Ⅱ

相談窓口

編

１ 三重県内 障がい者（総合）相談支援センター（精神・市町委託）
R1.6.12現在
圏域

名 称 等

委託元の市町

桑名市
木曽岬町
いなべ市
東員町

名 称

【基幹相談支援センター】
障がい者相談支援センター そういん

法人名

医療法人 北勢会

所在地

〒511-0061

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

法人名

医療法人 北勢会

所在地

〒511-0061

桑名市社協障害者総合相談支援センター

法人名

桑名市社会福祉協議会

所在地

〒511-1122

医療法人 北勢会

所在地

〒511-0061

桑名市寿町3丁目11

0594-87-7490

kuwana@hokusei-hospital.jp

名 称

【基幹相談支援センター】
障がい者総合相談支援センター そういん（いなべ・東員分室）

法人名

医療法人 北勢会

所在地

〒511-0274

いなべ市大安町大井田2705
いなべ市役所大安庁舎内

0594-88-1665

名 称

アジサイ

法人名

医療法人 北勢会

所在地

〒511-0426

いなべ市北勢町其原1953

0594-72-2618

法人名

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

所在地

〒511-0428

いなべ市北勢町阿下喜2624-2

いなべ市障害者活動支援センター

法人名

社会福祉法人 晴山会

所在地

〒511-0274

いなべ市大安町大井田2669-5

bamboo-h@m5.cty-net.ne.jp

名 称

社会福祉法人 木曽岬町社会福祉協議会

法人名

社会福祉法人 木曽岬町社会福祉協議会

所在地

〒498-0803

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

木曽岬町大字和泉303-3

0567-68-2760

k-shakyo@m6.cty-net.ne.jp

名 称

障害者相談支援センター ソシオ

法人名

社会医療法人 居仁会

所在地

〒510-0885

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

四日市市日永5045
総合心療センターひなが いこい館１F

059-345-9016

開所日：
年末年始以外
時間：
8:30～17:00
開所日：
土日祝日と
年末年始以外
時間：
8:30～17:00

開所日：
土日祝日と
年末年始以外
時間：
8:30～17:00

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

inabe@inabewel.or.jp

名 称

0594-88-0612

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

ajisai-sitei@hokusei-hospital.jp

いなべ市社協相談支援事業所

0594-82-1728

開所日：
年末年始以外
時間：
8:30～17:00

souin@rhythm.ocn.ne.jp

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

四日市市
菰野町
朝日町
川越町

kshakyocareplan@grace.ocn.ne.jp

法人名

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

四日市

0594-41-2015

障害者総合相談支援センター くわな

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

木曽岬町

桑名市長島町松ヶ島53-2

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

いなべ市

souin@rhythm.ocn.ne.jp

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

いなべ市
東員町

桑名市寿町3丁目11 太平洋桑名ビル2F

0594-27-7188

開所日：
年末年始以外
時間：
8:30～17:00

souin@rhythm.ocn.ne.jp

障がい者総合相談支援センター そういん

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

桑名
員弁

0594-27-7188

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

桑名市

桑名市寿町3丁目11 太平洋桑名ビル2F

備 考

hinaga@cty-net.ne.jp

相談窓口-1

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:00

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:00

圏域

委託元の市町

四日市

四日市市
菰野町
朝日町
川越町

名 称 等
名 称

障害者相談支援センター ＨＡＮＡ

法人名

社会福祉法人 四季の里

所在地
電話・ｱﾄﾞﾚｽ

鈴鹿市

亀山市

【基幹相談支援センター】障害者総合相談支援センター あい

法人名

社会福祉法人 ジェイエイみえ会

所在地

〒513-0801

社会福祉法人 ジェイエイみえ会

所在地

〒519-0164

社会福祉法人 聖マッテヤ会

所在地

〒514-0027

伊勢市

tsu-soudan@true.ocn.ne.jp

【基幹相談支援センター】津市基幹障がい者相談支援センター

所在地

〒514-0027

津市大門7-15 津センターパレス3F

059-272-4577

tsu-kikan@athena.ocn.ne.jp

名 称

津市精神障がい者相談支援サテライト（アンダンテ）

法人名

社会福祉法人 夢の郷

所在地

〒514-0027

津市城山1丁目8-16

059-269-5666

名 称

相談支援事業所 こだま

法人名

社会福祉法人 愛恵会

所在地

〒515-0073

0598-20-9191（代表）
0598-20-9192（基本相談）

開所日：
月～金曜日
時間：
9:00～17:00

開所日：
月～金曜日
時間：
9:00～17:00

marbell@sweet.ocn.ne.jp

多気相談支援センター

法人名

社会福祉法人 多気町社会福祉協議会

所在地

〒519-2183

多気郡多気町四疋田587-1

0598-38-8091

s-taki@ma.mctv.ne.jp

名 称

松阪市障がい児・者総合相談センター マーベル（こだま）

法人名

社会福祉法人 愛恵会

所在地

〒515-0073

松阪市殿町1563（松阪市福祉会館）

0598-20-9191

明和町障がい者生活支援センター ここ

法人名

明和町

所在地

〒515-0332

多気郡明和町馬之上944-5
明和町保健福祉センター内

0596-52-7127

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

shien@town.mie-meiwa.lg.jp

名 称

【基幹相談支援センター】
伊勢市障害者総合相談支援センター フクシア

法人名

社会福祉法人 三重済美学院

所在地

〒516-0037

伊勢市岩渕2丁目4-9

0596-21-3633

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

marbell@sweet.ocn.ne.jp

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

開所日：
月～金曜日
時間：
9:00～17:00

開所日：
月～金曜日
松阪市殿町1563（松阪市障害者福祉センター別棟） 時間：
8:30～17:15

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

伊勢
志摩

059-272-4554

社会福祉法人 聖マッテヤ会

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

明和町

津市大門7-15 津センターパレス3F

法人名

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

大台町

ai-2@zc.ztv.ne.jp

法人名

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

松阪
多気

0595-84-4711

津市地域障がい者相談支援センター

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

開所日：
月～金曜日
時間：
9:00～16:00

亀山市羽若町545 総合保健福祉センター2F

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

多気町

ai-10@mecha.ne.jp

法人名

名称

松阪市

059-381-1035

【基幹相談支援センター】障害者総合相談支援センター あい

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

津市

鈴鹿市神戸1丁目18-18 鈴鹿市役所西館2F

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

津

開所日：
月～金曜日、
第1土曜日
〒510-0943 四日市市西日野町2806-1 コミュニティーセンター1F 時間：
8:30～17:00
059-320-2761
hana2001@m6.cty-net.ne.jp

