各種相談
相

談

一

覧

暮らしのなかで様々な困りごとや相談ごとがあるときは、一人で悩まず市役所や各相談

窓口にご連絡下さい。相談内容により連絡先が異なります。
相談の種類

と

き

ところ

相談内容

相談担当者

市政・
一般相談、市の仕事につ
市職員
土・日曜日、祝・休日を除く毎日、市民相談センター いての要望や意見など
一般相談
８時 ３０ 分〜 １７ 時 １５ 分
消費生活相談
消費生活センター 消費生活全般
消費生活相談員
法律相談

人権相談
戸田地区
人権相談

第１・３水曜日、13 時〜 １６ 時
（要予約）

市民相談センター

１０･１２･ ３月の第２水曜日、
くるら戸田
13 時～ 16 時（要予約）
第２・４水曜日、１０ 時～１５ 時
行政相談
市民相談センター
（要予約）
戸田地区
第２水曜日（１・８月を除く）、
くるら戸田
行政相談
１０ 時～１２ 時（要予約）
第３火曜日（８月を除く）、１３ 時
司法書士相談
～１６ 時（要予約）
不動産
第１木曜日（１・５月を除く）、
取引相談
１３ 時～１６ 時（要予約）
測量・登記相談 第２木曜日、１３ 時〜 １６ 時（要予約）市民相談センター
弁護士による
金曜日、１３ 時～１７ 時（要予約）
多重債務相談
土 ･ 日曜日、祝・休日を除く
交通事故相談
毎日、８時 30 分～１7 時
生活相談
女性相談

健康相談

土 ･ 日曜日、祝・休日を除く毎日、
社会福祉課
８時 ３０ 分～１７ 時 １５ 分

健康・
介護相談

土 ･ 日曜日、祝・休日を除く毎日、
８時 ３０ 分～１７ 時 １５ 分
保健センター
（面接相談のみ要予約）
第３水曜日（祝・休日、休館日を除く）、10時～12時 千本プラザ

第１水曜日（祝・休日、休館日を除く）、10時～12時
土 ･ 日曜日、祝・休日、休館日を除
福祉生活相談
く毎日、１０ 時～１2 時、13 時〜 15 時

障がい者
専門相談

水曜日、第２日曜日（祝・休日、休館日
を除く）、１０ 時～１2 時、13 時〜 15 時 サンウェルぬまづ
（ぬまづ健康福祉
土曜日（祝・休日、休館日を除く）、
プラザ）
１０ 時～１2 時、13 時〜 16 時

第１木曜日、１３ 時〜 １６ 時、第３木
権利擁護相談 曜日、１３ 時 ３０ 分〜 １６ 時 ３０ 分（いず
れも祝・休日、休館日を除く（要予約））
日曜日、休館日を除く毎日、
９時 ３０ 分〜 １６ 時
日曜日、祝・休日、休館日を除く
生活困窮相談
毎日、9 時～ 17 時 45 分
育児相談

教育相談
高齢者相談
民事介入
暴力相談

人権擁護委員

人権問題

人権擁護委員

国 ･ 県 ･ 市などの行政サ
ービスなどに関する要望 行政相談委員
や苦情など

市民相談センター
☎055-934-4700

消費生活センター
相続、遺言、贈与、不動
☎055-934-4841
司法書士会
産登記、成年後見など
借家、アパート等の賃貸
宅地建物取引業協会
借、不動産売買など
測量・登記・境界問題など 土地家屋調査士会
債務整理、消費契約問題、
弁護士会
金銭トラブルなど
交通事故全般
生活保護についての相談
配偶者等の暴力について
の相談

交通事故相談員
市職員

社会福祉課生活保護１・２係
☎055-934-4822・4823
社会福祉課生活支援係
☎055-934-4825・4863

基幹型地域包括
支援センター

第 3 木曜日、10 時～ 12 時（要予約）

外国人のため 土 ･ 日曜日、祝・休日を除く
の生活相談 毎日、8 時 30 分～ 17 時
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生活習慣病予防に関する
栄養士
栄養相談

健康づくり課 ☎055-951-3480

健康、介護予防等の相談 看護師 ･ 保健師

社会福祉協議会職員（福）
沼津市社会福祉協議会
ボランティア活動に関す
･ ボランティア連絡 ☎055-922-1500
る相談
協議会
登録制による結婚相手に
関する相談
障がいのある人の生活上
の心配事についての相談

地域自治課

民生委員 ･ 児童委
員、学識経験者等
障がい者専門相談
連絡協議会

成年後見制度など権利擁 第１木曜日：弁護士会 （福）
沼津市社会福祉協議会
護についての相談
第３木曜日：司法書士会 ☎055-924-4455
ふれあい交流室（サンウェルぬ
まづ内）☎055-922-1501
生活困窮から自立を図る 自立相談支援センタ 自立相談支援センター
ための相談
ー相談支援員
☎0120-86-1620

育児に関する相談

土 ･ 日曜日、祝・休日を除く毎日、
面接相談（要予約）＝ 9 時～ 17 時、青少年教育セン
電話相談＝ 10 時～ 19 時（やまび ター
こ電話 ☎055‒951‒7330)

土 ･ 日曜日、祝・休日を除く
毎日、8 時 30 分～ 17 時 15 分

マミーズほっとステーションぬ
妊娠期から子育て期にわ 母子保健コーディネ
まづ
（健康づくり課内）
たる相談全般
ーター、保健師など
☎055-951-3687

生活上の心配事について 民生委員 ･ 児童委
の相談
員、学識経験者等

ボランティア 土 ･ 日曜日、祝・休日、休館日を
相談
除く毎日、９時～１７ 時
結婚相談

弁護士会

人権問題

保健センター
（健康づくり課）
保健センター、
母子の健康 ･ 育児相談、
土 ･ 日曜日、祝・休日を除く毎日、
☎055-951-3480
保健センター戸田 成人の健康相談、骨密度 保健師、看護師など
８時 ３０ 分～１７ 時 １５ 分（要予約）
保健センター戸田分館
分館
測定、体組成測定など
☎0558-94-3970
土 ･ 日曜日、祝・休日を除く毎日、
保健センター
８時 ３０ 分～１７ 時 １５ 分

生活習慣病
栄養相談

法律問題全般

連絡先

保育士

学校生活 ･ 対人関係 ･ 発
達 ･ 子育て ･ 進路 ･ 非行 市職員（やまびこ電 青少年教育センター
･ 不登校など、青少年に 話は電話相談員） ☎055-951-3440
関する相談

高齢者の生活上の心配事
市職員
についての相談
暴力団が絡む問題で被害
弁護士
を受けている人の相談

長寿福祉課基幹型地域包括支援
センター ☎055-934-4865
地域自治課協働推進係
☎055-934-4807

英語 ･ 中国語 ･ スペイン語
地域自治課多文化共生係
外国人のための行政手続
･ ポルトガル語他テレビ通
☎055-934-4717
や生活に関する相談
訳による多言語対応あり

