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■県政に関する情報
　県民情報センター(県庁舎別館内)
　☎055-223-1408
■行政相談・法律相談・消費生活相談・労働相談・交通事故相談など
　県民生活センター(山梨県JA会館内)　
　☎055-223-1366
　☎055-235-8455（消費生活相談専用）　
　県民生活センター地方相談室（南都留合同庁舎内）　　  
　☎0554-45-5038
　労働委員会事務局
　☎055-223-1827（労働相談）

■犯罪被害者等に適切な情報提供
　犯罪被害者等総合支援窓口（県民生活・男女参画課内）
　☎055-223-4180
■食品の表示や安全性に関する相談
　食品安全110番（消費生活安全課内）　☎055-223-1638
■男女共同参画に関すること
　男女共同参画推進センター　
　 ぴゅあ総合　☎055-235-4171　
　 ぴゅあ峡南　☎0556-64-4777
　 ぴゅあ富士　☎0554-45-1666　
■女性の悩み事全般・配偶者等からの暴力に関する相談
　女性相談所（配偶者暴力相談支援センター）（福祉プラザ内）
　☎055-254-8635
　男女共同参画推進センター（配偶者暴力相談支援センター）
　 ぴゅあ総合　☎055-237-7830
■男性の悩み事全般
　男女共同参画推進センター
　 ぴゅあ富士　
　　☎0554-56-8742　毎月第１日曜日 午後1時～5時
■県税に関する相談
　総合県税事務所　　☎055-261-9111　　
　自動車税センター　☎055-262-4662
■不正軽油に関すること
　不正軽油110番　☎055-261-9123
■認知症に関する相談
　認知症コールセンター
　　☎055-222-7711　月～金曜日 午後1時～5時

　認知症疾患医療センター
　　山梨県立北病院　☎0551-23-5435
　　日下部記念病院　☎0553-22-0536
　　回生堂病院（4月1日～）　☎0554-43-0101

　認知症地域相談センター
　　峡西病院　☎055-282-2151
■介護に関する相談
　介護実習普及センター（福祉プラザ内）　 ☎055-254-8680
■子どもに関する相談・助言・支援
　中央児童相談所（福祉プラザ内）　☎055-254-8617
　都留児童相談所      　　　☎0554-45-7838
■子どものこころ及び発達障害に関する診療・相談等
　こころの発達総合支援センター（福祉プラザ内）
　☎055-254-8631

■心身に障害のある方に関する相談
　障害者相談所（福祉プラザ内）　☎055-254-8671
　富士ふれあいセンター　　 ☎0555-72-5533
■障害者の権利擁護に関する相談
　（福）山梨県障害者福祉協会（福祉プラザ内）
　☎055-252-0100

■障害者の虐待に関する相談
　山梨県障害者権利擁護センター（福祉プラザ内）
　☎055-254-6266
■医療に関する相談など
　医療安全相談コーナー
　医務課　☎055-223-1481
　各保健福祉事務所（下記「健康を守るために」の欄を参照）
■小児救急電話相談
　☎#8000（ダイヤル回線055-226-3369）　
■健康を守るために
　中北保健福祉事務所（中北保健所）　
　☎055-237-1403・1380
　中北保健福祉事務所峡北支所（中北保健所峡北支所）
  ☎0551-23-3074・3073
　峡東保健福祉事務所（峡東保健所）　
　☎0553-20-2752・2753
　峡南保健福祉事務所（峡南保健所）　
　☎0556-22-8158・8155
　富士・東部保健福祉事務所（富士・東部保健所）
　☎0555-24-9035・9034
■女性の健康に関する相談
　女性健康相談センター（各保健所 健康支援課内）
　中北保健所　　　　　
　中北保健所峡北支所　
　峡東保健所　　　　　
　峡南保健所　　　　   
　富士・東部保健所　　  
■不妊（不育）に関する相談
　不妊（不育）専門相談センター ルピナス(山梨県JA会館内)
　☎055-223-2210　毎週水曜日 午後3時～7時 
■がんに関する相談
　山梨県がん患者サポートセンター（山梨県健康管理事業団内）
　☎055-227-8740　原則 毎週火曜日 午後1時～4時
■難病に関する相談
　難病相談・支援センター（中北保健福祉事務所内）
　☎055-223-3241
■リハビリテーションに関する相談
　中北地域リハビリテーション広域支援センター
　（竜王リハビリテーション病院内）　　　　☎055-276-1155
　峡東地域リハビリテーション広域支援センター
　（甲州リハビリテーション病院内）　　　　☎055-262-8181
　峡南地域リハビリテーション広域支援センター
　（しもべ病院内）　　　　　　　　　　　☎0556-36-1111
　富士・東部地域リハビリテーション広域支援センター
　（ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院内）　☎0554-45-8861
■心理的・精神的不健康状態の予防に関する相談
　ストレスダイヤル　☎055-254-8700
　自殺防止電話相談（こころの健康相談統一ダイヤル）
　☎0570-064556
■森林・環境に関する相談
　中北林務環境事務所　☎0551-23-3087
　峡東林務環境事務所　☎0553-20-2720
　峡南林務環境事務所　☎055-240-4140
　富士・東部林務環境事務所　☎0554-45-7810
■林業への就職に関する相談
　山梨県林業労働センター（（一社）山梨県森林協会）　
　☎055-242-6667

