
宮崎市保健所  地域保健課

　　※中央保健センター ０９８５－２９－５２８１ 中央東・中央西・小戸・大宮・東大宮・檍　地区

　　※総合福祉保健センター（江南） ０９８５－５２－１５０６ 大淀・大塚・大塚台・生目台・赤江　地区

　　※佐土原保健センター ０９８５－７３－１１１５ 住吉・佐土原　地区

　　※田野保健センター ０９８５－８６－０１１７ 田野　地区

　　※高岡福祉保健センター「穆園館」 ０９８５－８２－５２９４ 小松台・生目・北・高岡　地区

　　※清武保健センター ０９８５－８５－１１４４ 本郷・木花・青島・清武　地区

宮崎市保健所　健康支援課 ０９８５－２９－５２８６ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎県精神保健福祉センター ０９８５－２７－５６６３ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

こころの電話 ０９８５－３２－５５６６ 月～金*　　９：００～１９：００　

NPO法人宮崎自殺防止センター ０９８５－７７－９０９０ 日・月・水・金　　２０：００～２３：００ 　　　（年中無休）

NPO法人東京自殺防止センター ０３－５２８６－９０９０
月　　２２：３０～翌２：３０　　　火　　１７：００～翌２：３０　
水・木・金・土・日　　２０：００～翌２：３０　（年中無休）

宮崎いのちの電話
０５７０－７８３－５５６
０９８５－８９－４３４３

日･月・水・金　　２１：００～翌４：００　（年中無休）　　　　　　　　　　　　
火・木・土　  　  １８：００～翌４：００　  　　   　

自殺予防いのちの電話 ０１２０－７８３－５５６
毎日　　　　　１６：００～２１：００ 　　　（年中無休） 
毎月１０日　　８：００～翌８：００　　　　　　　　

大分いのちの電話 ０９７－５３６－４３４３ 年中無休　２４時間対応

熊本いのちの電話 ０９６－３５３－４３４３ 年中無休　２４時間対応

鹿児島いのちの電話 ０９９－２５０－７０００ 年中無休　２４時間対応

宮崎市消費生活センター ０９８５－２１－１７５５ 月～金*　　８：３０～１７：００　

宮崎県消費生活センター ０９８５－２５－０９９９
月～土*　　９：００～１７：００　（受付１６：３０まで）
※来所相談は予約制、土曜日は電話相談のみ

宮崎県消費者金融相談所 ０９８５－２６－７１００ 月～金*　　１０：００～１７：００　

法テラス宮崎
（日本司法支援センター宮崎地方事務所）

０５０－３３８３－５５３０ 月～金*　　９：００～１７：００　

宮崎県弁護士会 ０９８５－２２－２４６６
水曜日　　１３：３０～１６：３０　
※全般的な法律相談も実施

宮崎県司法書士会 ０１２０－９６－９６５７ 月～金*　　９：００～１２：００、１３：００～１６：００　

宮崎財務事務所　多重債務相談窓口 ０９８５－４２－７５２４ 月～金*　　９：００～１２：００、１３：００～１７：００　

宮崎公共職業安定所（ハローワーク宮崎） ０９８５－２３－２２４５ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

