○ 佐渡保健所     TEL(0259)74-3407 

○ 新潟市こころの健康センター（新潟市にお住まいの方） 

  TEL(025)232-5560 

受付時間 平日８:30～17:00 ※面接相談は予約制 

○ 新潟市こころといのちのホットライン 

TEL(025)248-1010 

受付時間 平日 17:00～22:00、土･日･祝日 10:00～16:00 

（12月 29日～１月３日 10:00～16:00） 

精神医療 

相談窓口 

緊急に精神科医療相

談を必要とする方 

○ 新潟県精神保健福祉センター 

TEL(0258)24-1510（24時間） 

（すでに精神科･心療内科の治療を受けている方は、まず、

かかりつけの医療機関へ相談） 

ひきこもり相

談窓口 

ひきこもりでお悩み

のご本人、ご家族等

に対しての専門的な

相談及び支援 

○ 新潟県ひきこもり地域支援センター 

ひきこもり相談ダイヤル 

  TEL(025)284-1001  受付時間 平日８:30～17:00 

○ 新潟市にお住まいの方 

新潟市ひきこもり相談支援センター 

TEL(025)278-8585 

受付時間 火～土曜日 ９:00～18:00（祝日･年末年始除く） 

いじめ電話相

談 

 

学校等でのいじめ問

題専門相談 

 

○ 新潟県いじめ相談電話：毎日 24時間 

  TEL (025)285-1212  (0258)35-3930  

 (025)526-9378   (0254)26-7509 

○ 全国統一の 24時間いじめ相談ダイヤル 

  24時間子供ＳＯＳダイヤル 

  TEL(0120)0-78310 

 ◆全国どこからでも 24 時間、近くの相談員につながります。

（IP電話の一部と PHSからもつながります。） 

○ 新潟県立教育センター 

＜いじめ・不登校等悩みごと相談テレフォン＞ 

  TEL(025)263-4737：平日 9:10～16:00 

 ＜県立教育センター教育相談＞ 

  TEL(025)263-9029：平日 9:00～17:00  

※長期的な面接相談にも応じます。 

○ 新潟市「いじめＳＯＳ」電話：平日 9:00～17:00  

  TEL(025)222-0110 
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相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

児童について

の相談 

18 歳未満の子ども

の事で、子ども虐待、

いじめ、不登校、非

行、発達の遅れ等 

○ 児童相談所虐待対応ダイヤル １８９（いちはやく） 

〇 児童相談所専用ダイヤル  TEL(0120)189-783 

※お近くの児童相談所に転送されます。 

〇 チャイルドライン 

TEL(0120)99-7777  

電話相談：毎日 16:00～21:00（12/29～1/3は休み） 

【新潟県各児童相談所】 

○ 中央児童相談所 

 〒950-0121  

新潟市江南区亀田向陽 4-2-1 県中央福祉相談センター内 

 TEL(025)381-1111 受付・相談時間 平日 8:30～17:15 

 来所相談の場合は要予約    ※以下の相談所も同じ 

○ 長岡児童相談所 

 〒940-0857 長岡市沖田 1丁目 237 番地 

TEL(0258)35-8500 

○ 上越児童相談所 

 〒943-0807 上越市春日山町 3-4-17 

TEL(025)524-3355 

○ 新発田児童相談所 

 〒957-8511 新発田市豊町 3-3-2(県新発田地域振興局内) 

TEL(0254)26-9131 

○ 南魚沼児童相談所 

 〒949-6680 南魚沼市六日町 620-2 

（県南魚沼地域振興局健康福祉環境部内） 

TEL(025)770-2400 

【新潟市児童相談所】（来所相談は予約制です。） 

〒951-8133  新潟市中央区川岸町 1-57-1 

TEL(025)230-7777  受付時間 平日 :8:30～17:30 

※緊急の児童虐待相談は休日､夜間でも受け付けています。 

ＤＶなど女性

の福祉に関す

る相談 

児童相談 

 

・夫等からの暴力

(DV)や、帰住先がな

い、売春強要など女

性の福祉に 

関する問題について

の相談 

・児童虐待 

 

○県女性福祉相談所(新潟県配偶者暴力相談支援センター) 

 〒950-0121  

新潟市江南区亀田向陽 4丁目 2-1 

中央福祉相談センター内 

 TEL(025)381-1111 平日８:30～17:15 

電話相談：平日 8：30～17：15 

来所相談：平日 8：30～17：15 ※事前予約制 

○ DV・児童虐待相談フリーダイヤル 

TEL(0120)26-2928 

電話相談：毎日 9:00～22:00 

来所相談：平日 8：30～17：15 ※事前予約制 

性別による差

別的取扱い等

に関する相談 

結婚や離婚、職場の

人間関係、男女の健

康、生き方などにつ

いての相談 

〇 新潟県男女平等推進相談室 

専任相談員が相談をお受けします。 

 〒950-0994 

 新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ３階 

 TEL(025)285-6605 

電話相談：平日受付時間 11:00～12:30/13:40～17:30 

     土曜受付時間 10:00～12:30/13:40～16:30 

※来所相談は要予約 
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相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