■太陽光発電等の導入や小水力発電の開発に関する相談
　クリーンエネルギー総合窓口（エネルギー政策課内）
　小水力発電開発支援室（エネルギー政策課内）
　☎055-223-1503

■中小企業の融資に関する相談
　中小企業金融相談窓口（商業振興金融課内）　
　☎055-223-1554

■中小企業の創業、経営基盤等の強化、下請取引に関する相談
　（公財）やまなし産業支援機構　☎055-243-1888
■中小企業の新商品開発、販路開拓、経営革新等に関する相談
　中小企業サポート連携拠点
　 （公財）やまなし産業支援機構
　 山梨県商工会連合会
　 山梨県中小企業団体中央会
　 甲府商工会議所
　 富士吉田商工会議所
　 日本政策金融公庫甲府支店
　 商工組合中央金庫甲府支店
　 山梨中央銀行
　 甲府信用金庫
　 山梨信用金庫
　 山梨県民信用組合
　 都留信用組合
　 山梨県信用保証協会
　 山梨県新事業・経営革新支援課

■中小企業・小規模事業者の経営上の諸問題に関する相談
　山梨県よろず支援拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-0650

■貿易、海外ビジネスに関する相談
　ジェトロ山梨貿易情報センター（アイメッセ山梨内）　
　☎055-220-2324

■中小企業のプロフェッショナル人材の活用による経営革新等に関する相談
　山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-1870
■若者の就職に関する相談
　ジョブカフェやまなし（山梨県JA会館内）　☎055-233-4510
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）　☎0555-72-8803
■求職者の生活や就労に関する相談
　山梨県求職者総合支援センター（山梨県JA会館内）
　☎055-223-1859

■仕事と子育ての両立に関する相談
　山梨県子育て就労支援センター（山梨県JA会館内）　
　☎055-226-1188
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）
　☎0555-72-8803

■移住・二地域居住及びU・Iターン就職に関する相談
　やまなし暮らし支援センター（東京交通会館5階 NPOふるさと回帰支援センター内）
　☎03-6273-4306

■職業訓練と就職に関する相談
　就業相談・就職情報提供コーナー（就業支援センター内）
　☎055-251-3210

■農業を始めるための相談
　就農支援センター（山梨県農業振興公社内）
　☎055-223-5747

■農地の貸借に関する相談
　農地中間管理機構（山梨県農業振興公社内）
　☎055-232-2760

■農業の6次産業化に関する相談窓口
　果樹・6次産業振興課
　中北農務事務所
　峡東農務事務所
　峡南農務事務所
　富士・東部農務事務所
■地震に強い住宅の建築等に関する相談・住宅リフォーム相談

■県営住宅入居相談
　山梨県住宅供給公社　 ☎055-237-1656　
■アスベストに関する相談　
　健康相談
　各保健福祉事務所（前ページ「健康を守るために」の欄を参照）　
　周辺環境及び廃棄物処理に関する相談
　大気水質保全課　☎055-223-1510
　環境整備課　    ☎055-223-1518
　住宅等の建材に関する相談
　建築住宅課    　☎055-223-1734
　中北建設事務所　☎055-224-1674
　峡東建設事務所　☎0553-20-2718
　峡南建設事務所　☎055-240-4133
　富士・東部建設事務所　☎0554-22-7817
■子どもの教育についての相談
　総合教育センター（相談支援部）　
　いじめ・不登校ホットライン　☎055-263-3711
　　※全国共通の「24時間子供SOSダイヤル」
　　　☎0570-0-78310でも上記番号に接続されます。
　　　（県内からダイヤルした場合）
　障害のある子の就学相談等　☎055-263-4606

■教育に関すること
　中北教育事務所　☎0551-23-3007
　峡東教育事務所　☎0553-20-2731
　峡南教育事務所　☎0556-22-8154
　富士・東部教育事務所　☎0554-45-7822
■子育てに関する相談
　子育て相談総合窓口（かるがも）
　（男女共同参画推進センターぴゅあ総合内）
　☎055-228-4152・4153
　安心子育てテレフォン　☎055-252-0192
■子どもの悩み・保護者の悩みに関する相談
　ヤングテレホン甲府　☎055-235-4444
■警察総合相談窓口
　警察総合相談室　☎＃9110（ダイヤル回線055-233-9110）
■暴力団犯罪に関する相談
　（公財）山梨県暴力追放運動推進センター
 　☎055-227-5420