・一般相談窓口　　　　　　 月～金*　　９：３０～１８：００　

　　　　　　　　　　　　　　　 　土*　　　　１０：００～１７：００　

・新卒応援ハローワーク　月～金*　　９：３０～１８：００　

・マザーズコーナー　　　　月～金*　　９：３０～１７：００　

・宮崎わかもの支援コーナー 月～金*　　９：３０～１８：００

みやざき若者サポートステーション/
サポステ・プラス

０９８５－２５－４３４５
月～金*　　９：００～１６：００　
※就労を目指す49歳までの求職者を対象

みやざき障害者就業・生活支援センター ０９８５－６３－１３３７ 月～土*　　１０：００～１７：１５　

【相談日や時間等については、変更する場合もありますので、詳細は各機関にお問い合わせください】

※お住まいの地区の担当保健センターにご相談ください。
　 月～金*　　８：３０～１７：１５　

ハローワークプラザ宮崎 　　０９８５－６２－４１４１

宮崎わかもの応援ハローワーク
宮崎駅前コーナー

　　０９８５－６１－６２０１ 月～土*　　９：１５～１８：００　

１．こころの健康
についての相談

２．自殺について
の相談

３．多重債務(借
金問題)、契約トラ
ブル等について
の相談

４．就労について
の相談

ひとりで悩まないで！だれかに話してみませんか

こころの電話帳－宮崎市版ー

‐　１　‐

*祝日、年末年始を除く

市ホームページ
こころの悩み相談　
QRコード



５．働く人の健康
管理の相談

宮崎産業保健総合支援センター ０９８５－６２－２５１１ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市　商業政策課 ０９８５－２１－１７９２ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎県商工政策課経営金融支援室 ０９８５－２６－７０９７ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

不妊専門相談センター　ウイング　
（不妊症・不育症に関する相談）

０９８５－２２－１０１８ 月～金*　　９：３０～１５：３０　

女性専門相談センター　スマイル
（女性の心身に関する相談）

０９８５－２８－２６６８ 月～金*　　９：３０～１５：３０　

あいのて宮崎
～にんしん・女性の健康SOS～
（思いがけない妊娠や女性の性・健康の相談）

０８０－８５５３－１０１０

火・木　　　１７：００～２０：００　（受付１９：３０まで）
第2・4土　　１４：００～１７：００　（受付１６：３０まで）
※年末年始は休み、祝日可
E-mail：ainote1010@docomo.ne.jp