性暴力･性犯

罪被害に関す

る相談 

性暴力被害にあわれ

た女性への相談・支

援 

○ 性暴力被害者支援センターにいがた 

TEL(025)281-1020 

 ＃８８９１ 24時間 365 日対応 

 ※女性の相談員が対応します。 

犯罪被害に関

する相談 

事件や事故の被害者

やご家族･ご遺族に

対しての相談及び支

援 

○ にいがた被害者支援センター 

新潟 (025)281-7870 

長岡 (0258)32-7016 

上越 (025)522-3133 

相談時間：平日 10:00～16:00 

発熱、頭痛、腹

痛、吐き気な

ど急な病気や

けが等に関す

る相談 

夜間の急な病気やけ

がで、すぐに救急車

を呼ぶべきか、医療

機関を受診すべき

か、判断に迷ったと

きに 

電話相談時間：毎日 19:00～翌朝８:00 

○ 大人 概ね 15歳以上を対象 

救急医療電話相談 ＃７１１９ 

ダイヤル回線・IP電話・PHS からは (025)284-7119 

○ 15歳未満のお子さんを対象 

小児救急医療電話相談 ＃８０００ 

ダイヤル回線・IP電話・PHS からは (025)288-2525 

※看護師などが医療機関の受診の必要性や対処方法等を助言 

高次脳機能障

害に関する相

談 

 

病気や怪我で脳に障

害を受けたことによ

る困りごとの相談 

○ 高次脳機能障害相談支援センター 

 〒950-0994 

  新潟市中央区上所 2-2-3 (新潟県精神保健福祉センター内) 

TEL(025)280-0114 (相談専用回線) 平日 8:30～17:00 

難病に関する

相談 

難病のある方やその

ご家族などの日常生

活での悩みや不安な

どに対する相談･支

援 

○ 新潟県・新潟市難病相談支援センター 

〒950-2085 

  新潟市西区真砂 1-14-1 

 (独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院内２階) 

  TEL(025)267-2170 平日 10:00～16:00（12/29～1/3 を除く） 

 Email：niigata-nansen@nifty.com 

医療の安全に

関する相談 

 

 

医療に関する相談や

心配事などについて 
○ 県民医療安全相談窓口 

 〒950-8570 

  新潟市中央区新光町 4番地 1 新潟県庁 12階  

地域医療政策課内 

 TEL(025)280-5781 平日 10:00～12:00 13:00～15:00 

 ※来所相談要予約 

○ 新潟市保健所相談窓口 

〒950-0914 

新潟市中央区紫竹山 3-3-11 新潟市保健所保健管理課内 

TEL(025)212-8191 平日８:30～17:30 

〇 各病院内にも相談窓口があります。 

○ お近くの保健所でも医療安全に関する相談を受け付けていま

す。 

ひとり親家庭

の就業・自立

支援相談 

県内のひとり親家庭

の方や離婚前の方の

生活・就業相談、就

業情報の提供、無料

職業紹介、養育費相

談等を実施 

○ ひとり親家庭等就業・自立支援センター 

〒950-0994 

  新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ３階 

(一般社団法人 新潟県母子寡婦福祉連合会事務局内) 

  [生活・就業相談] 

TEL(025)281-5587  平日９:30～16:30（年末年始除く） 
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相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

※上記時間以外の相談や希望する場所での相談をご希望の方。 

 (株)エム・エスオフィス TEL(0258)30-1230 

 予約受付時間 平日 ９:00～18:00 

  電話相談時間 平日 ９:00～21:30 

土日 ９:00～20:00 (年末年始除く) 

 [養育費相談] 