■けん銃に関すること
　銃器110番 ☎0120-10-3774

■薬物に関すること
　薬物110番 ☎055-228-8974

■性犯罪に関すること
　性暴力110番 ☎055-224-5110

建築住宅課
中北建設事務所
峡東建設事務所
峡南建設事務所
富士・東部建設事務所
（一社）山梨県建築士会

☎055-223-1734
☎055-224-1674
☎0553-20-2718
☎055-240-4133
☎0554-22-7817
☎055-233-5414

☎055-237-1380
☎0551-23-3073
☎0553-20-2753
☎0556-22-8155
☎0555-24-9034

☎055-243-1888
☎055-235-2115
☎055-237-3215
☎055-233-2241
☎0555-24-7111
☎055-224-5366
☎055-233-1161
☎055-224-1091
☎055-222-0289
☎055-225-0207
☎055-233-4176
☎0555-22-2131
☎055-235-9701
☎055-223-1544

☎055-223-1600
☎0551-23-3077
☎0553-20-2706
☎055-240-4135
☎0554-45-7830
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　クリーンエネルギー総合窓口（エネルギー政策課内）
　小水力発電開発支援室（エネルギー政策課内）
　☎055-223-1503

■中小企業の融資に関する相談
　中小企業金融相談窓口（商業振興金融課内）　
　☎055-223-1554

■中小企業の創業、経営基盤等の強化、下請取引に関する相談
　（公財）やまなし産業支援機構　☎055-243-1888
■中小企業の新商品開発、販路開拓、経営革新等に関する相談
　中小企業サポート連携拠点
　 （公財）やまなし産業支援機構
　 山梨県商工会連合会
　 山梨県中小企業団体中央会
　 甲府商工会議所
　 富士吉田商工会議所
　 日本政策金融公庫甲府支店
　 商工組合中央金庫甲府支店
　 山梨中央銀行
　 甲府信用金庫
　 山梨信用金庫
　 山梨県民信用組合
　 都留信用組合
　 山梨県信用保証協会
　 山梨県新事業・経営革新支援課

■中小企業・小規模事業者の経営上の諸問題に関する相談
　山梨県よろず支援拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-0650

■貿易、海外ビジネスに関する相談
　ジェトロ山梨貿易情報センター（アイメッセ山梨内）　
　☎055-220-2324

■中小企業のプロフェッショナル人材の活用による経営革新等に関する相談
　山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-1870
■若者の就職に関する相談
　ジョブカフェやまなし（山梨県JA会館内）　☎055-233-4510
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）　☎0555-72-8803
■求職者の生活や就労に関する相談
　山梨県求職者総合支援センター（山梨県JA会館内）
　☎055-223-1859

■仕事と子育ての両立に関する相談
　山梨県子育て就労支援センター（山梨県JA会館内）　
　☎055-226-1188
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）
　☎0555-72-8803

■移住・二地域居住及びU・Iターン就職に関する相談
　やまなし暮らし支援センター（東京交通会館5階 NPOふるさと回帰支援センター内）
　☎03-6273-4306

■職業訓練と就職に関する相談
　就業相談・就職情報提供コーナー（就業支援センター内）
　☎055-251-3210

■農業を始めるための相談
　就農支援センター（山梨県農業振興公社内）
　☎055-223-5747

■農地の貸借に関する相談
　農地中間管理機構（山梨県農業振興公社内）
　☎055-232-2760

■農業の6次産業化に関する相談窓口
　果樹・6次産業振興課
　中北農務事務所
　峡東農務事務所
　峡南農務事務所
　富士・東部農務事務所
■地震に強い住宅の建築等に関する相談・住宅リフォーム相談

■県営住宅入居相談
　山梨県住宅供給公社　 ☎055-237-1656　
■アスベストに関する相談　
　健康相談
　各保健福祉事務所（前ページ「健康を守るために」の欄を参照）　
　周辺環境及び廃棄物処理に関する相談
　大気水質保全課　☎055-223-1510
　環境整備課　    ☎055-223-1518
　住宅等の建材に関する相談
　建築住宅課    　☎055-223-1734
　中北建設事務所　☎055-224-1674
　峡東建設事務所　☎0553-20-2718
　峡南建設事務所　☎055-240-4133
　富士・東部建設事務所　☎0554-22-7817
■子どもの教育についての相談
　総合教育センター（相談支援部）　
　いじめ・不登校ホットライン　☎055-263-3711
　　※全国共通の「24時間子供SOSダイヤル」
　　　☎0570-0-78310でも上記番号に接続されます。
　　　（県内からダイヤルした場合）
　障害のある子の就学相談等　☎055-263-4606

