
市の相談機関一覧

メールでの相談は、市ＨＰにある「お問い合わせ専用フォーム」をご利用ください。

電話 ＦＡＸ

無料専門相談（法律、司法書士、各種
年金・社会保険、公証人・遺言、税務、
行政書士、行政、人権・困りごとの専
門相談。予約制）

市民相談センター 888-5646 888-5647

消費生活相談 市民相談センター 888-5648 888-5647

こころの健康相談 健康管理課 883-1180 883-1158

ひきこもり相談 福祉総務課 888-5659 888-5658

生活困窮者の自立支援 福祉総務課 888-5659 888-5658

生活保護の総合相談 保護第一課、第二課
888-5669
888-5670

888-5671

高齢者のための総合相談 各地域包括支援センター

在宅医療・介護サービスの相談
秋田市在宅医療・介護連携セ
ンター(秋田市医師会館内)

827-3636 827-3614

障がいに関する総合相談
基幹相談支援センター
（障がい福祉課内）

888-5682 888-5664

身体障がいに関する相談
障がい者生活支援センターほ
くと(委託相談支援事業所)

873-7804 853-4977

知的障がい、療育支援に関する相談 竹生寮(委託相談支援事業所) 834-2577 834-2219

精神障がいに関する相談
指定相談支援事業所クロー
バー(委託相談支援事業所)

846-5328 846-5358

障害福祉サービス等の利用計画相談 各指定相談支援事業所

妊娠・出産・子育ての総合相談
秋田市版ネウボラ
（子ども健康課内）

883-1175 883-1173

子育てサービスの総合相談窓口
（子育てナビゲーター）

子ども未来センター 887-5340 887-5335

子ども家庭相談 子ども未来センター 887-5339 887-5335

女性 女性の悩み相談（ＤＶ含む） 子ども未来センター 887-5698 887-5335

児童虐待相談 子ども未来センター 887-5339 887-5335

高齢者虐待相談 長寿福祉課 888-5668 888-5667

犯罪被害
者等支援

犯罪被害者等支援 市民相談センター 888-5646 888-5647

地域活動 地域活動の支援・相談 各市民サービスセンター

相談
項目

相談内容 市の相談先
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各地域包括支援センター 【別紙１】