TEL(025)281-5546  平日９:30～16:30（年末年始除く） 

＜弁護士による法律相談＞ 

毎月第４木曜日 18：00～20：00 

※30分無料相談 事前に予約が必要です。 

福祉サービス

の苦情相談 
福祉サービスに係る

苦情(虐待を受けて

いる、職員の対応が

悪い、契約が守られ

ていない)の解決に

必要な調査、助言、あ

っせん 

○ 新潟県福祉サービス運営適正化委員会 

〒950-8575 

新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ３階 

（社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会内） 

TEL(025)281-5609 / FAX(025)281-5610 

  相談時間：平日 ９:00～17:00（年末年始除く） 

Mail：kujou@fukushiniigata.or.jp 

中小企業等を

対象にした外

国人材の受入

に関する相談

窓口 

外国人材の雇用、技

能実習生の受入れ、

在留資格、外国人留

学生の採用等の相談

及び窓口紹介 

○ 新潟県外国人材受入サポートセンター 

新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル 11階 

TEL(025)282-5548 平日 10:00～17:00（最終受付 16:00） 

FAX(025)282-5549 

（新潟県が新潟県行政書士会に委託） 
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相談名 相談窓口・住所・電話番号 

生活困窮者自

立支援制度に

関する相談、

支援 

【住居確保給付金の支給、就労に向けた支援、家計再建に向けた相談支援】 

 

新潟市 新潟市パーソナル・サポート・センター (025)385-6851 

長岡市 長岡市パーソナル・サポート・センター (0258)89-8263 

上越市 地域包括支援センターたかだ (025)526-1155 

みんなでいきる地域包括支援センター (025)520-8970 

センター病院地域包括支援センター (025)527-3880 

高田の郷地域包括支援センター (025)521-5133 

リボーン地域包括支援センター (025)530-7802 

ふもと地域包括支援センター   (025)531-1502 

地域包括支援センター府中会    (025)544-3325 

しおさいの里地域包括支援センター大潟くらし支援室 (025)535-1151 

柿崎地域包括支援センター (025)536-6312 

浦川原地域包括支援センター (025)599-3872 

上越あたご地域包括支援センター三和 (025)530-7581 

三条市 生活支援係 (0256)47-4422 

柏崎市 生活サポートセンター柏崎 (0257)22-1411 

新発田市 社会福祉課生活支援係 (0254)28-9221 

小千谷市 福祉課生活支援係 (0258)83-3517 

加茂市 （福）加茂市社会福祉協議会 (0256)52-6667 

十日町市 地域福祉課生活支援係 (025)757-3565 

見附市 くらしの自立支援センターみつけ (0258)62-7010 

村上市 生活支援センターむらかみ (0254)62-7756 

燕市 生活困窮者支援 (0256)77-8173 

糸魚川市 福祉事務所 (025)552-1511 

妙高市 生活・お仕事困りごと相談窓口 (0255)74-0061 

五泉市 五泉市くらしの支援センター (0250)41-1200 

阿賀野市 暮しのサポートセンターあがの (0250)67-9500 

佐渡市 生活自立相談支援センター (0259)81-1155 

魚沼市 地域福祉課地域福祉係 (025)792-8181 

南魚沼市 くらしのサポートセンターみなみ（生活支援係） (025)773-6919 

胎内市 せいかつ応援センター胎内市社協 (0254)44-1511 

粟島浦村、関川村、聖籠町、阿賀町、田上町、弥彦村 

新潟県パーソナル・サポート・センター（下越地区） 
(025)250-5160 

出雲崎町、刈羽村、湯沢町、津南町 

新潟県パーソナル・サポート・センター（中越地区） 
(0258)89-8345 
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相談名 相談窓口・住所・電話番号 

生活保護制度

の相談窓口 

【生活に困ったときの相談】 

 