■教育に関すること
　中北教育事務所　☎0551-23-3007
　峡東教育事務所　☎0553-20-2731
　峡南教育事務所　☎0556-22-8154
　富士・東部教育事務所　☎0554-45-7822
■子育てに関する相談
　子育て相談総合窓口（かるがも）
　（男女共同参画推進センターぴゅあ総合内）
　☎055-228-4152・4153
　安心子育てテレフォン　☎055-252-0192
■子どもの悩み・保護者の悩みに関する相談
　ヤングテレホン甲府　☎055-235-4444
■警察総合相談窓口
　警察総合相談室　☎＃9110（ダイヤル回線055-233-9110）
■暴力団犯罪に関する相談
　（公財）山梨県暴力追放運動推進センター
 　☎055-227-5420

■けん銃に関すること
　銃器110番 ☎0120-10-3774

■薬物に関すること
　薬物110番 ☎055-228-8974

■性犯罪に関すること
　性暴力110番 ☎055-224-5110

建築住宅課
中北建設事務所
峡東建設事務所
峡南建設事務所
富士・東部建設事務所
（一社）山梨県建築士会

☎055-223-1734
☎055-224-1674
☎0553-20-2718
☎055-240-4133
☎0554-22-7817
☎055-233-5414

☎055-237-1380
☎0551-23-3073
☎0553-20-2753
☎0556-22-8155
☎0555-24-9034

☎055-243-1888
☎055-235-2115
☎055-237-3215
☎055-233-2241
☎0555-24-7111
☎055-224-5366
☎055-233-1161
☎055-224-1091
☎055-222-0289
☎055-225-0207
☎055-233-4176
☎0555-22-2131
☎055-235-9701
☎055-223-1544

☎055-223-1600
☎0551-23-3077
☎0553-20-2706
☎055-240-4135
☎0554-45-7830

■県政に関する情報
　県民情報センター(県庁舎別館内)
　☎055-223-1408
■行政相談・法律相談・消費生活相談・労働相談・交通事故相談など
　県民生活センター(山梨県JA会館内)　
　☎055-223-1366
　☎055-235-8455（消費生活相談専用）　
　県民生活センター地方相談室（南都留合同庁舎内）　　  
　☎0554-45-5038
　労働委員会事務局
　☎055-223-1827（労働相談）

■犯罪被害者等に適切な情報提供
　犯罪被害者等総合支援窓口（県民生活・男女参画課内）
　☎055-223-4180
■食品の表示や安全性に関する相談
　食品安全110番（消費生活安全課内）　☎055-223-1638
■男女共同参画に関すること
　男女共同参画推進センター　
　 ぴゅあ総合　☎055-235-4171　
　 ぴゅあ峡南　☎0556-64-4777
　 ぴゅあ富士　☎0554-45-1666　
■女性の悩み事全般・配偶者等からの暴力に関する相談
　女性相談所（配偶者暴力相談支援センター）（福祉プラザ内）
　☎055-254-8635
　男女共同参画推進センター（配偶者暴力相談支援センター）
　 ぴゅあ総合　☎055-237-7830
■男性の悩み事全般
　男女共同参画推進センター
　 ぴゅあ富士　
　　☎0554-56-8742　毎月第１日曜日 午後1時～5時
■県税に関する相談
　総合県税事務所　　☎055-261-9111　　
　自動車税センター　☎055-262-4662
■不正軽油に関すること
　不正軽油110番　☎055-261-9123
■認知症に関する相談
　認知症コールセンター
　　☎055-222-7711　月～金曜日 午後1時～5時

　認知症疾患医療センター
　　山梨県立北病院　☎0551-23-5435
　　日下部記念病院　☎0553-22-0536
　　回生堂病院（4月1日～）　☎0554-43-0101

　認知症地域相談センター
　　峡西病院　☎055-282-2151
■介護に関する相談
　介護実習普及センター（福祉プラザ内）　 ☎055-254-8680
■子どもに関する相談・助言・支援
　中央児童相談所（福祉プラザ内）　☎055-254-8617
　都留児童相談所      　　　☎0554-45-7838
■子どものこころ及び発達障害に関する診療・相談等
　こころの発達総合支援センター（福祉プラザ内）
　☎055-254-8631

■心身に障害のある方に関する相談
　障害者相談所（福祉プラザ内）　☎055-254-8671
　富士ふれあいセンター　　 ☎0555-72-5533
■障害者の権利擁護に関する相談
　（福）山梨県障害者福祉協会（福祉プラザ内）
　☎055-252-0100