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

鈴鹿
亀山

備 考

fuchsia@soudan-ise.jp

相談窓口-2

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:30

圏域

名 称 等

委託元の市町

伊勢市

名 称

伊勢市障害者西地域相談支援センター アルク

法人名

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会

所在地

〒519-0503

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

法人名

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会

所在地

〒519-0609

【基幹相談支援センター】志摩市障がい者相談支援センターこだま

法人名

社会福祉法人 愛恵会

所在地

〒517-0501

玉城町

鳥羽市社会福祉協議会指定障害者相談支援事業所 キ・ラ・ラ

法人名

社会福祉法人 鳥羽市社会福祉協議会

所在地

〒517-0022

南伊勢町

玉城町

所在地

〒519-0433

伊賀市

度会郡玉城町勝田4876-1 保健福祉会館内

0596-58-7373

seifuku-t@town.tamaki.lg.jp

名 称

度会町障害者相談支援センター

法人名

社会福祉法人 度会町社会福祉協議会

所在地

〒516-2103

度会郡度会町棚橋1202

0596-62-1117

w-syakyo@amigo2.ne.jp

名 称

相談支援センター めばえ

法人名

社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会

所在地

〒519-2911

度会郡大紀町錦736-7

0598-73-3227

taiki-ch@ma.mctv.ne.jp

名 称

相談支援事業所「ファイト」

法人名

NPO法人 ふくし・みらい研究会

所在地

〒516-0104

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

0599-66-1300

度会郡南伊勢町神津佐513-1

harutake0828@yahoo.co.jp

名 称

南伊勢町社会福祉協議会 ふれあいなんとう

法人名

社会福祉法人 南伊勢町社会福祉協議会

所在地

〒516-1423

度会郡南伊勢町村山1132-1

0596-76-1500

nantosha@amigo2.ne.jp

名 称

【基幹相談支援センター】伊賀市障がい者相談支援センター

法人名

伊賀市

所在地

〒518-8501

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

伊賀市四十九町3184

0595-26-7725

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

soumu@toba-syakyo.or.jp

法人名

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

伊賀

0599-25-1188

玉城町役場保健福祉課地域共生室

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

南伊勢町

鳥羽市大明東町2-5

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

大紀町

shimasodan@pearl.ocn.ne.jp

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

度会町

志摩市阿児町鵜方3098-1 サンライフあご３Ｆ

0599-44-3880

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

iseshakyo-iseshogai@mie.email.ne.jp

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ
伊勢
志摩

伊勢市二見町茶屋４５６番地２

0596-43-4400

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

iseshakyo-iseshogai-nisi@mie.email.ne.jp

伊勢市障害者東地域相談支援センター リンク

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

鳥羽市

0596-24-3009

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

志摩市

伊勢市小俣町元町536

備 考

iga-syougai1@ict.jp

相談窓口-3

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～19:00

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:00

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

圏域

伊賀

名 称 等

委託元の市町

名張市

名 称

【基幹相談支援センター】障害福祉室

法人名

名張市

所在地

〒518-0492

電話・ｱﾄﾞﾚｽ
名 称
紀北

尾鷲市
紀北町

熊野市
御浜町
紀宝町

0595-63-7591

shogai@city.nabari.mie.jp

【基幹相談支援センター】
紀北地域障がい者総合相談支援センター 結
（尾鷲市社会福祉協議会内）

法人名

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

所在地

〒519-3618

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

紀南

名張市鴻之台1-1

尾鷲市栄町5-5

0597-22-3170

紀南圏域障がい者相談支援センター あしすと

法人名

医療法人 紀南会

所在地

〒519-4324

熊野市井戸町383

0597-85-4500

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

開所日：
月～金曜日
時間：
8:30～17:15

kihoku-yui@owasewel.com

名 称

電話・ｱﾄﾞﾚｽ

備 考

center-assist03@room.ocn.ne.jp

相談窓口-4

開所日：
月・火・金曜日
時間：
9:00～17:00

２ 指定一般相談支援事業所（地域移行支援・地域定着支援）
R1.6.1現在
※ 三重県障がい福祉課ホームページの障害福祉サービス指定事業所一覧から掲載しています。なお、事業所を利用さ
れる場合は各事業所にお問い合わせください。
地域相談
支援
番
号 地域 地域

指定事業所名

所在地

電話番号

設置主体

移行 定着

〒511-0426
いなべ市北勢町其原1953

0594-72-2618

医療法人
北勢会

障害者相談支援センター
ソシオ

〒510-8575
四日市市大字日永5045

059-345-9016

社会医療法人
居仁会

－

障害者相談支援センター
ＨＡＮＡ

〒510-0943
四日市市西日野町2806-1
コミュニティーセンター1F

059-320-2761

社会福祉法人
四季の里

○

○

相談支援事業所
「ブルーム」

〒510-0007
四日市市別名3-3-10

059-331-8660

社会福祉法人
四日市福祉会

5

○

○

一般相談支援事業所
りんく

〒510-0226
鈴鹿市岸岡町589-6

059-381-5586

社会福祉法人
ジェイエイみえ会

6

○

○ きれいライフステーション

〒510-0236
鈴鹿市中江島町７－２１

059-340-7997

社会福祉法人
伊勢亀鈴会

7

○

○

特定非営利活動法人
ピアサポートみえ

〒514-0035
津市西丸之内7番20号

059-213-9577

特定非営利活動法人
ピアサポートみえ

8

○

○ 相談支援事業所 ひかり

〒514-0076
津市産品字中之谷732番地1

059-239-0275

社会福祉法人
聖マッテヤ会

10

○

社会福祉法人
○ 三重県厚生事業団
三重県いなば園

〒514-0113
津市稲葉町3989番地

059-252-1780

社会福祉法人
三重県厚生事業団

11

○

○ ＮＰＯ結

〒514-0008
津市白塚町4996

090-6083-9696

特定非営利活動法人
結

12

○

○ ファースト

〒514-0823
津市半田399-1

059-264-7739

特定非営利活動法人
CIL・ARCH

13

○

○

相談支援事業所
かけはし君

〒514-0838
津市岩田7-25

059-224-1714

有限会社 ふるかね屋

14

○

○

相談支援事業所
こだま

〒515-0073
松阪市殿町1563（松阪市福祉会
館）

0598-20-9191

社会福祉法人
愛恵会

15

○

○

明和ねむの木
一般相談支援事業所

〒515-0312
多気郡明和町大字上野435番地

0596-52-0150

社会福祉法人
恩賜財団済生会支部
三重県済生会

16

○

○

志摩市障がい者相談
支援センター こだま

〒515-0044
志摩市阿児町鵜方3098-1
サンライフあご3Ｆ

0599-44-3880

社会福祉法人
愛恵会

18

○

○ いっぽ

〒516-0066
伊勢市辻久留三丁目17番5号

0596-22-3212

社会福祉法人
三重済美学院

1

○

○ アジサイ

2

○

－

3

○

4

相談窓口-5

地域相談
支援
番
号 地域 地域

指定事業所名

所在地

電話番号

設置主体

移行 定着

〒516-0064
伊勢市二俣1丁目1-22
（伊勢二俣ビル２Ｆ）
〒516-1423
度会郡南伊勢町村山
1132番地の1
〒516-0104
度会郡南伊勢町神津佐
513-1