新潟市 北福祉事務所 (025)387-1315 

東福祉事務所 (025)250-2410 

中央福祉事務所 (025)223-7305 

江南福祉事務所 (025)382-4313 

秋葉福祉事務所 (0250)25-5684 

南福祉事務所 (025)372-6310 

西福祉事務所 (025)264-7320 

西蒲福祉事務所 (0256)72-8395 

長岡市 生活支援課相談係 (0258)35-1122 

上越市 福祉課援護係 (025)526-5111 

三条市 福祉課生活支援係 (0256)34-5511 

柏崎市 福祉課援護係 (0257)23-5111 

新発田市 社会福祉課援護係 (0254)22-3030 

小千谷市 社会福祉課福祉係 (0258)83-3511 

加茂市 社会福祉事務所生活老人係 (0256)52-0080 

十日町市 福祉課援護係 (025)757-3111 

見附市 健康福祉課生活支援係 (0258)62-1700 

村上市 福祉課福祉政策室 (0254)53-2111 

燕市 福祉課援護係 (0256)92-1111 

糸魚川市 福祉事務所援護係 (025)552-1511 

妙高市 福祉介護課援護係 (0255)72-5111 

五泉市 健康福祉課援護係 (0250)43-3911 

阿賀野市 福祉課厚生福祉室援護係 (0250)62-2510 

佐渡市 社会福祉課援護係 (0259)63-3111 

魚沼市 福祉保健課厚生室厚生班 (025)792-9767 

南魚沼市 福祉課厚生福祉係 (025)773-6667 

胎内市 健康福祉課援護係 (0254)43-6111 

粟島浦村 総務課 (0254)55-2111 

関川村 住民福祉課福祉保険班 (0254)64-1441 

聖籠町 保健福祉課福祉係 (0254)27-2111 

阿賀町 町民生活課福祉係 (0254)92-3111 

弥彦村 住民福祉課福祉介護係 (0256)94-3131 

田上町 保健福祉課福祉係 (0256)57-6222 

湯沢町 健康福祉課福祉介護班 (025)784-4560 

津南町 福祉保健課福祉班 (025)765-3111 

出雲崎町 保健福祉課福祉係 (0258)78-3111 

刈羽村 福祉保健課 (0257)45-2244 
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[新潟県発達障がい者支援センター「RISE(ライズ)」] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

地域で暮らす自閉症スペクトラムなど

の発達障がい者や発達障がい者を支援

する方々への相談や支援 

○ 新潟県発達障がい者支援センター「RISE(ライズ)」 

〒951-8121 新潟市中央区水道町 1-5932 

新潟県はまぐみ小児療育センター2F 

TEL (025)266-7033 

利用時間 平日８:30～17:15 

※相談の申込み・お問い合わせは電話でお願いします。 

 
 

（新潟市） 

[新潟市発達障がい支援センター「JOIN(ジョイン)」] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

新潟市内に居住する発達障がい児(者)及

びその家族、支援者及び関係機関等に対

しての相談支援 

○ 新潟市発達障がい支援センター「JOIN」(ジョイン) 

〒951-8121  

新潟市中央区水道町 1丁目 5932-621 

TEL(025)234-5340／FAX(025)234-5344 

利用時間 平日８:30～17:30／土曜９:00～15:00 

※相談は予約制 

 電話・メール（メールフォームはホームページにありま

す。） 

・FAXで、事前に相談の日時をお申し込み下さい。 

 
［児童発達支援センター］ 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

新潟市に在住の就学前のお子さんについ

ての発達相談 

 ・発達が遅い 

 ・幼稚園や保育園の集団にうまく適応 

  できない 

 ・癖や行動が気になる 

 ・特定の発音を誤る 

 ・吃音が聞かれる      など。 

○ 児童発達支援センターこころん 
 〒950-0986 

 新潟市中央区神道寺南２-４-27 

 TEL(025)247-6532／FAX(025)247-6541 

平日８:30～17:30／土曜８:30～12:30 

※来所相談は予約制ですので、あらかじめ電話でお申

し込みください。 
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新潟県警察本部 

相談名 相談内容 相談窓口・住所・電話番号 

｢けいさつ相談室｣ 

 

 

 

｢署相談室｣ 

警察業務全般の 

相談、要望苦情など 

○ 新潟県警察本部  24 時間対応 

 〒950-8553 新潟市中央区新光町４番地１ 

新潟県警察本部１階  

＜電話相談＞(025)283-9110 又は ＃9110(短縮ダイヤル) 