■障害者の虐待に関する相談
　山梨県障害者権利擁護センター（福祉プラザ内）
　☎055-254-6266
■医療に関する相談など
　医療安全相談コーナー
　医務課　☎055-223-1481
　各保健福祉事務所（下記「健康を守るために」の欄を参照）
■小児救急電話相談
　☎#8000（ダイヤル回線055-226-3369）　
■健康を守るために
　中北保健福祉事務所（中北保健所）　
　☎055-237-1403・1380
　中北保健福祉事務所峡北支所（中北保健所峡北支所）
  ☎0551-23-3074・3073
　峡東保健福祉事務所（峡東保健所）　
　☎0553-20-2752・2753
　峡南保健福祉事務所（峡南保健所）　
　☎0556-22-8158・8155
　富士・東部保健福祉事務所（富士・東部保健所）
　☎0555-24-9035・9034
■女性の健康に関する相談
　女性健康相談センター（各保健所 健康支援課内）
　中北保健所　　　　　
　中北保健所峡北支所　
　峡東保健所　　　　　
　峡南保健所　　　　   
　富士・東部保健所　　  
■不妊（不育）に関する相談
　不妊（不育）専門相談センター ルピナス(山梨県JA会館内)
　☎055-223-2210　毎週水曜日 午後3時～7時 
■がんに関する相談
　山梨県がん患者サポートセンター（山梨県健康管理事業団内）
　☎055-227-8740　原則 毎週火曜日 午後1時～4時
■難病に関する相談
　難病相談・支援センター（中北保健福祉事務所内）
　☎055-223-3241
■リハビリテーションに関する相談
　中北地域リハビリテーション広域支援センター
　（竜王リハビリテーション病院内）　　　　☎055-276-1155
　峡東地域リハビリテーション広域支援センター
　（甲州リハビリテーション病院内）　　　　☎055-262-8181
　峡南地域リハビリテーション広域支援センター
　（しもべ病院内）　　　　　　　　　　　☎0556-36-1111
　富士・東部地域リハビリテーション広域支援センター
　（ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院内）　☎0554-45-8861
■心理的・精神的不健康状態の予防に関する相談
　ストレスダイヤル　☎055-254-8700
　自殺防止電話相談（こころの健康相談統一ダイヤル）
　☎0570-064556
■森林・環境に関する相談
　中北林務環境事務所　☎0551-23-3087
　峡東林務環境事務所　☎0553-20-2720
　峡南林務環境事務所　☎055-240-4140
　富士・東部林務環境事務所　☎0554-45-7810
■林業への就職に関する相談
　山梨県林業労働センター（（一社）山梨県森林協会）　
　☎055-242-6667

■太陽光発電等の導入や小水力発電の開発に関する相談
　クリーンエネルギー総合窓口（エネルギー政策課内）
　小水力発電開発支援室（エネルギー政策課内）
　☎055-223-1503

■中小企業の融資に関する相談
　中小企業金融相談窓口（商業振興金融課内）　
　☎055-223-1554

■中小企業の創業、経営基盤等の強化、下請取引に関する相談
　（公財）やまなし産業支援機構　☎055-243-1888
■中小企業の新商品開発、販路開拓、経営革新等に関する相談
　中小企業サポート連携拠点
　 （公財）やまなし産業支援機構
　 山梨県商工会連合会
　 山梨県中小企業団体中央会
　 甲府商工会議所
　 富士吉田商工会議所
　 日本政策金融公庫甲府支店
　 商工組合中央金庫甲府支店
　 山梨中央銀行
　 甲府信用金庫
　 山梨信用金庫
　 山梨県民信用組合
　 都留信用組合
　 山梨県信用保証協会
　 山梨県新事業・経営革新支援課

■中小企業・小規模事業者の経営上の諸問題に関する相談
　山梨県よろず支援拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-0650

■貿易、海外ビジネスに関する相談
　ジェトロ山梨貿易情報センター（アイメッセ山梨内）　
　☎055-220-2324

■中小企業のプロフェッショナル人材の活用による経営革新等に関する相談
　山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-1870
■若者の就職に関する相談
　ジョブカフェやまなし（山梨県JA会館内）　☎055-233-4510
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）　☎0555-72-8803
■求職者の生活や就労に関する相談
　山梨県求職者総合支援センター（山梨県JA会館内）
　☎055-223-1859

■仕事と子育ての両立に関する相談
　山梨県子育て就労支援センター（山梨県JA会館内）　
　☎055-226-1188
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）
　☎0555-72-8803

■移住・二地域居住及びU・Iターン就職に関する相談
　やまなし暮らし支援センター（東京交通会館5階 NPOふるさと回帰支援センター内）
　☎03-6273-4306

