今治市こころの健康等相談機関一覧表
相談窓口
ひよこ園
乳幼児発達相談

相談内容

所在地・電話番号・Mail
今治市石井町4-3-53
☎0898-32-9692

正光会今治病院
児童思春期不登校に関する相 今治市高市甲786-13
談
☎090-4335-2561
☎0898-48-2560

相談方法

運動発達や知的発達、ことばの問題につ 【電話相談】月～金曜日 15:30～17:00
【来所相談】（要予約）
いて、発達障がいについて

指導員
保育士

対象：6～18歳 小・中・高不登校、行 【電話・来所相談】（来所相談は要予約）
き渋りのある子どもさんを対象に、本人 10:00～16:00
やご家族（または、ご家族のみ）の相談

精神科認定看護師
臨床心理士
精神保健福祉士

いじめ問題に関する相談

相談員

今治市いじめ相談ホットラ
イン

今治市教育委員会
☎080-6399-3748

今治市青尐年センター
尐年悩み相談室

今治市南大門町2丁目5-1
【電話・来所・訪問相談】
第3別館4階
月～金曜日 8:30～17:00
学校・家庭・友達・不登校・いじめなど （祝日・年末年始を除く）
☎0898-22-7830
【メール相談】24時間受付
Mail:nayami-s＠imabari-city.jp

チャイルドライン ハート
コール・えひめ

☎089-917-7797

東予若者サポートステー
ション

スタッフ

【電話相談】8:30～22:00

相談員

【電話相談】

新居浜市繁本町8-65
（新居浜市市民文化センター内）

☎0897-32-2181

自立訓練（生活訓練）事業所 今治市別名180-1
プリズム
☎0898-35-2670

18歳までの子どもが誰かに話をきいても 子ども電話「ひびき」開設日
らいたいときにかける電話
毎月5.10.15.20.25.30日 16:00～21:00

相談員

15～39歳で仕事に就いておらず家事も通
学もしていない方（ひきこもりを含む）
のうち、就労に不安や悩みを抱えている
方とその保護者を対象とした若者の職業
的自立に関する総合支援

【個別相談】10:00～18:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
【今治出張相談会】13:00～17:00
毎月2回（金曜日）ハローワークプラザ今治にて

相談支援員

大人のひきこもりに関すること

【電話・来所相談・訪問】（来所・訪問は要予約）
社会福祉士
月～金曜日 8:30～17:00
精神保健福祉士等
（祝日・年末年始を除く）

愛媛産業保健総合支援セン
ター

松山市千舟町4丁目5-4
☎089-915-1911

事業場からのメンタルヘルスに関する相
談やメンタルヘルス対策の訪問支援

【電話・来所相談】
月～金曜日 9:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

産業保健相談員
メンタルヘルス対策
促進員

済生会今治病院
がん相談支援センター

今治市喜田村7丁目1-6
☎0898-47-6048

がんに関する悩み

【電話・対面相談】
月～金曜日 8:30～17:00
土曜日
8:30～12:30

看護師
MSW

正光会今治病院
認知症疾患医療センター

今治市高市甲786-13
☎080-8633-2000

認知症に関する相談

【電話相談】
月～金曜日 8:30～17:00

担当スタッフ

正光会今治病院

今治市高市甲786-13
☎0898-48-2560

依存症に関する相談

【外来】
月～金曜日

外来職員

心の悩み相談

【電話相談】
1日～10日は12:00～翌6:00
11日以降は 12:00～22:00
ホームページにインターネット相談の窓口あり

ボランティア
相談員

【電話相談】 月・水・金曜日20:00～23:00
＊自死遺族のつどい
毎月 第1土曜日 13:30～16:00開催

ボランティア
相談員

社会福祉法人
愛媛いのちの電話

☎089-958-1111
☎0120-783-556
（毎月10日は24hフリーダイヤル）

8:30～17:00

NPO法人
松山自殺防止センター

松山市千舟町5丁目6-3
相原ビル3階
☎089-913-9090

生きづらさや自殺について悩んでいる方
の
相談

今治警察署

今治市旭町1丁目4-2
☎0898-34-0110

非行問題、友達関係、親子関係、いじ
【電話・来署相談】
め、DV、ストーカーなど生活の安全に関 24時間対応
する不安や悩みにかかる相談全般

愛媛県心と体の健康セン
ター

今治保健所

松山市本町7-2
愛媛県総合保健福祉センター3階

☎089-911-3880
今治市旭町1丁目4-9
☎0898-23-2500
（内線232・239）

今治市南宝来町1丁目9-8
今治市基幹相談支援センター （今治市総合福祉センター1階）
☎0898-22-6017
指定相談支援事業所
今ねっと

今治市南宝来町1丁目9-8
（今治市総合福祉センター2階）

☎0898-23-4080

今治市障害者地域活動支援セ 今治市天保山町2丁目2-1
ンター ときめき
☎0898-34-3081

今治市社会福祉協議会
心配事相談事業

（今治市総合福祉センター1階）

法テラス
(日本司法支援センター）

今治市発達支援センター

【電話・来所相談】（来所相談は要予約）
月～金曜日 8:30～17:15
（祝日・年末年始を除く）
【電話・来所相談】

保健師

障がい者（児）、そのご家族に対し、日
常生活での困りごとや悩み、福祉サービ
スの利用等への相談、支援

相談支援専門員
社会福祉士
保健師

（祝日・年末年始を除く）
【電話・来所・訪問】
月～金曜日 8:30～17:30

障がい者（児）、及びそのご家族に対し
【電話相談・来所相談・訪問相談・その他】
て福祉サービス利用等に関すること等へ
月～金曜日 8:30～17:15
の相談

相談支援専門員

障がい者に対して日常生活での困りごと 【電話・来所相談】
や悩み、また福祉サービスの利用等の相 水～月曜日 9:00～18:00
(祝日・年末年始を除く)
談や支援