○ 県内各警察署       24時間対応 

犯罪被害者支援

の相談 

犯罪被害者の支援 〇 犯罪被害者支援室 

 警察本部 TEL(025)285-0110 毎日８:30～17:15 

〇 県内各警察署     24時間対応 

性犯罪被害相談

電話 

性犯罪被害の相談 ○ 性犯罪被害相談電話 24時間対応 

 TEL (025)281-7890又は＃8103（ハートさん） 

○ 各警察署刑事課   24時間対応 

拳銃 110番 拳銃情報 ○ 拳銃 110番  24時間対応 

 TEL(0120)10-3774 

フィッシング 110

番 

フィッシングをして

いる偽のホームペー

ジの発見、メールの受

信や被害にあったな

どの情報提供 

○ 新潟県警察本部 平日 8：30～17：15 

TEL(025)285-0110（警察本部代表電話） 

○ 具体的な被害の相談は、最寄りの警察署にお問い合わせ

ください。 

サイバー犯罪 ○ 県内各警察署   24時間対応 

暴力団等に関する相談 ○ 警察本部 組織犯罪対策課 毎日 8：30～17：15 

 TEL(025)285-0110 

○ 新潟県暴力追放運動推進センター 

 TEL(025)281-8930 平日 ８:30～17:00  

相談は面接、電話及び文書により受理 

○ 県内各警察署刑事課 24時間対応 

外国人に関する犯罪 〇 警察本部 国際・薬物銃器対策課 

 TEL(025)285-0110 平日 ８:30～17:15 

〇 各警察署刑事課･警備課 24時間対応 

少年の非行、いじめなど ○ けいさつ相談電話いじめ対策係 平日 8：30～17：15 

 TEL(025)285-0110（内線 3071、3073） 

○ 県内各警察署 生活安全課 24時間対応 

○ 新潟少年サポートセンター 平日８:30～17:15 

 TEL(025)285-4970   

○ 長岡少年サポートセンター 平日８:30～17:15 

 TEL(0258)36-4970 

○ 上越少年サポートセンター 平日８:30～17:15 

 TEL(025)526-4970 

ストーカー、配偶者(DV)、児童虐待、高

齢者虐待、障害者虐待 

○ 県内各警察署生活安全課 24時間対応 
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運転免許に関する問い合わせ 受付時間 平日８：30～17：15 

安全運転相談ダイヤル「＃８０８０」シャープハレバレ 

○ 運転免許センター(代表)    TEL(025)256-1212 

          (適性係)   TEL(025)256-2525 

          (高齢者講習係)TEL(025)256-3311 

○ 運転免許センター長岡支所   TEL(0258)22-1050 

○ 運転免許センター上越支所   TEL(025)543-3100 

○ 運転免許センター佐渡支所   TEL(0259)55-0067 

○ 運転免許センター古町出張所  TEL(025)229-0625 

○ 県内各警察署交通課      平日 9：00～17：45 
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各種団体 

[公証役場] 

業務内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

公正証書に関する法律相談

※ 相談無料 

 

○ 新潟公証人合同役場 

 〒950-0917 新潟市中央区天神１丁目 1番地 

プラーカ３（６階） 

TEL(025)240-2610 

○ 長岡公証人合同役場 

 〒940-0053 長岡市長町１丁目甲 1672番地 1 

コーポ長町１階 

TEL(0258)33-5435 

○ 三条公証役場 

〒955-0047 三条市東三条１丁目５番１号 

川商ビル４階 

TEL(0256)32-3026 

○ 上越公証役場 

〒943-0834 上越市西城町２丁目 10番 25号 

大島ビル１階 

TEL(025)522-4104 

○ 新発田公証役場 

 〒957-0054 新発田市本町１丁目３番５号 

第５樫内ビル３階 

TEL(0254)24-3101 

[業務時間] 

平日 

９:00～12:00 

13:00～17:00 

 

[相談受付時間] 

平日 

９:30～11:00 

13:00～15:30 

 

 

[新潟県行政書士会] 

相談内容 住所・電話番号 

行政書士の業務 

①官公署に提出する書類の作成 

②権利義務または事実証明に関する書類の作成 

③官公署への書類提出手続の代理 

④契約その他に関する民事上の書類の作成の代理 

⑤書類の作成に関する相談 

※無料相談会についてはお問い合わせください。 

○ 新潟県行政書士会 

 〒950-0911 

 新潟市中央区笹口３丁目４番地８ 

 新潟県行政書士会館 

 TEL(025)255-5225 

行政書士ＡＤＲセンター新潟の取扱い業務 

①外国人の職場環境・教育環境に関する紛争 

②自転車事故に関する紛争 

③愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争 

④居住用賃貸物件の敷金返還又は原状回復に関す

る紛争 

※「ＡＤＲ」とは「裁判外紛争解決手続」のことです。 

○ 新潟県行政書士会 行政書士ＡＤＲセンター新潟

（上記新潟県行政書士会と同住所） 

TEL(025)248-1038 

＜電話相談＞平日９:00～17:00 

 

外国人のための電話相談 〇 新潟県国際交流協会（朱鷺メッセ２階） 

 TEL(025)241-1881 平日 10:00～17:00 

新型コロナウイルス感染症対策のための電話相談 〇 無料電話相談窓口 

 TEL(025)248-1038 平日９:00～17:00 
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 [新潟県弁護士会] 

相談内容 住所・電話番号 

弁護士会の相談の予約 

 

○ 新潟県弁護士会 

 〒951-8126 

 新潟市中央区学校町通 1番町 1番地 

 新潟地方裁判所構内 新潟県弁護士会館 

TEL(025)222-5533  受付時間 平日９:00～17:00 

〇 長岡相談所（長岡市周辺の方） 

 TEL(0258)86-5533  受付時間 平日９:00～17:00 

労働についての無料法律相談 

[解雇、賃金（残業代）、セクハラ等でお

困りの方] 

 

相談料:労働者からの相談は初回無料  

相談日時:お電話でご予約下さい  

TEL(025)222-5533 

予約受付時間：平日９:00～17:00  

弁護士による多重債務無料相談 

[消費者金融、クレジット、住宅ローン

等に関する問題] 