■職業訓練と就職に関する相談
　就業相談・就職情報提供コーナー（就業支援センター内）
　☎055-251-3210

■農業を始めるための相談
　就農支援センター（山梨県農業振興公社内）
　☎055-223-5747

■農地の貸借に関する相談
　農地中間管理機構（山梨県農業振興公社内）
　☎055-232-2760

■農業の6次産業化に関する相談窓口
　果樹・6次産業振興課
　中北農務事務所
　峡東農務事務所
　峡南農務事務所
　富士・東部農務事務所
■地震に強い住宅の建築等に関する相談・住宅リフォーム相談

■県営住宅入居相談
　山梨県住宅供給公社　 ☎055-237-1656　
■アスベストに関する相談　
　健康相談
　各保健福祉事務所（前ページ「健康を守るために」の欄を参照）　
　周辺環境及び廃棄物処理に関する相談
　大気水質保全課　☎055-223-1510
　環境整備課　    ☎055-223-1518
　住宅等の建材に関する相談
　建築住宅課    　☎055-223-1734
　中北建設事務所　☎055-224-1674
　峡東建設事務所　☎0553-20-2718
　峡南建設事務所　☎055-240-4133
　富士・東部建設事務所　☎0554-22-7817
■子どもの教育についての相談
　総合教育センター（相談支援部）　
　いじめ・不登校ホットライン　☎055-263-3711
　　※全国共通の「24時間子供SOSダイヤル」
　　　☎0570-0-78310でも上記番号に接続されます。
　　　（県内からダイヤルした場合）
　障害のある子の就学相談等　☎055-263-4606

■教育に関すること
　中北教育事務所　☎0551-23-3007
　峡東教育事務所　☎0553-20-2731
　峡南教育事務所　☎0556-22-8154
　富士・東部教育事務所　☎0554-45-7822
■子育てに関する相談
　子育て相談総合窓口（かるがも）
　（男女共同参画推進センターぴゅあ総合内）
　☎055-228-4152・4153
　安心子育てテレフォン　☎055-252-0192
■子どもの悩み・保護者の悩みに関する相談
　ヤングテレホン甲府　☎055-235-4444
■警察総合相談窓口
　警察総合相談室　☎＃9110（ダイヤル回線055-233-9110）
■暴力団犯罪に関する相談
　（公財）山梨県暴力追放運動推進センター
 　☎055-227-5420

■けん銃に関すること
　銃器110番 ☎0120-10-3774

■薬物に関すること
　薬物110番 ☎055-228-8974

■性犯罪に関すること
　性暴力110番 ☎055-224-5110

建築住宅課
中北建設事務所
峡東建設事務所
峡南建設事務所
富士・東部建設事務所
（一社）山梨県建築士会

☎055-223-1734
☎055-224-1674
☎0553-20-2718
☎055-240-4133
☎0554-22-7817
☎055-233-5414

☎055-237-1380
☎0551-23-3073
☎0553-20-2753
☎0556-22-8155
☎0555-24-9034

☎055-243-1888
☎055-235-2115
☎055-237-3215
☎055-233-2241
☎0555-24-7111
☎055-224-5366
☎055-233-1161
☎055-224-1091
☎055-222-0289
☎055-225-0207
☎055-233-4176
☎0555-22-2131
☎055-235-9701
☎055-223-1544

☎055-223-1600
☎0551-23-3077
☎0553-20-2706
☎055-240-4135
☎0554-45-7830

■県政に関する情報
　県民情報センター(県庁舎別館内)
　☎055-223-1408
■行政相談・法律相談・消費生活相談・労働相談・交通事故相談など
　県民生活センター(山梨県JA会館内)　
　☎055-223-1366
　☎055-235-8455（消費生活相談専用）　
　県民生活センター地方相談室（南都留合同庁舎内）　　  
　☎0554-45-5038
　労働委員会事務局
　☎055-223-1827（労働相談）

■犯罪被害者等に適切な情報提供
　犯罪被害者等総合支援窓口（県民生活・男女参画課内）
　☎055-223-4180
■食品の表示や安全性に関する相談
　食品安全110番（消費生活安全課内）　☎055-223-1638
■男女共同参画に関すること
　男女共同参画推進センター　
　 ぴゅあ総合　☎055-235-4171　
　 ぴゅあ峡南　☎0556-64-4777
　 ぴゅあ富士　☎0554-45-1666　
■女性の悩み事全般・配偶者等からの暴力に関する相談
　女性相談所（配偶者暴力相談支援センター）（福祉プラザ内）
　☎055-254-8635
　男女共同参画推進センター（配偶者暴力相談支援センター）
　 ぴゅあ総合　☎055-237-7830
■男性の悩み事全般
　男女共同参画推進センター
　 ぴゅあ富士　
　　☎0554-56-8742　毎月第１日曜日 午後1時～5時
■県税に関する相談
　総合県税事務所　　☎055-261-9111　　
　自動車税センター　☎055-262-4662
■不正軽油に関すること
　不正軽油110番　☎055-261-9123
■認知症に関する相談
　認知症コールセンター
　　☎055-222-7711　月～金曜日 午後1時～5時