0596-24-3007

社会福祉法人
四季の里

0596-76-1500

社会福祉法人
南伊勢町
社会福祉協議会

0599-66-1300

NPO法人
ふくし・みらい研究会

〒519-0609
伊勢市二見町茶屋456－2

0596-63-8550

社会福祉法人
伊勢市社会福祉協議会

志摩福祉センター
障がい者相談支援事業所

〒517-0502
志摩市阿児町神明1539番地4

0599-43-6068

志摩広域行政組合

社会福祉法人
伊賀市社会福祉協議会

〒518-0869
伊賀市上野中町2976-1

0595-21-5866

社会福祉法人
伊賀市社会福祉協議
会

○ のーまらいふ 暖

〒518-0603
名張市西原町長尾2622

0595-66-5633

社会福祉法人
名張育成会

○

○ 相談支援事業所 てらだ

〒518-0441
名張市美旗中村字弓谷2327

0595-48-7257

医療法人（社団）
寺田病院

27

○

○ 相談支援事業所ぷらん結

〒519-3618
尾鷲市栄町5-5

0597-22-3170

社会福祉法人
尾鷲市社会福祉協議
会

28

○

○

障がい者相談支援
センターありす

〒519-3671
尾鷲市矢浜一丁目15番45号

0597-23-3007

特定非営利活動法人
あいあい

29

○

○

相談支援事業所 オラン
ジュ

〒519-4326
熊野市久生屋町862-1

0597-88-2288

医療法人
紀南会

19

○

○ 相談支援センターよろず

20

○

○

21

○

○ 相談支援事業所「ファイト」

22

○

○

伊勢障害者計画相談支援
事業所

23

○

○

24

○

○

25

○

26

南伊勢町社会福祉協議会
ふれあいなんとう

相談窓口-6

３ 市町 精神保健福祉担当窓口

（精神保健福祉手帳、精神通院医療 担当窓口）
H31.4.1現在

市町

担当課

所在地

電話番号

桑名市

障害福祉課

桑名市中央町2丁目37

0594-24-1171

いなべ市

社会福祉課

いなべ市北勢町阿下喜31

0594-86-7816

木曽岬町

福祉健康課

桑名郡木曽岬町大字西対海地251

0567-68-6104

東員町

地域福祉課 障がい福祉係

員弁郡東員町大字山田1600

0594-86-2804

四日市市
（市保健所）

保健予防課 精神保健係

四日市市諏訪町2番2号

059-352-0596

菰野町

健康福祉課 社会福祉係

三重郡菰野町大字潤田1250

059-391-1123

朝日町

保険福祉課

三重郡朝日町大字小向893

059-377-5659

川越町

福祉課

三重郡川越町大字豊田一色280

059-366-7116

鈴鹿市

障がい福祉課

鈴鹿市神戸1丁目18-18

059-382-7626

亀山市

地域福祉課 障がい者支援グループ

亀山市羽若町545

0595-84-3313

障がい福祉課

津市西丸之内23-1

059-229-3157

河芸総合支所 市民福祉課

津市河芸町浜田808

059-244-1703

芸濃総合支所 市民福祉課

津市芸濃町椋本6141-1

059-266-2515

美里総合支所 市民福祉課

津市美里町三郷48-1

059-279-8116

安濃総合支所 市民福祉課

津市安濃町東観音寺483

059-268-5516

久居総合支所 福祉課

津市久居新町3006番地

059-255-8834

香良洲総合支所 市民福祉課

津市香良洲町1878

059-292-4303

一志総合支所 市民福祉課

津市一志町田尻593-2

059-293-3003

白山総合支所 市民福祉課

津市白山町川口892

059-262-7015

美杉総合支所 市民福祉課

津市美杉町八知5580-2

059-272-8084

松阪市殿町1340-1

0598-53-4082

津市

障がい福祉課

松阪市

嬉野地域振興局 地域住民課 保健福祉担当 松阪市嬉野町1443-5

0598-48-3809

三雲地域振興局 地域住民課 保健福祉担当 松阪市曽原町2678

0598-56-7910

飯南地域振興局 地域住民課 保健福祉担当 松阪市飯南町粥見3950

0598-32-2922

飯高地域振興局 地域住民課 保健福祉担当 松阪市飯高町宮前180

0598-46-7112

多気町

健康福祉課

多気郡多気町相可1600

0598-38-1114

明和町

福祉ほけん課

多気郡明和町大字馬之上945

0596-52-7116

大台町

町民福祉課

多気郡大台町大字佐原750

0598-82-3783

相談窓口-7

市町
伊勢市

担当課

所在地

電話番号

障がい福祉課

伊勢市岩渕1丁目7-29

0596-21-5558

保健福祉課

度会郡玉城町田丸114-2

0596-58-8203

生活福祉課（地域包括支援室）

度会郡玉城町勝田4876-1

0596-58-7373

南伊勢町

子育て・福祉課

度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057

0599-66-1114

大紀町

健康福祉課

度会郡大紀町滝原1610-1

0598-86-2216

度会町

住民生活課

度会郡度会町棚橋1215-1

0596-62-2413

鳥羽市

健康福祉課

鳥羽市大明東町2-5

0599-25-1183

地域福祉課

志摩市阿児町鵜方3098-22

0599-44-0283

健康推進課

志摩市阿児町鵜方3098-1

0599-44-1100

浜島支所 市民サービス係

志摩市浜島町浜島755

0599-53-3001

大王支所 市民サービス係

志摩市大王町波切3234-2

0599-72-4300

磯部支所 市民サービス係

志摩市磯部町迫間878-9

0599-55-0108

志摩支所 市民サービス係

志摩市志摩町和具535

0599-85-1112

福祉子ども部障害福祉室

名張市鴻之台1-1

0595-63-7591

本庁 障がい福祉課

伊賀市四十九町3184

0595-22-9656

伊賀支所 住民福祉課

伊賀市下柘植728

0595-45-9105

島ヶ原支所 住民福祉課

伊賀市島ヶ原4913

0595-59-2163

阿山支所 住民福祉課

伊賀市馬場1128

0595-43-0332

大山田支所 住民福祉課

伊賀市平田652-1

0595-47-1151

青山支所 住民福祉課

伊賀市阿保1411

0595-52-3228

福祉保健課

尾鷲市中央町10番43号

0597-23-8203

福祉保健課

北牟婁郡紀北町東長島769-1

0597-46-3122

北牟婁郡紀北町相賀495-8

0597-32-3904

福祉事務所

熊野市井戸町796

0597-89-4111

紀和庁舎 地域総合課

熊野市紀和町板屋82

0597-97-1112

御浜町

健康福祉課

南牟婁郡御浜町阿田和6120-1

05979-3-0515

紀宝町

福祉課

南牟婁郡紀宝町鵜殿324

0735-33-0339

玉城町

志摩市

名張市

伊賀市

尾鷲市
紀北町

海山総合支所 福祉環境室
熊野市

相談窓口-8

４ 社会福祉協議会
R1.7.1現在
名 称

所在地

電話番号

三重県社会福祉協議会

津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館内

059-227-5145

桑名市社会福祉協議会

桑名市常盤町51 桑名市総合福祉会館内

0594-22-8311

桑名市社協 多度支所

桑名市多度町多度1丁目1-1 多度すこやかセンター内

0594-49-2029

桑名市社協 長島支所

桑名市長島町松ヶ島66 長島福祉健康センター内

0594-42-2110

いなべ市社会福祉協議会

いなべ市北勢町阿下喜2624-2 オレンジ工房あげき内

0594-41-2942

木曽岬町社会福祉協議会

桑名郡木曽岬町大字和泉303-3

0567-68-2760

東員町社会福祉協議会

員弁郡東員町大字山田2013 東員町ふれあいセンター内

0594-76-1560

四日市市社会福祉協議会

四日市市諏訪町2-2 四日市総合会館内

059-354-8265

菰野町社会福祉協議会

三重郡菰野町大字潤田1281 菰野町保健福祉センターけやき内

059-394-1294

朝日町社会福祉協議会

三重郡朝日町大字小向891-5

059-377-2941

川越町社会福祉協議会

三重郡川越町大字豊田一色314

059-365-0024

鈴鹿市社会福祉協議会

鈴鹿市神戸地子町383-1 鈴鹿市社会福祉センター内

059-382-5971

亀山市社会福祉協議会

亀山市羽若町545 亀山市総合保健福祉センターあいあい内

0595-82-7985

津市社会福祉協議会（本部）

津市大門7-15 センターパレス3F

059-246-1165

津市社協 津支部

津市大門7-15 センターパレス3F

059-213-7111

津市社協 久居支部

津市久居東鷹跡町20-2 津市久居総合福祉会館内

059-256-1202

津市社協 河芸支部

津市河芸町浜田868 津市河芸ほほえみセンター内

059-245-8888

津市社協 芸濃支部

津市芸濃町椋本6141-1 津市芸濃保健福祉センター内

059-265-4531

津市社協 美里支部

津市美里町三郷46-3 津市美里社会福祉センター内

059-279-3366

津市社協 安濃支部

津市安濃町東観音寺418 津市サンヒルズ安濃内

059-268-5804

津市社協 香良洲支部

津市香良洲町2167 サンデルタ香良洲内

059-292-7711

津市社協 一志支部

津市一志町井関1792 とことめの里一志内

059-295-0066

津市社協 白山支部

津市白山町川口892 津市白山保健福祉センター内

059-262-7029

津市社協 美杉支部

津市美杉町奥津929 津市美杉高齢者生活福祉センター内

059-274-0023

松阪市殿町1563 松阪市社会福祉会館内

0598-21-1487

松阪市社協 松阪支所

松阪市鎌田町213-1

0598-30-5210

松阪市社協 嬉野支所

松阪市嬉野権現前町423-9 嬉野社会福祉センター内

0598-42-2718

松阪市社協 三雲支所

松阪市曽原町2678 ハートフルみくも保健福祉センター内

0598-56-7247

松阪市社協 飯南支所

松阪市飯南町横野885 飯南ふれあいセンター内

0598-32-4630

松阪市社協 飯高支所

松阪市飯高町富永72-1 飯高高齢者生活福祉センター内

0598-45-1125

多気郡多気町四疋田587-1 多気町地域福祉センター天啓の里

0598-38-8090

多気郡多気町朝柄2889

0598-49-4523

多気郡明和町馬之上917-1 福祉サービスセンター明和の里内

0596-52-7056

松阪市社会福祉協議会

多気町社会福祉協議会
多気町社協 勢和支所
明和町社会福祉協議会
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名 称