○ 多重債務相談無料電話ガイド 

TEL(025)226-7878 平日 10:00～15:00 

※面接による相談も実施しています。(初回無料） 

交通事故無料相談 

[損害の請求金額、損害の請求方法、賠

償責任、示談の方法と知識、自賠責保険

関係、高次機能障害など] 

○ 日弁連交通事故相談センター新潟県支部 

 無料電話相談（日時限定） 

TEL(0570)078-325(ナビダイヤル) 

受付日時：毎月 10日 11:00～16:00 

※10日が土曜日・休日の場合は休日明けの平日となります。  

犯罪の被害にあった方への弁護士による

初回無料相談 

〇 新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策委員会 

TEL(025)222-5533 

受付時間 平日９:00～17:00 

子どもの悩みごと相談 

[子どもの学校生活、家庭生活や少年非

行などの悩みごと、犯罪被害など] 

○ 電話相談（相談料無料） 

TEL(0120)66-6310(フリーダイヤル) 

相談日 月・木曜日 16:00～19:00（祝祭日は除く） 

評価住宅（建設住宅性能評価書が交付さ

れた住宅）、保険付住宅（住宅瑕疵担保

責任保険が付された住宅）、住宅リフォ

ーム工事に関するトラブル 

○ 住まいるダイヤル（公益財団法人住宅リフォーム・紛

争処理支援センター） 

専門家相談（対面相談）：予約制 1時間無料 

※住宅リフォーム工事の相談は１回目のみ無料 

（２回目以降は有料）        

TEL(0570)016-100 ※PHS､一部の IP電話(03)3556-5147 

○ 受付時間： 平日 10:00～17:00  
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 [新潟県司法書士会] 

相談内容 住所・電話番号・日時等 

司法書士の業務 

①不動産登記・法人登記の手続代理 

②多重債務・消費者問題 

③相続や遺言による法律手続きのお手伝い 

④成年後見に関する仕事 

⑤訴訟・調停・審判などの裁判所に提出する 

書類の作成             など 

○ 新潟県司法書士会 

〒950-0911 

  新潟市中央区笹口１丁目 11番地 15      

新潟県司法書士会館内 

TEL(025)244-5121/FAX(025)244-5122 

司法書士無料相談【一般法律相談】 

※面談による相談 
日時 毎週水曜日 13:30～16:00 

TEL(025)244-5121（要予約） 

司法書士無料相談【一般法律相談】 

※電話相談 
司法書士総合相談センター 

日時 平日 10:00～12:00／13:00～16:00 

TEL(025)240-7867  

司法書士無料相談【成年後見】 

※面談による相談 
日時 毎月第 3水曜日 13:30～16:00 

TEL(025)244-5141（要予約） 

多重債務ホットライン（無料） 

※電話相談 
日時 平日 10:00～12:00／13:00～16:00 

TEL(025)240-7974 

各支部における常設の無料法律相談 新潟、下越、佐渡、三条、中越、上越の 6つの各

地域にて無料法律相談会を開催。相談日時等は変

更になる場合があるため、事前に各会場受付にお

問い合わせください。 

 
[成年後見センター・リーガルサポート新潟県支部] 

相談内容 住所・電話番号・日時等 
成年後見制度(※)に関する相談など 
※判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で

保護・支援する制度 

○ リーガルサポート新潟県支部 

〒950-0911 

新潟市中央区笹口１丁目 11番地 15 

※リーガルサポート会員は司法書士です。 

TEL(025)244-5141 
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[関東信越税理士会 新潟県支部連合会] 

相談内容 住所・電話番号 

「確定申告」や「遺産相続」につ

いてなど、税理士による税に関す

る様々な相談 

○ 新潟県支部連合会 
 〒951-8114 
新潟市中央区営所通 2番町 692-36 
TEL(025)225-2202／FAX(025)225-5499 

＜各地区の無料相談日程＞ 
 ※相談には予約が必要です。事前に電話にてお申込み下さ
い。 

○ 新潟支部(新潟県税理士会館内) 
 ４月～12月 毎月 第 1水曜日 ９:30～16:00 
 TEL(025)225-2203 
○ 長岡支部 
 ４月～３月 毎月 第 1・第３水曜日 ９:30～12:00 
 TEL(0258)33-8080 
○ 三条支部 
 ４月～１月 毎月 第 1・第３水曜日 10:00～12:00 
 TEL(0256)33-0380 
○ 柏崎支部 
 ４月～12月 毎月 第 1・第３木曜日 10:00～12:00 
 TEL(0257)32-2004 
○ 新発田支部 
 ８月～３月 毎月 第 1・第３水曜日 ９:30～12:00 
 TEL(0254)22-8598 
○ 高田支部 
 ４月～12月 毎月 第 1・第３火曜日 10:00～12:00 
 TEL(025)523-6557 