相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士

地域での心配事全般について

☎0898-22-6621

【電話・来所・巡回相談】随時受付
(但し土日祝日・年末年始を除く)
•各地区巡回相談
10:00～15:30(但し土日祝日・年末年始を除く)
•本部相談
8:30～17:30(但し土日祝日・年末年始を除く)

法テラス・サポートダイヤル

法的トラブルでお困りの方に対し、法制
度や相談窓口に関する情報提供

今治市東門町5丁目840-4
（旧今治コンピュータ
カレッジ内）

☎0898-22-2752

支援員

（土日祝日・年末年始を除く）

性的マイノリティ（同性愛や性別違和）
その後、えひめLGBTセンター虹力（にじから）
についての相談

☎0570-078374
IP電話の方は ☎03-6745-5600

相談員

【電話・来所・訪問相談】

経済的、仕事、家庭のこと、その他くら
月～金曜日 8:30～17:15
しの困りごと、不安の相談

Mail:
rainbowpride777@gmail.com
http://rainbowpride-ehime.org/
おなやみなし

センター職員

こころの病気、精神保健福祉に関する相
月～金曜日 8:30～17:15
談

今治市南宝来町1丁目9-8

今治市生活自立相談支援セン 今治市別宮町1丁目4-1
ター
（今治市役所第1別館1階）
（くらしの相談支援室）
☎0898-36-1513
レインボープライド
愛媛

心の問題や精神的な悩みの相談

警察官等

【メール相談】

団体スタッフ

スペースでの来所相談も

※電話での法律相談は行っていません
※内容に応じて弁護士・司法書士との法律相
談（面談）をご案内します

今治市内にお住まいの心身の発達に不安
のある方とそのご家族
※対象となる方の年齢は問いません

【電話】（要予約）
月～金曜日 9:00～21:00
土曜日
9:00～17:00
（日曜・祝日・年末年始を除く）
【電話・来所相談】
月～金曜日 8:30～17:15
（土日祝日・年末年始を除く）

教育関係者
保育士
保健師

今治市こころの健康等相談機関一覧表
相談窓口

所在地・電話番号

今治市地域包括支援セン
ター
美須賀・立花

今治市黄金町2丁目2-5
☎0898-55-8872

今治市地域包括支援セン
ター
日吉・近見

今治市北日吉町1丁目11-17
☎0898-22-7960

相談内容

相談方法

今治市地域包括支援センター 今治市別名272
西・南
☎0898-33-7861
今治市地域包括支援センター 今治市玉川町大野甲86-1
桜井・朝倉・玉川
☎0898-36-8330
今治市地域包括支援セン
ター
北郷・大西・菊間

今治市大西町宮脇甲501-2
☎0898-53-5540

スタッフ

保健師等
社会福祉士等
主任介護支援専門員

高齢者やそのご家族に関わる、日常生活
の困りごとや悩み、介護、医療、保健及
び福祉サービスの利用等の相談、支援

【電話・来所・訪問相談】
月～金曜日 8:30～17:30
（土日祝日・年末年始を除く）

今治市伯方地域包括支援セン 今治市伯方町木浦甲3930-1
ター
☎0897-72-1065
今治市伯方地域包括支援セ
ンター
サブセンター大島

今治市吉海町名1466
（旧吉海老人福祉センター内）
☎0897-84-4110

今治市伯方地域包括支援セ
ンター
サブセンター大三島

今治市大三島町野々江2435-2
（大三島福祉センター内）
☎0897-83-1110

高齢介護課
地域包括支援担当

今治市別宮町1丁目4-1
☎0898-36-1528

健康推進課

今治市南宝来町1丁目6-1
☎0898-36-1533

朝倉支所

今治市朝倉北甲397
☎0898-56-2500

玉川支所

今治市玉川町三反地甲10-1
☎0898-55-2211

波方支所

今治市波方町樋口甲250
☎0898-41-7111

大西支所

今治市大西町宮脇甲506-1
☎0898-53-3500

菊間支所

今治市菊間町浜840
☎0898-54-3450

吉海支所

今治市吉海町八幡137
☎0897-84-2111

宮窪支所

今治市宮窪町宮窪2668
☎0897-86-2500

伯方支所

今治市伯方町木浦甲1235
☎0897-72-1500

上浦支所

今治市上浦町井口6605
☎0897-87-3000

大三島支所

今治市大三島町宮浦5708
☎0897-82-0500

関前支所

今治市関前岡村甲732
☎0897-88-2111

社会福祉士等

高齢者やそのご家族に関わる、日常生活 【電話・来所・訪問相談】
の困りごとや悩み、介護、医療、保健及 月～金曜日 8:30～17:15
（土日祝日・年末年始を除く）
び福祉サービスの利用等の相談、支援

保健師
社会福祉士
主任介護支援専門員

【電話・来所・訪問相談】

こころの問題や精神的な悩みに関する相
月～金曜日 8:30～17:15
談

保健師

（土日祝日・年末年始を除く）

2019年3月現在

（順不同）今治市中央保健センター発行