所在地

電話番号

多気郡大台町粟生1010 大台町地域福祉センター内

0598-83-2862

多気郡大台町江馬122 宮川福祉センター

0598-76-0160

伊勢市御薗町長屋2767 ハートプラザみその内

0596-20-8610

伊勢市社協 中部支所

伊勢市八日市場町13-1 伊勢市福祉健康センター内

0596-27-2425

伊勢市社協 東部支所

伊勢市二見町茶屋456-2

0596-43-5551

伊勢市社協 西部支所

伊勢市小俣町元町536 小俣保健センター

0596-27-0509

伊勢市社協 北部支所

伊勢市御薗町長屋2767

0596-22-6617

玉城町社会福祉協議会

度会郡玉城町勝田4876-1 玉城町保健福祉会館内

0596-58-6915

南伊勢町社会福祉協議会

度会郡南伊勢町五ヶ所浦2928

0599-66-1211

度会郡南伊勢町村山1132-1 南伊勢町地域福祉センター内

0596-76-1500

大紀町社会福祉協議会

度会郡大紀町錦736-7 紀勢保健センター内

0598-73-3227

度会町社会福祉協議会

度会郡度会町棚橋1202 度会町地域福祉センター内

0596-62-1117

鳥羽市社会福祉協議会

鳥羽市大明東町2-5 鳥羽市保健福祉センターひだまり内

0599-25-1188

志摩市社会福祉協議会

志摩市磯部町迫間955 磯部健康福祉センター「かがやき」内

0599-56-1600

伊賀市社会福祉協議会

伊賀市上野中町2976-1 上野ふれあいプラザ3F

0595-21-5866

伊賀市社協 上野地域センター 伊賀市上野中町2976-1 上野ふれあいプラザ3F

0595-21-5866

伊賀市社協 いがまち地域センター 伊賀市愛田513 いがまち保健福祉センター「愛の里」

0595-45-1012

大台町社会福祉協議会
大台町社協 宮川支所
伊勢市社会福祉協議会

南伊勢町社協 南島支所

伊賀市社協 島ヶ原地域センター

伊賀市島ヶ原4743 島ヶ原福祉センター「清流」

伊賀市社協 阿山地域センター 伊賀市馬場1128-1 阿山保健福祉センター内
伊賀市社協 大山田地域センター

伊賀市平田656-1 大山田福祉センター内

伊賀市社協 青山地域センター 伊賀市阿保1988-1 青山福祉センター

0595-59-3132
0595-43-1854
0595-47-0780
0595-52-2999

名張市社会福祉協議会

名張市丸之内79 名張市総合福祉センターふれあい内

0595-63-1111

尾鷲市社会福祉協議会

尾鷲市栄町5-5 尾鷲市福祉保健センター内

0597-22-3246

紀北町社会福祉協議会

北牟婁郡紀北町東長島209-9 紀北町社会福祉会館内

05974-7-0725

北牟婁郡紀北町相賀488-1

0597-32-3355

熊野市社会福祉協議会

熊野市井戸町1150 熊野市保健福祉センター内

0597-89-5000

御浜町社会福祉協議会

南牟婁郡御浜町大字下市木2040 御浜町福祉健康センター内

05979-2-3813

紀宝町社会福祉協議会

南牟婁郡紀宝町鵜殿1074-1

0735-32-0957

南牟婁郡紀宝町神内277-2 神内老人福祉センター内

0735-32-2023

紀北町社協 海山支所

紀宝町社協 神内事業所

相談窓口-10

５ 地域包括支援センター
R1.5.1現在
名 称
桑名市 介護予防支援室

所在地
桑名市中央町2丁目37 桑名市役所内

桑名市 東部地域包括支援センター 桑名市内堀17
桑名市西金井170
特別養護老人ホームいこい内
桑名市江場776-5
桑名市 南部地域包括支援センター
ヨナハ在宅ケアセンター内
桑名市多度町多度1丁目1-1
桑名市 北部西地域包括支援センター
多度すこやかセンター内
桑名市大山田1丁目7-4
桑名市 福祉なんでも相談センター
大山田コミュニティプラザ内
桑名市長島町松ヶ島66番地
桑名市 北部東地域包括支援センター
長島デイサービスセンターほほえみ内
いなべ市北勢町阿下喜31
いなべ市 地域包括支援センター
いなべ市役所本庁舎内
桑名市 西部地域包括支援センター

電話番号

担当地域

0594-24-5104

桑名市全域

0594-24-8080

精義、立教、城東、修徳、大成

0594-25-8660

桑部、在良、七和、久米

0594-25-1011

日進、益世、城南

0594-49-2031
0594-41-2114

筒尾、松ノ木、大山田、星見ヶ丘、
野田、藤が丘、陽だまりの丘、新西
方、多度

0594-42-2119

大和、深谷、長島

0594-86-7818

いなべ市全域

木曽岬町 地域包括支援センター

木曽岬町大字西対海地250

0567-68-8183

木曽岬町全域

東員町 地域包括支援センター

東員町大字山田1600 東員町役場内

0594-86-2856

東員町全域

四日市市 北地域包括支援センター 四日市市富田浜町26-14

059-365-6215

海蔵、羽津、大矢知、富田、富洲
原、八郷、下野、保々

四日市市 中地域包括支援センター 四日市市本町9-8本町プラザ内

059-354-8346

中部、橋北、川島、神前、三重、
桜、県

四日市市 南地域包括支援センター 四日市市山田町5500-1

059-328-2618

小山田、水沢、河原田、四郷、日
永、常磐、楠、塩浜、内部

059-391-2220

菰野町全域

059-377-5500

朝日町全域

059-365-9999

川越町全域

059-370-3751

庄野、加佐登、牧田、石薬師、井田川、久間
田、椿、深伊沢、鈴峰、庄内

059-384-4165

神戸、一ノ宮、河曲、玉垣、飯野、
箕田

059-382-5233

国府、飯野、玉垣、若松

菰野町 地域包括支援センター
朝日町 地域包括支援センター
川越町 地域包括支援センター
鈴鹿 西部地域包括支援センター
鈴鹿 北部地域包括支援センター
鈴鹿 中部地域包括支援センター

菰野町大字潤田1281
菰野町保健福祉センター内
朝日町大字小向891-5
朝日町保健福祉センター内
川越町大字豊田一色314
川越町社会福祉協議会内
鈴鹿市平田1丁目3-5
アルテハイム鈴鹿内
鈴鹿市神戸3丁目12-10
介護老人保健施設ひまわり内
鈴鹿市神戸地子町383-1
鈴鹿市社会福祉協議会内

鈴鹿 南部地域包括支援センター

鈴鹿市南若松町1 伊勢マリンホーム内

059-380-5280

白子、稲生、南若松、栄、天名、合
川

亀山 地域包括支援センター

亀山市羽若町545
亀山市総合保健福祉センター内

0595-83-3575

亀山市全域

津市 地域包括支援センター

津市西丸之内23-1 津市役所内

059-229-3294

津市全域

津 中部中地域包括支援センター

津市観音寺町442-3

059-271-6535

養正、安東、櫛形、津西、一身田、栗真町屋町
の一部（志登茂団地）、大里窪田町の一部（一
身田桜町）

津 中部北地域包括支援センター

津市島崎町97-1 津地区医師会館2F内

059-213-3181

北立誠、南立誠、敬和

津 中部東地域包括支援センター

津市津興2947 八幡園敷地内

059-213-8115

修成、育生、藤水、南が丘

059-237-2018

美里全域、片田、半田、神戸、緑が
丘、野田、新町

059-238-6511

香良洲全域、高茶屋、雲出

津 中部西地域包括支援センター
津 中部南地域包括支援センター

津市野田2059
特別養護老人ホーム泉園内
津市高茶屋小森町字瓦ヶ野4152
特別養護老人ﾎｰﾑ ｼﾙﾊﾞｰｹｱ豊壽園内

津 北部東地域包括支援センター

津市河芸町浜田868 津市河芸ほほえみｾﾝﾀｰ
内 津市社会福祉協議会河芸支部

059-245-6666

河芸全域、栗真、白塚

津 北部西地域包括支援センター

津市安濃町東観音寺353
介護老人保健施設あのう内

059-267-1125

芸濃全域、安濃全域、大里、高野
尾、豊が丘

相談窓口-11

名 称

所在地

電話番号

担当地域

津 久居地域包括支援センター

津市久居新町3006 ポルタ久居3Ｆ
久居ｹｱｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ｼﾙﾊﾞｰｹｱ豊壽園内