電話 ＦＡＸ

八橋（八橋字イサノを除く）、高
陽、山王、大町、旭北、千秋（千
秋久保田町を除く）

八橋地域包括支援センター　社協 883-1465 827-5737

旭南、川元、川尻、茨島、卸町 川元地域包括支援センター　社協 853-5968 853-5969

泉、保戸野
泉地域包括支援センター　リンデンバウ
ム

896-5960 864-3006

中通、南通、楢山
中通地域包括支援センター　幸ザ・サロ
ン

827-3323 827-3324

手形、手形山、東通、千秋久保
田町

東通地域包括支援センター　ひだまり 884-1405 884-3456

旭川、新藤田、濁川、添川、山
内、仁別、柳田、太平、下北手

旭川地域包括支援センター　友遊 838-1011 884-0128

広面、横森、桜、桜ガ丘、桜台、
大平台、蛇野

広面地域包括支援センター　桜の園 853-7240 884-7322

河辺 河辺地域包括支援センター　社協 882-5565 893-6855

勝平、新屋（雄物川北側） 勝平地域包括支援センター　シンシア 883-3055 883-3056

新屋（雄物川南側）、浜田、下
浜、豊岩

新屋地域包括支援センター　エンデバー 888-8761 888-8762

牛島、大住（大住南二・三丁目を
除く）、山手台、上北手、南ヶ丘

牛島地域包括支援センター　南寿園 838-0304 838-0920

仁井田、御野場、四ツ小屋、御
所野、大住南二・三丁目

御所野地域包括支援センター　けやき 826-0651 826-0652

雄和 雄和地域包括支援センター　緑水苑 881-3511 886-8810

寺内、土崎港南、将軍野南、八
橋字イサノ

寺内地域包括支援センター　寿光園 853-6300 846-7666

将軍野東、将軍野、外旭川 外旭川地域包括支援センター　コネクト 869-7755 868-5570

土崎港東、土崎港中央、土崎港
西、土崎港相染町、土崎港古川
町

土崎地域包括支援センター　永覚町 846-6471 846-6475

土崎港北、港北、飯島（ＪＲ奥羽
本線東側）

飯島地域包括支援センター　金寿園 853-5820 853-5821

飯島（ＪＲ奥羽本線西側）、飯島
字寄進田、下新城、上新城、金
足

下新城地域包括支援センター　ニコニコ 872-1300 872-1305

東

西

南

北

（市外局番018）
担当の地域包括支援センターお住まいの地区地域

中
央



各指定相談支援事業所 【別紙２】

電話 ＦＡＸ

高清水園　相談支援事業所
秋田市上北手猿田字苗代沢14番地
１

829-3577 829-3567 特定なし

子ども発達支援相談セン
ター　グリーンローズ

秋田市新屋表町８番５号 828-7750 828-8185 特定なし

秋田聖徳会　相談支援事業
所

秋田市川元小川町１番８号 874-9888 874-8416 特定なし

障がい者生活支援センター
ほくと

秋田市下新城中野字街道端西11番
地１

873-7804 853-4977 特定なし

相談支援事業所　若竹
秋田市御所野地蔵田二丁目15番１
号

838-0428 839-5211 特定なし

竹生寮　相談支援事業所 秋田市柳田字竹生168番地 834-2577 834-2219 特定なし

指定相談支援事業所
クローバー

秋田市飯島道東二丁目13番20号 846-5328 846-5358 精神障がい者

いんく・ぽっと
秋田市川尻御休町９番39号
アスポート御休館2-2

802-0326 893-3837 特定なし

秋田県立医療療育センター 秋田市南ヶ丘一丁目１番２号 826-2401 826-2407 障がい児

秋田ワークセンター　相談支
援事業所

秋田市下北手柳館字前田面134番
地

853-5772 831-8009 身体、知的障がい者

ごろりんはうす 秋田市川元山下町２番３号 893-6991 893-6992 特定なし

ほのぼの相談支援事業所 秋田市大町二丁目４番21号 874-8420 874-8423 特定なし

指定特定相談支援事業
緑光苑

秋田市下北宝川字種ケ崎81番地17 889-7001 889-7002
身体、知的、精神障がい
者

相談支援事業所　びりーぶ 秋田市卸町五丁目14番10号 893-3317 893-3318
身体、知的、精神障がい
者

ねこの手
秋田市山王六丁目１番13号
山王プレスビル８階

874-7475 838-7474 特定なし

コンシェル 秋田市手形字西谷地134番１ 893-6110 893-6839 障がい児

あーすわん 秋田市御所野堤台二丁目２番19号 829-0123 829-3700 特定なし

指定相談支援事業所　広面 秋田市広面字樋ノ沖69番地１ 853-8733 825-0303 特定なし

ドム相談支援事業所
秋田市山王三丁目１番１号
県庁第二庁舎３階

838-7178 838-7178 特定なし

福祉工房 秋田市仁井田新田一丁目11番63号 829-1307 853-7217 特定なし

相談支援事業所　やわらぎ 秋田市土崎港中央一丁目21番36号 853-7030 853-5703 精神障がい者

相談支援事業所　十人十色 秋田市南ヶ丘二丁目３番17号 811-3698 811-4384 特定なし

相談支援事業所
ウィズユウ土崎

秋田市土崎港西四丁目６番４号
アーバンティ綾103号

838-1673 838-1673 特定なし

（市外局番018）
名称 所在地 主たる対象者



各市民サービスセンター 【別紙３】

電話 ＦＡＸ

中央

大町、旭北、旭南、川元、川尻、
山王、高陽、保戸野、
泉（ＪＲ奥羽本線西側）、千秋、
中通、南通、楢山、茨島、八橋

中央市民サービスセンター
（センタース）

888-5643 888-5641

東部

東通、手形、手形山、
泉（ＪＲ奥羽本線東側）、旭川、
新藤田、濁川、添川、山内、仁別、
広面、柳田、横森、桜、桜ガ丘、
桜台、大平台、太平、下北手

東部市民サービスセンター
（いーぱる）

853-1063 834-1829

西部 新屋、勝平、浜田、豊岩、下浜
西部市民サービスセンター
（ウェスター）

888-8080 888-8081

南部市民サービスセンター
（なんぴあ）

838-1213 829-5312

南部市民サービスセンター
（なんぴあ）別館

853-5735 853-5738

北部
寺内、外旭川、土崎港、将軍野、
港北、飯島、金足、下新城、上新城

北部市民サービスセンター
（キタスカ）

845-2261 845-2265

河辺 岩見三内、和田、豊島
河辺市民サービスセンター
（カワベリア）

882-5161 882-3051

雄和 川添、種平、戸米川、大正寺
雄和市民サービスセンター
（ユービス）

886-5550 886-2154

牛島、卸町、大住、仁井田、御野
場、御所野、四ツ小屋、上北手、山
手台、南ヶ丘

南部

（市外局番018）
地域 お住まいの地区 担当の市民サービスセンター