 

[新潟県土地家屋調査士会] 

相談内容 住所・電話番号・日時等 

・土地の境界について、当事者の話し合いに

よる自主的な境界紛争の解決の支援 

・紛争当事者の双方の話し合いの場を提供

し、心から納得し将来にしこりを残さない円

満な解決のお手伝い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・境界に関する・悩み・疑問など 

  

○ 境界紛争解決支援センターにいがた 

〒951-8068 

新潟市中央区上大川前通６番町 1211-5 

三好マンション鏡橋３F                   

(新潟県土地家屋調査士会内) 

TEL(025)378-5444 

〇受付面談（無料）の予約 

 ＡＤＲ認定土地家屋調査士が紛争の内容を詳細にお

聴きしセンター手続の説明をします。 

 毎週 平日 10:00～12:00/13:00～16:30 

TEL(025)378-5444 

 ※相続手続、調停手続をする場合は有料 

 

○ 新潟県土地家屋調査士会 

TEL(025)378-5005／FAX(025)225-5678 

平日：８:30～17:00 ※事前予約制 
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[新潟県社会保険労務士会] 

相談内容 住所・電話番号・日時等 

・職場でのトラブル相談 

・解雇、賃金、セクハラ、人

事、配置転換、労働契約など 

 

 

 

 

 

発生した個別の労働関係紛争を

簡易･迅速･円満に解決 

 

 

 

 

厚生年金・国民年金の相談や請

求手続き 

※面談方式 

予約による相談がお勧めです｡ 

電話相談は行っていない。 

○ 総合労働相談所 

  〒950-0087  新潟市中央区東大通２丁目３-26 

 プレイス新潟１階 新潟県社会保険労務士会内 

TEL(025)250-7759 

面談相談（事前予約制） 平日 10:30～16:00 

   (年末年始(12/29～1/3)とお盆(8/13～16)は休み） 

※電話相談は行っておりません。 

 

○ 社労士会労働紛争解決センター新潟 

TEL(025)250-7759 

平日 10:00～15:00（第 1火曜日は 20:00 まで） 

(年末年始(12/29～1/3)とお盆(8/13～16)は休み） 

 ※まずは総合労働相談所でトラブルの内容を相談。 

   

○ 街角の年金相談センター新潟 

  〒950-0087  

新潟市中央区東大通２丁目３-26 プレイス新潟６階 

平日 8:30～17:15(年末年始(12/29～1/3)は休み) 

  予約受付専用電話 TEL(025)244-9246 

 
 

[生命保険相談所（生命保険協会新潟県協会）] 

相談内容 住所・電話番号 

生命保険に関するさまざまなご

相談やご照会、苦情の受付窓口 

○ 生命保険相談所 新潟県連絡所 

（生命保険協会新潟県連絡所） 

 〒950-0087 新潟市中央区東大通１-３-８ 

明治安田生命新潟駅前ﾋﾞﾙ８F 生命保険協会新潟県協会 

 TEL(025)245-8981 

生命保険会社の営業職員・代理

店の説明等に疑問や不適切な点

についての相談窓口 

○ 不適切な販売・勧誘防止のためのホットライン 

 TEL(03)3286-2967 

受付時間  平日 ９:00～17:00 

 
 

[銀行とりひき相談所（新潟県銀行協会）] 

相談内容 住所・電話番号 受付時間 

銀行に関するさまざまなご相談や

ご照会、銀行に対するご意見・苦

情を受けるための窓口 

○ 銀行とりひき相談所（新潟県銀行協会） 

 〒951-8068 

 新潟市中央区上大川前通７番町 1236－1 

 TEL(025)222-7845 

平日 

９:00～17:00 
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[そんぽ ADRセンター（日本損害保険協会）] 

相談内容 電話番号 受付時間 

・専門の相談員が損害保険や交通事故に

関するご相談に対応 

・損害保険会社とのトラブルが解決しな

い場合の苦情の受付、紛争解決の支援 

・交通事故被害者からの相談や苦情等 

○そんぽ ADR センター 

 TEL(0570)022808 (ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ) 

     (03)4332-5241(IP電話) 

 受付時間：平日９:15～17:00 

平日 

９:15～17:00 

(12/30～1/4を

除く) 

不正な保険金請求の情報提供 〇 保険金不正請求防止ホットライン 

 TEL(0120)271-824 

平日 

９:00～12:00、

13:00～17:00 

 

[証券・金融商品あっせん相談センター（フィンマック）] 