059-254-4165

久居全域

津 一志地域包括支援センター

津市白山町川口892 津市白山保健福祉ｾﾝﾀｰ
内 津市社会福祉協議会白山支部

059-262-7295

一志全域、白山全域、美杉全域

松阪市 第一地域包括支援センター 松阪市白粉町363 松阪地区医師会館内

0598-25-1070

殿町・久保中学校区等

松阪市 第二地域包括支援センター

松阪市嬉野権現前町423-9
嬉野社会福祉センター内

0598-42-7255

嬉野・三雲・西中学校区等

松阪市 第三地域包括支援センター

松阪市飯南町横野885
飯南ふれあいセンター内

0598-32-5083

飯南・飯高東・飯高西中学校区等

松阪市 第四地域包括支援センター

松阪市鎌田町244-3
介護老人保健施設嘉祥苑となり

0598-51-5885

鎌田・東部中学校区等

松阪市 第五地域包括支援センター 松阪市駅部田町字峯戸25-3

0598-25-4300

中部・大江・多気中学校区等

多気町 地域包括支援センター

多気町相可1600

0598-38-1114

多気町全域

明和町 地域包括支援センター

明和町大字馬之上944-5
明和町保健福祉センター

0596-52-7127

明和町全域

大台町 地域包括支援センター

大台町佐原750

0598-82-3160

大台町全域

伊勢市八日市場町13-1 伊勢市社会福祉協議

0596-27-2424

倉田山（有緝・神田久志本・神久）、
厚生、御薗

伊勢市 中部地域包括支援センター 会中部支所内（福祉健康ｾﾝﾀｰ内）
伊勢市 西地域包括支援センター

伊勢市小俣町元町536 伊勢市社会福祉
協議会西部支所内（小俣保健ｾﾝﾀｰ内）

0596-20-5055

豊浜、北浜、城田、小俣町

伊勢市 東地域包括支援センター

伊勢市二見町三津855
ふたみシルバーケア豊壽園内

0596-44-1165

二見、湊、五十鈴

伊勢市 南地域包括支援センター

伊勢市二俣町577-9 神路園内

0596-21-0080

倉田山（明倫・豊川）、宮川、宮本、
沼木

鳥羽市 地域包括支援センター

鳥羽市大明東町2-5
鳥羽市保健福祉センター「ひだまり」内

0599-25-1182

鳥羽市全域

志摩市 地域包括支援センター

志摩市阿児町鵜方3098-22
志摩市役所 介護・総合相談支援課内

0599-44-0284

志摩市全域

玉城町 地域包括支援センター

玉城町勝田4876-1 保健福祉会館内

0596-58-7373

玉城町全域

度会町 地域包括支援センター

度会町棚橋1215-1 度会町役場内

0596-62-1118

度会町全域

大紀町 地域包括支援センター

大紀町滝原1030-1 滝原公民館内

0598-84-8050

大紀町全域

南伊勢町 地域包括支援センター

南伊勢町五ヶ所浦3057
南伊勢町役場南勢庁舎内

0599-66-1162

南伊勢町全域

名張市 地域包括支援センター

名張市鴻之台1番町1 名張市役所内

0595-63-7833

名張市全域

伊賀市 地域包括支援センター

伊賀市四十九町3184

0595-26-1521

伊賀市全域

尾鷲市 地域包括支援センター

尾鷲市栄町5-5
尾鷲市福祉保健センター内

0597-22-3003

尾鷲市全域

紀北町 地域包括支援センター

紀北町東長島209-9
紀北町社会福祉協議会内

0597-47-0517

紀北町全域

熊野市 地域包括支援センター

熊野市井戸町1150
熊野市保健福祉センター内

0597-89-5811

熊野市全域

御浜町 地域包括支援センター

御浜町大字阿田和6120-1
御浜町役場内

05979-3-0514

御浜町全域

紀宝町 地域包括支援センター

紀宝町鵜殿324 紀宝町役場本庁舎1F

0735-33-0175

紀宝町全域

相談窓口-12

６ 保健所
R1.7.1現在
保健所

担当課

所在地

電話番号

桑名保健所

地域保健課

桑名市中央町5丁目71 （県桑名庁舎2F）

0594-24-3620

四日市市保健所

保健予防課

四日市市諏訪町2-2 (四日市市総合会館4F)

059-352-0596

鈴鹿保健所

地域保健課

鈴鹿市西条5-117 （県鈴鹿庁舎2F）

059-382-8673

津保健所

地域保健課

津市桜橋3-446-34 （県津庁舎5F）

059-223-5094

松阪保健所

地域保健課

松阪市高町138 （県松阪庁舎2F）

0598-50-0532

伊勢保健所

地域保健課

伊勢市勢田町628-2 （県伊勢庁舎1F）

0596-27-5148

伊賀保健所

地域保健課

伊賀市四十九町2802 （県伊賀庁舎2F）

0595-24-8076

尾鷲保健所

健康増進課

尾鷲市坂場西町1番1号 （県尾鷲庁舎2F）

0597-23-3454

熊野保健所

健康増進課

熊野市井戸町383

0597-89-6115

７ 精神保健福祉センター （こころの健康センター）
R1.7.1現在
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34 (県津庁舎保健所棟2F）

電話 059-223-5243
（平日 8:30～17:15）

（１） 専門電話相談 ＊祝日・年末年始を除く
① ひきこもり専門電話相談、依存症専門電話相談 （毎週水曜日 13:00～16:00）

059-253-7826

② 自殺予防・自死遺族 電話相談 （毎週月曜日 13:00～16:00） ※祝日の場合は火曜日 059-253-7823

（２） 専門面接相談（予約制） ＊祝日・年末年始を除く

※ 面接相談の予約は専門電話相談へ

① ひきこもり 面接相談
対象： ひきこもりで悩んでいる方や、その家族・親族及び関係機関
② 依存症 面接相談
対象： アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症の方や、その家族・親族及び関係機関
③ 自殺予防・自死遺族 面接相談
対象： 自殺予防のための相談、自死で家族を亡くされた方、及び関係機関

（３） 傾聴電話 ＊祝日・年末年始を除く
こころの傾聴テレフォン （平日毎日 10:00～16:00）

059-223-5237、5238

対象： こころの悩みを聴いて欲しい方

相談窓口-13

（保健所・精神保健福祉センター） 精神科医師による相談
R1.7.1現在
※ いずれも事前に予約が必要。詳しくは、問い合わせ先にご確認ください。
保健所

実施日など

実施場所
桑名庁舎及び
市町保健センターなど

問い合わせ先
地域保健課
電話 0594-24-3620

桑名保健所

毎月第４水曜日

四日市市保健所

毎月２回開催
四日市市保健所
（原則第２木曜日・第４金曜日）

保健予防課
電話 059-352-0596

鈴鹿保健所

奇数月開催（年6回）
（原則、第１木曜日 13:30～
15:30）

鈴鹿保健所

地域保健課
電話 059-382-8673

松阪保健所

毎月１回（年12回）開催

松阪保健所

地域保健課
電話 0598-50-0532

伊勢保健所

年6回

伊勢保健所

地域保健課
電話 0596-27-5148

伊賀保健所

年11回（4月を除く）

伊賀保健所

地域保健課
電話 0595-24-8076

尾鷲保健所

年２回

尾鷲保健所
紀北町老人福祉センター

健康増進課
電話 0597-23-3428

熊野保健所

年２回

御浜町役場
紀宝町役場

健康増進課
電話 0597-89-6115

津保健所

こころの健康センター

［ひきこもり・依存症関連］
ひきこもり・依存症専門相談
（毎週水曜日 13:00～16:00）
電話 059-253-7826

［ひきこもり関連］
［依存症関連］
［自殺予防関連］

こころの健康センター

※ 実施日はお問い合わせ
下さい

[自殺予防関連等]
自殺予防・自死遺族電話相談
（毎週月曜日 13:00～16:00）
※祝日の場合は火曜日
電話 059-253-7823

８ 三重県精神科救急情報センター
H31.4.1現在

精神科救急医療相談

０５９８－２９－９０９９

（夜間・休日を含めた365日24時間対応）

＊ 精神障がいのある方やご家族が、夜間・休日等でかかりつけの医療機関と連絡が取れず、お困りのときの
緊急相談電話です。
＊ 既にかかりつけの精神科医療機関がある場合は、まずそちらにご相談ください。
＊ 精神科医療のスタッフが相談に対する助言を行うほか、必要に応じて精神科医療機関を紹介しています。
＊ 夜間・休日等の精神科救急医療（診察・入院等）は、精神科病院の当番制で運用しています（三重県精神科
救急医療システム事業）。この相談電話で、当日の当番病院をご紹介いたします。

相談窓口-14

9 その他の相談
（１） 三重県自閉症・発達障害支援センター
R1.7.1現在
支援機関と連携しながら、地域で暮らす自閉症・発達障がい児（者）の支援を行います。
エリア

名 称

内 容

〒510-1326 三重郡菰野町杉谷1573 電話 059-394-3412
＊ 運営主体 社会福祉法人檜の里
＊ 市町の相談窓口等の紹介を受けた方が対象
＊ 電話相談 平日 8:30～17:00
来所相談 平日 9:30～17:00 （要予約）
あさけ
訪問支援 平日 9:30～17:00 （相談内容により実施）
＊ ホームページ http://asakegakuen.com/

県北部
エリア

※相談料は不要
電話 0598-86-3911（伊勢志摩）（紀北・紀南）

〒519-2703 度会郡大紀町滝原1195-1

059-238-0002（松阪・多気）
059-253-1163（津）

県南部
エリア

れんげ

（分室） 〒514-0818 津市城山1丁目12-2 電話 059-238-0002
＊ 運営主体 社会福祉法人おおすぎ
＊ 市町の相談窓口等の紹介を受けた方が対象
＊ 電話相談 随時
来所相談 平日 8:30～17:30 （要予約）
訪問相談 平日 8:30～17:30 （要予約）
＊ ホームページ http://www.ma.mctv.ne.jp/~rensan/senter2.htm

※相談料は不要
（２） 高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業
R1.7.1現在
県内の高次脳機能障害者(児)からの総合相談窓口です。
名 称

三重県身体障害者
総合福祉センター

内 容

相談先

高次脳機能障害者（児）支援コーディネーターを配置し、
〒514-0113
直接的または間接的な相談支援、支援機関に対する研
津市一身田大古曽670-2
修、普及啓発、アフターフォローなどを実施しています。
059-231-0155
相談日 平日8:30～17:00

（３） 認知症に関する相談

H27.4.1現在
H31.4.1現在

認知症の介護の悩み、介護サービスの利用方法などの相談窓口です。
名 称

三重県認知症
コールセンター

公益社団法人
認知症の人と家族の会
三重県支部

内 容
＊ 実施主体 三重県
（認知症の人と家族の会三重支部に委託）
＊ 相談日 月・火・木・金・土曜日 10:00～18:00
（水・日曜日、祝日、年末年始は休み）
＊ 認知症の方や家族、関わる方の電話相談窓口です。
若年性認知症に関する相談もお受けします。