　認知症疾患医療センター
　　山梨県立北病院　☎0551-23-5435
　　日下部記念病院　☎0553-22-0536
　　回生堂病院（4月1日～）　☎0554-43-0101

　認知症地域相談センター
　　峡西病院　☎055-282-2151
■介護に関する相談
　介護実習普及センター（福祉プラザ内）　 ☎055-254-8680
■子どもに関する相談・助言・支援
　中央児童相談所（福祉プラザ内）　☎055-254-8617
　都留児童相談所      　　　☎0554-45-7838
■子どものこころ及び発達障害に関する診療・相談等
　こころの発達総合支援センター（福祉プラザ内）
　☎055-254-8631

■心身に障害のある方に関する相談
　障害者相談所（福祉プラザ内）　☎055-254-8671
　富士ふれあいセンター　　 ☎0555-72-5533
■障害者の権利擁護に関する相談
　（福）山梨県障害者福祉協会（福祉プラザ内）
　☎055-252-0100

■障害者の虐待に関する相談
　山梨県障害者権利擁護センター（福祉プラザ内）
　☎055-254-6266
■医療に関する相談など
　医療安全相談コーナー
　医務課　☎055-223-1481
　各保健福祉事務所（下記「健康を守るために」の欄を参照）
■小児救急電話相談
　☎#8000（ダイヤル回線055-226-3369）　
■健康を守るために
　中北保健福祉事務所（中北保健所）　
　☎055-237-1403・1380
　中北保健福祉事務所峡北支所（中北保健所峡北支所）
  ☎0551-23-3074・3073
　峡東保健福祉事務所（峡東保健所）　
　☎0553-20-2752・2753
　峡南保健福祉事務所（峡南保健所）　
　☎0556-22-8158・8155
　富士・東部保健福祉事務所（富士・東部保健所）
　☎0555-24-9035・9034
■女性の健康に関する相談
　女性健康相談センター（各保健所 健康支援課内）
　中北保健所　　　　　
　中北保健所峡北支所　
　峡東保健所　　　　　
　峡南保健所　　　　   
　富士・東部保健所　　  
■不妊（不育）に関する相談
　不妊（不育）専門相談センター ルピナス(山梨県JA会館内)
　☎055-223-2210　毎週水曜日 午後3時～7時 
■がんに関する相談
　山梨県がん患者サポートセンター（山梨県健康管理事業団内）
　☎055-227-8740　原則 毎週火曜日 午後1時～4時
■難病に関する相談
　難病相談・支援センター（中北保健福祉事務所内）
　☎055-223-3241
■リハビリテーションに関する相談
　中北地域リハビリテーション広域支援センター
　（竜王リハビリテーション病院内）　　　　☎055-276-1155
　峡東地域リハビリテーション広域支援センター
　（甲州リハビリテーション病院内）　　　　☎055-262-8181
　峡南地域リハビリテーション広域支援センター
　（しもべ病院内）　　　　　　　　　　　☎0556-36-1111
　富士・東部地域リハビリテーション広域支援センター
　（ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院内）　☎0554-45-8861
■心理的・精神的不健康状態の予防に関する相談
　ストレスダイヤル　☎055-254-8700
　自殺防止電話相談（こころの健康相談統一ダイヤル）
　☎0570-064556
■森林・環境に関する相談
　中北林務環境事務所　☎0551-23-3087
　峡東林務環境事務所　☎0553-20-2720
　峡南林務環境事務所　☎055-240-4140
　富士・東部林務環境事務所　☎0554-45-7810
■林業への就職に関する相談
　山梨県林業労働センター（（一社）山梨県森林協会）　
　☎055-242-6667

■太陽光発電等の導入や小水力発電の開発に関する相談
　クリーンエネルギー総合窓口（エネルギー政策課内）
　小水力発電開発支援室（エネルギー政策課内）
　☎055-223-1503

■中小企業の融資に関する相談
　中小企業金融相談窓口（商業振興金融課内）　
　☎055-223-1554

■中小企業の創業、経営基盤等の強化、下請取引に関する相談
　（公財）やまなし産業支援機構　☎055-243-1888
■中小企業の新商品開発、販路開拓、経営革新等に関する相談
　中小企業サポート連携拠点
　 （公財）やまなし産業支援機構
　 山梨県商工会連合会
　 山梨県中小企業団体中央会
　 甲府商工会議所
　 富士吉田商工会議所
　 日本政策金融公庫甲府支店
　 商工組合中央金庫甲府支店
　 山梨中央銀行
　 甲府信用金庫
　 山梨信用金庫
　 山梨県民信用組合
　 都留信用組合
　 山梨県信用保証協会
　 山梨県新事業・経営革新支援課