相談内容 相談窓口・住所・電話番号 受付時間 

株式、債券、投資信託、ＦＸな

どのトラブルのご相談や苦情 

○ 証券・金融商品あっせん相談センター 

 TEL:(0120)64-5005 

FAX:(03)3669-9833 

 

平日 

９:00～17:00 

(12/31～1/3を除く) 

 

[日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター] 

相談内容 住所・電話番号 受付時間 

借金などに関する様々な

相談・問い合わせ・苦情

の受付 

○ 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

  TEL(0570)051-051（ナビダイヤル） 

  直通番号 (03)5739-3861 

  ＦＡＸ  (03)5739-3024 

平日  

９:00～17:00 

(12/29～1/4 を除く） 

 

[日本クレジットカウンセリング協会] 

相談内容 住所・電話番号 受付時間 

クレジットや消費者ロー

ンを利用して多重債務に

陥った方の相談やカウン

セリング 

○ 日本クレジットカウンセリング協会 

  ※ 多重債務ほっとライン 

TEL 0570-031640 

・電話相談。 

・必要に応じてカウンセリング（面接相談）の予

約を受け付けます。 

平日 

10:00～12:40 

14:00～16:40 

(12/28～1/4を除く) 
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（参考）司法機関 

名    称 住       所 電話番号 

新潟地方裁判所 〒951-8511 新潟市中央区学校町通１-１ (025)222-4131 

新潟簡易裁判所 〒951-8512      同上 同上 

新潟家庭裁判所 〒951-8513 新潟市中央区川岸町１-54-１ (025)266-3171 

新潟地方裁判所三条支部 〒955-0047 三条市東三条２-２-２ (0256)32-1758 

新潟家庭裁判所三条支部 同上 同上 

三条簡易裁判所 同上 同上 

新潟地方裁判所新発田支部 〒957-0053 新発田市中央町４-３-27 (0254)24-0121 

新潟家庭裁判所新発田支部 同上 同上 

新発田簡易裁判所 同上 同上 

新潟地方裁判所長岡支部 〒940-1151 長岡市三和３-９-28 (0258)35-2141 

新潟家庭裁判所長岡支部 同上 同上 

長岡簡易裁判所 同上 同上 

新潟地方裁判所高田支部 〒943-0838 上越市大手町１-26 (025)524-5160 

新潟家庭裁判所高田支部 同上 同上 

高田簡易裁判所 同上 同上 

新潟地方裁判所佐渡支部 〒952-1324 佐渡市中原 356-2 (0259)52-3151 

新潟家庭裁判所佐渡支部 同上 同上 

佐渡簡易裁判所 同上 同上 

新津簡易裁判所 〒956-0031 新潟市秋葉区新津 4532-５ (0250)22-0487 

新潟家庭裁判所村上出張所 〒958-0837 村上市三之町８-16 (0254)53-2066 

村上簡易裁判所 同上 同上 

新潟家庭裁判所十日町出張所 〒948-0093 十日町市稲荷町３丁目南３-１ (025)752-2086 

十日町簡易裁判所 同上 同上 

新潟家庭裁判所柏崎出張所 〒945-0063 柏崎市諏訪町 10-37 (0257)22-2090 

柏崎簡易裁判所 同上 同上 

新潟家庭裁判所南魚沼出張所 〒949-6680 南魚沼市六日町 1884-子 (025)772-2450 

南魚沼簡易裁判所 同上 同上 

新潟家庭裁判所糸魚川出張所 〒941-0058 糸魚川市寺町２-８-23 (025)552-0058 

糸魚川簡易裁判所 同上 同上 
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住所：〒950-8628 新潟県新潟市中央区美咲町１丁目１番１号    

新潟美咲合同庁舎１号館７階  

TEL： 0570-090110（又は 025-282-1100） 

FAX： 025-282-1124 

E-mail：niiga30@soumu.go.jp 

ホームページ：http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/nigata.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 総務省では、今年度、行政相談を国民に親しみやすく、気軽に利用してもらうため、行政相談窓口

の愛称を「きくみみ」とし、ロゴと行政相談のマスコット（キクーン）を決定しました。 

 コンセプトは、＜地域社会に寄り添って一人ひとりの声を聞く＞です。 

 

＜ 行 政 苦 情 １ １ ０ 番 ＞ 

お こまり なら  まる  まる  くじょー ひゃく とお ばん 

０ ５ ７ ０ － ０ ９ ０ １ １ ０ 

（ ０ ２ ５ － ２ ８ ２ － １ １ ０ ０ ） 

◇ 行政苦情１１０番は、全国どこからでも同一の電話番号でかけられるようになっています。番号は同

一でも、ご相談を受けるのは最寄の管区行政評価局または行政評価事務所です。 
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