〒514-0821 津市垂水2772-75
＊ 認知症の電話相談 介護経験家族による相談

相談窓口-15

電話番号

059-235-4165
（よいろうご）

0120-294-456（土
日祝を除く通話無
料、10:00～15:00）
TEL&FAX059227-8787（月～
金、10:00～15:00）

（４） 障害者就業・生活支援センター
R1.6.12現在
就職を希望されている又は在職中の障がいのある方に、就業面・生活面の一体的な支援を行います。
名 称

所在地

運営法人

電話番号

【桑名員弁圏域】
障がい者総合相談支援センターそういん

桑名市寿町3丁目11
太平洋桑名ビル２F

医療法人 北勢会

0594-27-7188

【四日市圏域】
四日市障害者就業・生活支援
センター プラウ

四日市市諏訪町2-2
四日市市総合会館2F

社会福祉法人
四日市市社会福祉協議会

059-354-2550

【鈴鹿亀山圏域】
鈴鹿亀山障害者就業・生活支援
センター あい

鈴鹿市神戸1丁目18-18
鈴鹿市役所西館2F

059-381-1035
社会福祉法人 和順会

亀山市羽若町545
総合保健福祉センター2Ｆ

0595-84-4711

【津圏域、伊勢市】
津地域障がい者就業・生活支援
センター ふらっと

津市大門7-15
津センターパレス3F

社会福祉法人
聖マッテヤ会

【津圏域】
059-229-1380
【伊勢市】
059-253-1582

【松阪・多気圏域】
松阪・多気地域障がい者就業・生活
支援センター Jマーベル

松阪市京町508-1
101ビル4F

社会福祉法人
聖マッテヤ会

0598-20-8680

【伊賀圏域】
ジョブサポートハオ

名張市西原町2625

社会福祉法人 名張育成会

0595-65-7710

【伊勢志摩圏域（伊勢市以外）】
障害者就業・生活支援センター 結

尾鷲市栄町5-5

社会福祉法人
尾鷲市社会福祉協議会

0597-37-4011

【紀北圏域】
【基幹相談支援センター】
紀北地域障がい者総合相談支援センター結
（尾鷲市社会福祉協議会内）

尾鷲市栄町5-5

社会福祉法人
尾鷲市社会福祉協議会

0597-37-4011

社会福祉法人
熊野市社会福祉協議会

0597-85-4500

【紀南圏域】
紀南地域小規模障がい者就業・生活支援 熊野市井戸町383
センター Colors

（５） 三重県精神障がい者地域移行・地域定着支援事業
R1.7.1現在
長期入院精神障がい者へ退院意欲を喚起することで退院を促進し、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをするこ
とができるように、地域移行･地域定着を推進することを目的とした事業です。
名 称

所在地

運営法人

電話番号

障がい者総合相談支援センター
そういん

桑名市寿町3丁目11
太平洋桑名ビル2F

医療法人
北勢会

0594-27-7188

障害者相談支援センター
ソシオ

四日市市日永5045番地
総合心療センターひなが
いこい館1階

社会医療法人
居仁会

059-345-9016

【基幹相談支援センター】
障害者総合相談支援センター
あい

鈴鹿市神戸1-18-18
鈴鹿市役所西館2Ｆ

社会福祉法人
ジェイエイみえ会

059-381-1035

津市精神障がい者相談支援サテライト
（アンダンテ）

津市城山1丁目8-16

社会福祉法人
夢の郷

059-238-0303

名張市障害者地域活動支援センター
ひびき

名張市美旗中村2326

社会福祉法人
名張育成会

0595-67-4177

志摩市障がい者相談支援センター
こだま

志摩市阿児町鵜方3098-1
サンライフあご3F

社会福祉法人
愛恵会

0599-44-3880

相談窓口-16

（６） 医療に関する相談
R1.7.1現在
医療に関する患者さんとその家族等の相談・心配ごとに迅速に対応し、中立的な立場で一緒に考える窓口です。
名 称

内 容

三重県医療安全支援センター
（医療相談窓口）

＊ 実施主体： 三重県
（医療保健部 医務国保課 医務・県立病院・看護大学班）
＊ 相談受付日： 月～金曜日
（但し、祝日及び年末年始（12/29～1/3）の期間は除きます。）
＊ 受付時間： 8:30～12:00 及び 13:00～17:00
（8:30～10:30と、15:30～17:00の時間帯については、交代勤務
のため、相談員が不在となる日があります。予めご了承ください。）
＊ 受付方法： 電話、面談（要予約）、E-mail、郵便
（原則として、電話による相談を受け付けています。なお、相談
時間は30分以内です。）
＊ ホームページ：

電話番号

059-224-3111

http://www.pref.mie.lg.jp/iryos/hp/24200023349.htm
＊E-mail：
iryos@pref.mie.lg.jp

（７） 薬に関する相談
R1.7.1現在
薬について、わからないこと、知りたいことの相談窓口です。
名 称

内 容

〒514-0002 津市島崎町311番地
＊ 相談時間： 午前9時30分から午後4時30分まで
一般社団法人 三重県薬剤師会
（ただし、土日曜祝祭日・年末年始（12月29日～1月3日）は休
薬事情報センター
館。）
「薬の相談テレホン」
＊ 相談は、電話を原則としますが、文書あるいは、直接センター
に来られても結構です。

電話番号

059-228-1113

（８） 福祉サービスの苦情相談
H31.4.1現在
利用者と事業者の両者が話し合っても解決が難しい場合、直接言いにくい場合に、解決に向けた支援を行います。
名 称
三重県社会福祉協議会
三重県福祉サービス
運営適正化委員会

内 容
〒514-8552 津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館2階
＊ 相談日 月～金曜日 （祝日・年末年始は休み） 9:00～17:00
＊ ホームページ

電話番号

059-224-8111

http://www.miewel-1.com/unei_tekisei/index.html

（９） 地域生活定着支援センター
R1.7.1現在
矯正施設に入所している障がい者や高齢者で、福祉の支援を要する人に対し、地域生活への復帰支援を行います。
名 称

三重県地域生活定着
支援センター

内 容
〒514-0003 津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館5階
＊ 三重県社会福祉士会が受託
＊ 業務時間 月～金曜日
（祝日・年末年始は休み） 9:00～17:00
＊ ホームページ http://mie-teichaku.jp/index.html

相談窓口-17

電話番号

059-221-1025

（１０） 障害年金に関する相談
R1.7.1現在
障害年金の申請や問い合わせの窓口です。
内 容
◆ 障害基礎年金の申請窓口

お住まいの市町担当課

◆ 障害厚生年金の申請窓口及びご不明な点に関する問い合わせ

お近くの年金事務所 ・ 年金相談センター

四日市年金事務所 電話 059-353-5515 〒510-8543 四日市市十七軒町17-23
津年金事務所
電話 059-228-9112 〒514-8522 津市桜橋3-446-33
松阪年金事務所 電話 0598-51-5115 〒515-8973 松阪市宮町17-3
伊勢年金事務所 電話 0596-27-3601 〒516-0072 伊勢市宮後3丁目5-33
尾鷲年金事務所 電話 0597-22-2340 〒519-3692 尾鷲市林町2-23
街角の年金相談センター津（オフィス）
＊「街角の年金相談センター（オフィス）」は、 全国社会保険労務士会連合会が運営しています。
＊「街角の年金相談センター（オフィス）」では、“対面による年金相談”を行っております。
“お電話による年金相談”は受け付けておりません。
お問い合わせ先 059-264-7700
〒514-0036 津市丸之内養正町4-1 森永三重ビル1F
◆ 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」
電話 0570-05-1165 （050で始まる電話でおかけになる場合 03-6700-1165）
受付時間 月曜日 8:30～19:00、 火～金曜日 8:30～17:15、 第2土曜日 9:30～16:00
＊ 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19:00まで相談をお受けします。
＊祝日（第2土曜日は除く）、12/29～1/3は、利用できません。
◆ 日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
＊ 年金の基礎知識、全国の年金事務所の所在地・電話番号などの情報が掲載されています。

相談窓口-18

（1１） 障がい者虐待相談窓口
H31.4.1現在
障がい者の虐待相談窓口です。
市町

三重県

担当課

方法

三重県障害者
権利擁護センター
（三重県子ども・福
祉部障がい福祉
課内）

直営

障害福祉課

桑名市

いなべ市

直営

所在地
〒514-8570
津市広明町13番地

平日 8:30～17:15

連絡先
電話 059-224-2798
FAX 059-228-2085
E-mail shoho@pref.mie.lg.jp
電話 0594-24-1171
FAX 0594-24-5812
E-mail
jfukusim@city.kuwana.lg.jp