■中小企業・小規模事業者の経営上の諸問題に関する相談
　山梨県よろず支援拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-0650

■貿易、海外ビジネスに関する相談
　ジェトロ山梨貿易情報センター（アイメッセ山梨内）　
　☎055-220-2324

■中小企業のプロフェッショナル人材の活用による経営革新等に関する相談
　山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点（（公財）やまなし産業支援機構内）
　☎055-243-1870
■若者の就職に関する相談
　ジョブカフェやまなし（山梨県JA会館内）　☎055-233-4510
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）　☎0555-72-8803
■求職者の生活や就労に関する相談
　山梨県求職者総合支援センター（山梨県JA会館内）
　☎055-223-1859

■仕事と子育ての両立に関する相談
　山梨県子育て就労支援センター（山梨県JA会館内）　
　☎055-226-1188
　やまなし・しごと・プラザサテライト（富士山駅ビル内）
　☎0555-72-8803

■移住・二地域居住及びU・Iターン就職に関する相談
　やまなし暮らし支援センター（東京交通会館5階 NPOふるさと回帰支援センター内）
　☎03-6273-4306

■職業訓練と就職に関する相談
　就業相談・就職情報提供コーナー（就業支援センター内）
　☎055-251-3210

■農業を始めるための相談
　就農支援センター（山梨県農業振興公社内）
　☎055-223-5747

■農地の貸借に関する相談
　農地中間管理機構（山梨県農業振興公社内）
　☎055-232-2760

■農業の6次産業化に関する相談窓口
　果樹・6次産業振興課
　中北農務事務所
　峡東農務事務所
　峡南農務事務所
　富士・東部農務事務所
■地震に強い住宅の建築等に関する相談・住宅リフォーム相談

■県営住宅入居相談
　山梨県住宅供給公社　 ☎055-237-1656　
■アスベストに関する相談　
　健康相談
　各保健福祉事務所（前ページ「健康を守るために」の欄を参照）　
　周辺環境及び廃棄物処理に関する相談
　大気水質保全課　☎055-223-1510
　環境整備課　    ☎055-223-1518
　住宅等の建材に関する相談
　建築住宅課    　☎055-223-1734
　中北建設事務所　☎055-224-1674
　峡東建設事務所　☎0553-20-2718
　峡南建設事務所　☎055-240-4133
　富士・東部建設事務所　☎0554-22-7817
■子どもの教育についての相談
　総合教育センター（相談支援部）　
　いじめ・不登校ホットライン　☎055-263-3711
　　※全国共通の「24時間子供SOSダイヤル」
　　　☎0570-0-78310でも上記番号に接続されます。
　　　（県内からダイヤルした場合）
　障害のある子の就学相談等　☎055-263-4606

■教育に関すること
　中北教育事務所　☎0551-23-3007
　峡東教育事務所　☎0553-20-2731
　峡南教育事務所　☎0556-22-8154
　富士・東部教育事務所　☎0554-45-7822
■子育てに関する相談
　子育て相談総合窓口（かるがも）
　（男女共同参画推進センターぴゅあ総合内）
　☎055-228-4152・4153
　安心子育てテレフォン　☎055-252-0192
■子どもの悩み・保護者の悩みに関する相談
　ヤングテレホン甲府　☎055-235-4444
■警察総合相談窓口
　警察総合相談室　☎＃9110（ダイヤル回線055-233-9110）
■暴力団犯罪に関する相談
　（公財）山梨県暴力追放運動推進センター
 　☎055-227-5420

■けん銃に関すること
　銃器110番 ☎0120-10-3774

■薬物に関すること
　薬物110番 ☎055-228-8974

■性犯罪に関すること
　性暴力110番 ☎055-224-5110

建築住宅課
中北建設事務所
峡東建設事務所
峡南建設事務所
富士・東部建設事務所
（一社）山梨県建築士会

☎055-223-1734
☎055-224-1674
☎0553-20-2718
☎055-240-4133
☎0554-22-7817
☎055-233-5414

☎055-237-1380
☎0551-23-3073
☎0553-20-2753
☎0556-22-8155
☎0555-24-9034

☎055-243-1888
☎055-235-2115
☎055-237-3215
☎055-233-2241
☎0555-24-7111
☎055-224-5366
☎055-233-1161
☎055-224-1091
☎055-222-0289
☎055-225-0207
☎055-233-4176
☎0555-22-2131
☎055-235-9701
☎055-223-1544

☎055-223-1600
☎0551-23-3077
☎0553-20-2706
☎055-240-4135
☎0554-45-7830

電話相談 Telephone Inquiries