宮崎市役所　女性相談室 ０９８５－２１－１７７９ 月～金*　　９：００～１７：１５　

宮崎県女性相談所
（配偶者暴力相談支援センター）

０９８５－２２－３８５８
月～金*　　９：００～２０：３０　
土・日*　　 ９：００～１５：００　

性犯罪相談ダイヤル
（性被害に関する相談）

０９８５－３１－８７４０
短縮ダイヤル（＃８１３０）

年中無休　２４時間対応

女性の人権ホットライン(宮崎地方法務局） ０５７０－０７０－８１０
月～金*　　８：３０～１７：１５　
※時間外は留守番電話対応

えむコール
（DV、デートDV、性暴力等に関する相談）

０９８５－８９－５２４３ 日・月　　　１０：００～１７：００　（年末年始を除く）

９．ｴｲｽﾞ・性感染
症に関する相談

エイズ・性感染症相談
（宮崎市保健所）

０９８５－２３－７３３３ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

（公社）みやざき被害者支援センター ０９８５－３８－７８３０ 月～金*　　１０：００～１６：００　

性暴力被害者支援センター
さぽーとねっと宮崎

０９８５－３８－８３００ 月～金*　　１０：００～１６：００　

０９８５－２６－９１１０
短縮ダイヤル(♯９１１０）

年中無休　２４時間対応

０９８５－２９－２５２５ 月～金*　　８：３０～１７：４５　

悪質金融相談 ０９８５－２２－５０５０

悪質商法１１０番 ０９８５－２２－８０８０

暴力団関係相談電話（警察本部） ０９８５－２７－７１１０ 月～金*　　９：００～１７：４５　

宮崎県警察本部ヤングテレホン　　 ０９８５－２３－７８６７ 月～金*　　９：００～１７：４５　

宮崎北警察署ヤングテレホン　 ０９８５－２８－７８７４ 年中無休　２４時間対応

宮崎南警察署ヤングテレホン ０９８５－５１－７３７３ 年中無休　２４時間対応

高岡警察署ヤングテレホン ０９８５－８２－３７４９ 月～金*　　９：００～１７：４５　

宮崎市役所　子ども相談室 ０９８５－２１－１７６６ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

こども家庭支援センターつぼみ ０９８５－７８－３７３７ 年中無休　８：００～２１：００　

児童相談所相談専用ダイヤル ０５７０－７８３－１８９ 年中無休　２４時間対応

児童相談所虐待対応ダイヤル １８９ (無料） 年中無休　２４時間対応

６．中小企業に対
する金融相談

７．女性の心身に
関する相談

８．離婚、DV、女
性被害等につい
ての相談

警察安全総合相談窓口

月～金*　　９：００～１５：４５　

１１．少年の非
行・いじめ等に関
する相談

１２．子どものこと
(子育て、虐待な
ど)に関する相談

１０．生活安全や
犯罪被害に関す
る相談

‐　２　‐

*祝日、年末年始を除く



１３．発達障がい
に関する相談

宮崎県中央発達障害者支援センター ０９８５－８５－７６６０ 月～金*　　９：００～１７：００　

宮崎市教育相談センター
（市立小中学校が対象）

０９８５－２３－１０５３ 月～金＊　　９：００～１６：００　（１２：００～１３：００を除く） 

なやむなテレホン ０９８５－２２－７８６７
月～金＊　　８：３０～１６：３０　（水のみ８：３０～２０：００）　
E-mail:45seisyou@city.miyazaki.miyazaki.jp

０９８５－３８－７６５４

０９８５－３１－５５６２

宮崎県子ども・若者総合相談セン
ター 「わかば」

０９８５－４１－７８３０
（18歳以下無料　
０１２０－７３０－１３０）

月・火・水・金・土*　　１０：００～１７：００　

不登校・引きこもりのこどもを持つ親
の会　コスモス会

０９０－８６６１－７１１４
E-mail:cosmoskai_miyazaki@yahoo.co.jp
※上記にメールください

宮崎県ひきこもり地域支援センター
０９８５－２７－８１３３
０９８５－４４－２４１１

月～金*　　８：３０～１７：００　

子どもの人権１１０番
（宮崎地方法務局）

　０１２０－００７－１１０（無料）
月～金*　　８：３０～１７：１５　
※時間外は留守番電話対応

子どもの権利ホットライン
(宮崎県弁護士会)

０９８５－２３－６１１２ 毎月第１・３月*　　１６：００～１７：３０　

１７．子ども専用
相談

チャイルドライン
（１８歳までの子どもの専用電話）

０１２０－９９－７７７７（無料） 毎日（年末年始を除く）　　１６：００～２１：００　

１８．大切なお子
様を亡くされた方
の相談窓口

宮崎天使ママの会 ０９０－８９１３－４３７４
受付時間の決まりはありません
E-mail：tensimama_miyazaki@yahoo.co.jp

１９．ひとり親世
帯の相談

宮崎市　子育て支援課 ０９８５－２１－１７６５ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市 社会福祉第一課・第二課
（生活保護についての相談）

０９８５－２１－１７７５ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市自立相談支援センター
「これから」
（生活再建についての相談）

０９８５－４２－９２３９ 月～金*　　９：００～１７：００　

宮崎市　介護保険課 ０９８５－２１－１７７７ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

地域包括支援センター　　※担当包括支援センターにつきましては、介護保険課にお尋ねください。

宮崎市社会福祉協議会 ０９８５－５２－５１３１

宮崎市社会福祉協議会　佐土原支所 ０９８５－３６－２０２０

宮崎市社会福祉協議会　田野支所　 ０９８５－８６－２０１７

宮崎市社会福祉協議会　高岡支所　 ０９８５－８２－４７２１

宮崎市社会福祉協議会　清武支所 ０９８５－５５－６２０７

２３．人権に関す
る相談

宮崎地方法務局 ０５７０－００３－１１０ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市　障がい福祉課
（障がい福祉に関する相談）

０９８５－２１－１７７２ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市障がい者総合サポートセンター
０９８５－６３－２６８８
（FAX：５３－５５４０）

月～金*　　８：３０～１７：１５　

１４．学校生活や
学校教育などに
関する相談

ふれあいコール
（宮崎県教育研修センター）

月～日*　　８：３０～２１：００　

１５．ひきこもり、
不登校などに関
する相談

１６．子どもの人
権についての相
談

２０．生活保護、
生活再建に関す
る相談

２１．高齢者のこ
と(介護や虐待な
ど)に関する相談

２２．福祉に関す
る相談

月～金*　　８：３０～１７：００　

２４．障がい者の
生活に関する相
談

‐　３　‐

*祝日、年末年始を除く



宮崎県男女共同参画センター　相談室
(性別による差別など、男女がともに自分
らしく生きるための様々な悩みについて
の相談)