平日 8:30～17:15
〒511-8601
桑名市中央町2丁目37
番地
平日夜間 17:15～8:30
電話 0594-24-1279
休日 24時間

障害者総合相談
支援センターくわ
な

委託

〒511-0061
平日 8:30～17:00
電話 0594-87-7490
桑名市寿町1丁目11番 平日夜間 17:00～8:30
FAX 0594-87-7491
地
休日 24時間

桑名市社協障害
者総合相談支援
センター

委託

〒511-1122
平日 8:30～17:15
電話 0594-41-2015
桑名市長島町松ヶ島53 平日夜間 17:15～8:30
FAX 0594-84-7891
番地2
休日 24時間

障がい者総合相
談支援センターそ
ういん

委託

〒511-0061
平日 8:30～17:00
電話 0594-27-7188
桑名市寿町1丁目11番 平日夜間 17:00～8:30
FAX 0594-24-6777
地
休日 24時間

直営

〒511-0498
いなべ市北勢町阿下
喜31番地

社会福祉課

木曽岬町

福祉健康課

直営

〒498-8503
桑名郡木曽岬町大字
西対海地251番地

東員町

地域福祉課

直営

〒511-0295
員弁郡東員町大字
山田1600番地

四日市市

対応時間

障害福祉課

直営

〒510-8601
四日市市諏訪町1番5
号

平日 8:30～17:15

電話 0594-86-7816
FAX 0594-86-7865

平日夜間 17:15～8:30
電話 0594-86-7850
休日 24時間
電話 0567-68-6104
平日 8:30～17:15
FAX 0567-66-4841
平日夜間 17:15～8:30
E-mail
休日 24時間
fukushi@town.kisosaki.mie.jp
電話 0594-86-2804
平日 8:15～17:00
FAX 0594-86-2851
E-mail fukusi@town.toin.lg.jp
平日夜間 17:00～8:15 電話 0594-76-6045
休日 24時間
FAX 0594-86-2851

平日 8:30～17:15

電話 059-354-8171
FAX 059-354-3016
E-mail
shogaifukushi@city.yokkaich
i.mie.jp

平日夜間 17:15～8:30 電話 059-354-8177
休日 24時間
FAX 059-354-3016
健康福祉課

直営

〒510-1292
三重郡菰野町大字
潤田1250

委託

〒510-1253
電話 059-394-1294
三重郡菰野町大字
平日 8:30～17:15
FAX 059-394-3422
潤田1281
平日夜間 17:15～8:30
E-mail komono-f
（菰野町保健福祉セン 休日 24時間
@m2.cty-net.ne.jp
ターけやき）

直営

〒510-8522
三重郡朝日町大字
小向893

菰野町
菰野町障がい者
虐待防止センター

朝日町

川越町

保険福祉課

福祉課

直営

〒510-8588
三重郡川越町大字豊
田一色280

平日 8:30～17:15

電話 059-391-1123
FAX 059-394-3423

電話 059-377-5659
平日 8:30～17:15
FAX 059-377-2790
平日夜間 17:15～8:30
E-mail
休日 24時間
hoken@town.asahi.mie.jp
平日 8:30～17:15

電話 059-366-7116
FAX 059-365-5380
E-mail
k-fukushi@town.kawagoe.mie.jp

平日夜間 17:15～8:30
電話 059-366-7111
休日 24時間
相談窓口-19

市町

担当課

障がい福祉課

方法

直営

鈴鹿市

〒513-8701
鈴鹿市神戸1丁目
18-18

地域福祉課

委託

直営

〒513-8701
鈴鹿市神戸1丁目
18-18

多気町

〒519-0164
亀山市羽若町545

平日 8:30～17:15

電話 0595-84-3313
FAX 0595-82-8180
E-mail
shogaishashien@city.kamey
ama.mie.jp

〒519-0195
亀山市本丸町577

平日夜間 17:15～8:30
電話 0595-82-1111
休日 24時間

障がい福祉課

直営

津市障がい者
虐待防止センター

委託

〒514-0027
津市大門7-15
津センターパレス3F

障がい福祉課

直営

〒515-8515
松阪市殿町1340-1

直営

〒519-2181
多気郡多気町相可
1600

健康福祉課

明和町

直営
明和町障がい者
生活支援センター

電話 059-229-3157
FAX 059-229-3334
平日 8:30～17:15
E-mail 2293157@city.tsu.lg.jp
電話 059-264-7002
平日 8:30～17:15
FAX 059-253-1646
平日夜間 17:15～8:30
E-mail tsu休日 24時間
kikan@athena.ocn.ne.jp
電話 0598-53-4056,4082
平日 8:30～17:15
FAX 0598-26-9113
平日夜間 17:15～8:30 E-mail
休日 24時間
shogai.div@city.matsusaka.m
ie.jp

電話 0598-38-1114
平日 8:30～17:15
FAX 0598-38-1140
平日夜間 17:15～8:30
E-mail fukushi@town.mie休日 24時間
taki.lg.jp
電話 0596-52-7115
〒515-0332
平日 8:30～17:15
FAX 0596-52-7137
多気郡明和町大字
平日夜間 17:15～8:30
E-mail ayumi@town.mie馬之上945
休日 24時間
meiwa.lg.jp
電話 0596-52-7127
〒515-0332
FAX 0596-52-7128
多気郡明和町大字
平日 8:30～17:15
E-mail shien@town.mie馬之上944-5
meiwa.lg.jp
電話 0598-82-3783
FAX 0598-82-2202
平日 8:30～17:15
E-mail
〒519-2404
tyomin@town.odai.lg.jp
多気郡大台町佐原750
（大台町役場内）
平日夜間 17:15～8:30
0598-82-3792
休日 24時間

町民福祉課

直営

障がい福祉課

直営

〒516-0037
平日 8:30～17:15
伊勢市岩渕1丁目7-29

伊勢市障害者総
合相談支援セン
ター フクシア

委託

〒516-0037
伊勢市岩渕2丁目4-9

玉城町

地域共生室

直営

〒519-0433
度会郡玉城町勝田
4876-1

南伊勢町

子育て・福祉課

直営

〒516-0194
度会郡南伊勢町
五ヶ所浦3057

伊勢市

電話 059-382-7626
FAX 059-382-7607
E-mail
shogaifukushi@city.suzuka.lg
.jp

電話 059-381-1035
FAX 059-381-1036
E-mail ai-10@mecha.ne.jp

〒514-8611
津市西丸之内23-1

健康あゆみ課

大台町

平日 8:30～17:15

連絡先

終日 24時間

津市

松阪市

対応時間

平日夜間 17:15～8:30 電話 059-382-1100（代表
休日 24時間
電話）
障害者総合相談
支援センター
あい

亀山市

所在地

相談窓口-20

電話 0596-21-5558
FAX 0596-20-8555
E-mail syougai@city.ise.lg.jp
電話 0596-28-3035
平日 8:30～17:30
FAX 0596-28-3035
平日夜間 17:30～8:30
E-mail fushsia@soudan休日 24時間
ise.jp
電話 0596-58-7373
平日 8:30～19:00
FAX 0596-58-8688
平日夜間 19:00～8:30
E-mail seifuku休日 24時間
t@town.tamaki.lg.jp
電話 0599-66-1114
平日 8:30～17:15
FAX 0599-66-1113
平日夜間 17:15～8:30 E-mail
休日 24時間
hukushi@town.minamiise.lg.j
p

市町
大紀町

度会町

担当課
健康福祉課

住民生活課

方法
直営

〒519-2703
度会郡大紀町滝原
1610-1

直営

〒516-2195
度会郡度会町棚橋
1215-1

対応時間

連絡先
電話 0598-86-2216
平日 8:30～17:15
FAX 0598-86-3276
平日夜間 17:15～8:30
E-mail kek@town.mie休日 24時間
taiki.lg.jp
電話 0596-62-2413
平日 8:30～17:15
FAX 0596-62-1138
平日夜間 17:15～8:30
E-mail seikatsu休日 24時間
w@town.watarai.lg.jp

平日 8:30～17:15

鳥羽市役所

〒517-0011
鳥羽市鳥羽3丁目1-1

平日夜間 17:15～8:30
電話 0599-25-1111
休日 24時間

志摩市障がい者
虐待防止センター
（相談支援セン
ターこだま）

〒517-0501
志摩市阿児町鵜方
3098-1
（サンライフあご3F）

鳥羽市

直営

委託

名張市

障害福祉室

直営

〒518-0492
名張市鴻之台1-1

伊賀市

障がい者相談
支援センター

直営

〒518-08501
伊賀市四十九町3184

平日 8:30～17:15

紀北町

福祉保健課

福祉保健課

直営

直営

〒519-3696
尾鷲市中央町10-43

〒519-3292
北牟婁郡紀北町東長
島769-1

電話 0595-63-7591
平日 8:30～17:15
FAX 0595-63-4629
平日夜間 17:15～8:30
E-mail
休日 24時間
shogai@city.nabari.mie.jp
平日 8:30～17:15
電話 0595-26-7725
平日夜間 17:15～8:30 FAX 0595-24-7511
休日 24時間
E-mail iga-syougai1@ict.jp

福祉事務所

直営

電話 0597-23-8203
FAX 0597-23-8204
E-mail jiritu@city.owase.lg.jp

平日夜間 17:15～8:30
電話 0597-23-8111
休日 24時間
電話 0597-46-3122
平日 8:30～17:15
FAX 0597-47-5903
平日夜間 17:15～8:30
E-mail fukushi@town.mie休日 24時間
kihoku.lg.jp

平日 8:30～17:15
熊野市

電話 0599-44-3880
FAX 0599-44-3885
E-mail
shimasodan@pearl.ocn.ne.jp

平日夜間 17:15～8:30
電話 080-3622-4875
休日 24時間

平日 8:30～17:15
尾鷲市

電話 0599-25-1183
FAX 0599-25-1154
E-mail
syougaifukushi@city.toba.lg.j
p

〒517-0022
鳥羽市大明東町2-5

健康福祉課

志摩市

所在地

〒519-4392
熊野市井戸町795

電話 0597-89-4111
（内線164・166）
FAX 0597-89-3304
E-mail
hukushi@city.kumano.jp

平日夜間 17:15～8:30
電話 0597-89-4111
休日 24時間

御浜町

紀宝町

健康福祉課

福祉課

電話 05979-3-0515
FAX 05979-3-0121
E-mail mkenkou@town.mihama.mie.jp

直営

〒519-5292
南牟婁郡御浜町大字
阿田和6120-1

24時間対応

直営

〒519-5701
南牟婁郡紀宝町
鵜殿324

電話 0735-33-0339
24時間対応
FAX 0735-32-3061
平日夜間 17:15～8:30
E-mail
休日 24時間
hukushi@town.kiho.lg.jp

相談窓口-21

（1２） 日常生活自立支援事業 【（旧名称）地域福祉権利擁護事業】
H31.4.1現在
福祉サービスを利用するための手続きのお手伝いや金銭管理サービスを通じて、皆さんの生活を応援します。
名 称

社会福祉協議会

電話番号

三重県日常生活自立支援センター

三重県社会福祉協議会

059-213-1223

木曽岬町日常生活自立支援センター

木曽岬町社会福祉協議会

0567-68-2760

東員日常生活自立支援センター

東員町社会福祉協議会

0594-76-1560

桑名日常生活自立支援センター

桑名市社会福祉協議会

0594-23-2856

いなべ日常生活自立支援センター

いなべ市社会福祉協議会

0594-86-7817

四日市日常生活自立支援センター

四日市市社会福祉協議会

059-354-2433

朝日町日常生活自立支援センター

朝日町社会福祉協議会

059-377-2941

川越町日常生活自立支援センター

川越町社会福祉協議会

059-365-0024

菰野日常生活自立支援センター

菰野町社会福祉協議会

059-394-1294

鈴鹿日常生活自立支援センター

鈴鹿市社会福祉協議会

059-382-7707

亀山日常生活自立支援センター

亀山市社会福祉協議会

0595-82-7985

津日常生活自立支援センター

津市社会福祉協議会

059-213-7111

松阪日常生活自立支援センター

松阪市社会福祉協議会

0598-22-3715

めいわ日常生活自立支援センター

明和町社会福祉協議会

0596-52-7056

大台町日常生活自立支援センター

大台町社会福祉協議会

0598-83-2862

多気町日常生活自立支援センター

多気町社会福祉協議会

0598-38-8090

伊勢日常生活自立支援センター

伊勢市社会福祉協議会

0596-20-8618

玉城町日常生活自立支援センター

玉城町社会福祉協議会

0596-58-6915

度会日常生活自立支援センター

度会町社会福祉協議会

0596-62-1117

大紀町日常生活自立支援センター

大紀町社会福祉協議会

0598-73-3227

鳥羽日常生活自立支援センター

鳥羽市社会福祉協議会

0599-25-1188

志摩日常生活自立支援センター

志摩市社会福祉協議会

0599-65-7058

南伊勢町日常生活自立支援センター

南伊勢町社会福祉協議会

0599-66-1211

いが日常生活自立支援センター

伊賀市社会福祉協議会

0595-21-9970

なばり日常生活自立支援センター

名張市社会福祉協議会

0595-64-1526

おわせ日常生活自立支援センター

尾鷲市社会福祉協議会

0597-23-3877

きほく日常生活自立支援センター

紀北町社会福祉協議会

0597-47-0725

熊野日常生活自立支援センター

熊野市社会福祉協議会

0597-89-1132

御浜町日常生活自立支援センター

御浜町社会福祉協議会

05979-2-3813

きほう日常生活自立支援センター

紀宝町社会福祉協議会

0735-32-0957

相談窓口-22

開所時間

月～金曜日 9:00～17:00
※ 相談受付は16:00まで
※ 祝日、年末年始は除く

（1３） その他
① 三重県男女共同参画センター フレンテみえ相談室
H31.4.1現在
＊ ホームページ

http://www3.center-mie.or.jp/center/frente/soudan/index.html

相談種別

内 容

相談先

① 女性の相談員による 女性のための電話相談
フレンテみえの相談員が一緒に考えます。
※ 月曜日が祝日の場合、朝・昼相談あり。
（翌平日が休館日となります）

女性のための
総合相談

時 間

月

火

水

木

金

土

日

朝

9:00～12:00

○

○

○

○

○

○

昼

13:00～15:30

○

－

－

○

○

○

夜

17:00～19:00

休
館
日
※

－

－

○

－

－

－

059-233-1133
（直通）

② 女性の相談員による 女性のための面接相談 （予約制）
電話相談のあと、ご希望や必要に応じてフレンテみえの相談をお受けしま
す。
※ ご本人がご予約ください。

059-233-1133
（直通）

③ 女性の弁護士による 女性のための法律相談（予約制）
夫婦・親子・離婚・金銭問題など法律に関するご本人の問題について、
女性の弁護士が相談をお受けします。
※ 第1・第3土曜日 13:30～16:30（第3土曜日は、託児サービス（無料）をご
利用いただけます。ご希望の方は事前にご相談ください。）
※ ご本人がご予約ください。

059-233-1133
（直通）

男性の相談員による 男性のための電話相談
男性のための
相談

人間関係・夫婦・家族・職場・性などの問題について、男性の相談員が一緒
に考えます。
※ 第1木曜日 17:00～19:00

059-233-1134
（直通）

相談員による ＬＧＢＴ電話相談
自分の性のあり方について専門の相談員がお受けします。
※ 第3金曜日 13:00～19:00
※ ご本人だけでなく、周囲の方からも相談をご利用いただけます。
LGBT電話相談

※ＬＧＢＴとは？
Ｌ…レズビアン（女性の同性愛者）
Ｇ…ゲイ（主に男性の同性愛者）
Ｂ…バイセクシュアル（両性愛者）
Ｔ…トランスジェンダー（生まれた時の法的・社会的性別とは違う性別で
生きる人、生きたいと望む人）。
これらに限らず性のあり方は多様です。

相談窓口-23

059-233-1134
（直通）

② 民間法人等で行っている相談事業
H31.4.1現在
機関・団体名

内 容

相談先

① 家族による電話相談 （毎週火・木曜日 10:00～16:00）
対象者： こころの病を持つ方の家族
ＮＰＯ法人
三重県精神保健福祉会
（さんかれん）

ＮＰＯ法人 ラポール

② 家族による面接相談 （毎週火・木曜日 10:00～16:00）
対象者： こころの病を持つ方の家族
※個別にお話をうかがいます（事前にご予約をお願いします）。
秘密は厳守いたします。
③ 家族交流サロン（要予約）
家族の方同士の交流の場です。
＊ ホームページ http://sankarenn.com/
心の問題の電話相談 （毎月第２・第４月曜日 10:00～13:00）
活動地域： 津市

059-271-5808

059-223-3456

◆ 家族による家族サロン（四日市）
（毎月1回開催）
場所：四日市市総合会館
対象者：約10代後半～30歳代の心の病を持つ方の家族
※日時、場所は左記までお問い合わせください。
ＮＰＯ法人
家族ピアサポート
すたーとらいん

◆ 家族による家族サロン（津）
（毎月1回開催）
場所：津市サンヒルズ安濃（大会議室）
対象者：約10代後半～30歳代の心の病を持つ方の家族
◆ 家族による家族サロン（伊勢）
（毎月第1木曜日 13:30～16:00）
場所：つどい場「縁（えにし）の家」
（伊勢市御薗町高向927）
対象者：約10代後半～30歳代の心の病を持つ方の家族

相談窓口-24

090-9122-4556