０９８５－６０－１８２２

・電話相談　月～金*　　９：００～１７：００　
　　　　　　　　土*　　　　　　　９：００～１６：３０　
・面接相談　※予約制　　月～土　　
・法律相談　※予約制　　毎月第3火　午後　 　
・こころ相談　※予約制　　毎月第2火　午後
・からだ相談　※予約制　　年3回

宮崎市男女共同参画センター
①「パレット」相談室
(配偶者などからの暴力を含む、男女共
同参画に関する様々な相談)
※男性からの相談も受付けています。

０９８５－２５－２０５７

・電話相談　月・水・木・金・土・日*　　９：００～１７：００　
・面接相談　月・水・木・金・土・日*
・法律相談　毎月第３水　　　　１４：００～１６：３０　
※面接相談・法律相談は予約制

②性的少数者専用相談窓口
（自分自身のこと、学校・職場でのトラブ
ルなど）

０９８５－２２－００２２
・電話相談　毎月第３日　　　　９：００～１２：００　
・メール相談　「パレット」ホームページから随時受付
https://pal-let.jp/lgbt-soudan/

こころナビゲーション
(職場・家族・人間関係・将来のことなど)

０９８５－２４－９１３８ 第２・４木　　１９：００～、２０：００～　※予約制

一般社団法人　宮崎県労働者福祉団体中央会

ライフサポートセンター宮崎　
０１２０―３９７－８６４ １０：００～１６：００　月～金*

地域生活支援センターすみよし ０９８５－３０－２５２４ 月～金　第２・第４土*　　８：３０～１７：１５　

江南よしみ地域生活支援センター ０９８５－６４－１０３３ 月～土*　　８：３０～１７：３０　

NPO法人ハートム ０９８５－８８－１１０３
月～金*　　１０：００～１７：００　
※専用ダイヤルではなく業務で使用する電話であるため対応(時
間等)が制限される場合があります。

NPO法人宮崎自殺防止センター
（自死遺族の集いの相談）

０９８５－２７－５６６３ 月～金*　　８：３０～１７：００　

（一社）宮崎県断酒友の会　宮崎支部
（アルコール依存についての相談）

０９０－５０２６－６６０３ ９：００～２１：００

ＡＡ（アルコール依存についての相談）
ＡＡ九州・沖縄セントラルオフィス

０９９－２４８－００５７
１０：００～１６：００
（土・日・祝日、お盆、年末年始を除く）

宮崎ダルク（薬物依存についての相談） ０９８５－３８－５０９９ １３：００～１６：００　月～金*

宮崎県精神保健福祉センター
相談窓口や集い・学びの
場の紹介など。

http://www.seihocenter-miyazaki.com

みやざきこころ青Ｔねっと
（相談機関等検索サイト）

相談窓口や生きがいづく
りの場の案内など。

http://www.m-aot.net　

宮崎こころの保健室
10代の若者向け、こころ
の健康応援サイト。

http://miyakoro.com/

みんなのメンタルヘルス総合サイト
こころの健康や病気、支援
などに関する情報サイト。

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

NPO法人自殺対策支援センター　ライフリンク

月・水・金・土：11:00～16:30（16:00まで受付）
月・火・木・金・日：17:00～22:30（22:00まで受付）

NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア
LINE　・　Twitter　・　Facebook　アカウント：＠kokorohotchat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎日：12:00～15:50（15:00まで受付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17:00～20:50（20:00まで受付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21:00～23:50（23:00まで受付）

２５．幅広い悩み
についての相談

２７．こころの健
康に関するイン
ターネット(ストレ
スチェック、メンタ
ルヘルス情報な
ど)

２８．SNS相談
(SNSで気軽に相
談することができ
ます）

　　　

２６．仲間作りに
ついての相談

令和４年４月改訂
宮崎市　健康支援課

‐　４　‐

Twitter
「よりそいチャット」

アカウント＠yorisoichat

チャット
「よりそいチャット」

LINE
「生きづらびっと」

ID検索＠yorisoi-chat

LINE Twitter Facebook チャット

*祝日、年末年始を除く


