
 ７：各種相談事業概要一覧表

相談名 相談員 相談日 予約の有無 電話番号・FAX番号 相談方法 主な相談 担当部局名

人権相談 人権擁護委員
毎週火曜日（10:00～15:00）
地域では３６５日

不要
４階　相談室１
地域（市内ほか）

４階 電話 ５３－１１１１（内線 ４０６） 面談相談
人権一般・人権侵害等の相談
その他なんでも

人権推進課

人権あれこれ相談 人権協会職員 市役所開庁日（月～金） 不要 ４階　相談室１ ４階
電話 ５３－１１１１（内線 ４０８・４０９）
FAX  ５３－１９５５

電話相談
面談相談

人権一般・人権侵害など
生活で発生する様々な悩み、心配ごとの相談など

人権推進課

ひとり親家庭相談
母子自立支援員 就労支援プ
ログラム策定員
（市嘱託職員）

市役所開庁日（月～金） 要
電話予約・窓口予約

２階　相談室Ａ、Ｂ ２階 電話 ５３－１１１１（内線 ２３２）
電話相談
面談相談

ひとり親家庭の父又は母の自立に関する就労相
談・離婚前相談
母子家庭の貸付等の相談

子ども子育て課

生活保護相談 生活支援担当職員 市役所開庁日（月～金）
　　　不要
訪問相談を希望する
場合は電話連絡必要

福祉事務所内相談室 １階
電話 ５３－１１１１（内線 １７５・１９２）
FAX  ５２－４９２０

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

生活保護相談 生活福祉課

障がい者総合相談
保健師
精神保健福祉士
手話通訳者

市役所開庁日（月～金） 要
電話予約・窓口予約

福祉事務所内相談室 １階
電話 ５３－１１１１
（内線 １８６・１９４・３８４）
FAX  ５２－４９２０

面接相談
電話相談
訪問相談

障がい者の介護や健康、医療や生活に関する相談
障がい者虐待に関する相談
成年後見制度に関する相談など

障がい福祉課

労働相談
産業政策課職員
（専任者は市嘱託職員）

市役所開庁日（月～金） 不要 産業政策課 ４階 電話 ５３－１１１１（内線 ４８９）
電話相談
面談相談

賃金や勤務条件など労働問題の相談 産業政策課

労働相談 社会保険労務士
毎月第４月曜日
（１１月・１２月は第３月曜）
（５月・１０月はくらしの総合相談日）

不要 ５０２会議室ほか ５階 電話 ５３－１１１１（内線 ４８９） 面談相談 賃金や勤務条件など労働問題の相談 産業政策課

就労支援相談
地域就労支援コーディネーター
（専任は市嘱託職員）

市役所開庁日（月～金）
（9:00～16:30）

不要
地域就労支援センター
（産業政策課）

４階 電話 ５３－１１１１（内線 ４８９）
電話相談
面談相談

働く意欲がありながら就労を実現できない場合の相談 産業政策課

無料法律相談 弁護士 毎週水曜日（13:00～16:30） 要
電話予約・窓口予約

２０２会議室ほか ２階
電話 ５３－１１１１（内線 ２９５）

面談相談 不動産や金銭の貸借、離婚、相続など 自治振興課

市民相談 自治振興課職員 市役所開庁日（月～金） 不要 自治振興課 ２階
電話 ５３－１１１１（内線 ２９５）
FAX  ５３-２３８０

電話相談
面談相談

くらしの中で生じた問題についての相談 自治振興課

進路選択支援相談 人権協会職員 市役所開庁日（月～金） 不要 ４階　相談室１ ４階
電話 ５３－１１１１（内線 ４０８・４０９）
FAX  ５３－１９５５

電話相談
面談相談

高校・大学進学等の奨学金をはじめとした教育資
金関係の相談

学校教育課
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        不要
地域で直接相談希望
の場合は事前に連絡
が必要

２０２会議室
地域

２階
電話 ５３－１１１１（内線 ２９５）
FAX  ５３-２３８０

面談相談 国などの行政に対する苦情や要望の相談など 自治振興課

各種相談事業概要一覧表 ●市役所庁舎内で行う相談
相談場所

行政相談 行政相談委員
第１・３火曜日（10:00～12:00）

地域では３６５日



 ７：各種相談事業概要一覧表

相談名 相談員 相談日 予約の有無 相談場所 住所 電話番号・FAX番号 相談方法 主な相談 担当部局名

女性のための相談 女性カウンセラー

第２水曜日（13:00～16:00）
第３土曜日（9:30～11:30）
第４水曜日（10:00～12:00・
　　　　　　　　　　　　13:00～15:00）

要
電話予約・窓口予約

市民交流センター
（キックス）

昭栄町７－１ 電話 ５４－０００３
電話相談
面談相談

女性の悩み全般（子ども・パートナー・仕事・生き方・ドメ
スティック･バイオレンス「夫や恋人等からの暴力」など女
性の悩みならなんでも）

人権推進課

育児相談
子ども・子育て総合センター職員
保育士、保健師、心理相談員
（市職員・市嘱託職員）

＊電話相談・来所相談：子ども・子育て
総合センターあいっく　水曜日以外の毎
日（１０：００～１７：３０）
＊来所相談：子育て支援センターちよだ
だい　月～金（１０：００～１７：３０）

不要
(来所相談の
み予約要)

子ども・子育て総合センターあ
いっく
子育て支援センターちよだだい

本町２４－１
千代田台町１－１

（子ども・子育て総合センターあいっく）
電話 ５０－４６６４
FAX  ５０－４６６５
（子育て支援センターちよだだい）
電話５３－２４５６

電話相談
来所相談（面談）

就学までの子どもに関する相談 子ども子育て課

家庭児童相談室
家庭児童相談員
（市嘱託職員）

月～金（10：00～17:30）
祝日、年末年始を除く

要
家庭児童相談室
（子ども・子育て総合セン
ター　あいっく内）

本町24ー1
電話 ５０－４６７１
FAX  ５０－４６６５

電話相談
来室相談（面談）

０～１８歳の子どもにかかわる問題や悩みの相談 子ども子育て課

福祉の総合相談
（CSW)

地域コミュニティーソーシャル
ワーカー

市役所開庁日（月～金）
※１　月曜日の来所相談は人権協
会のみ10:00～16:30
※２　月曜日の電話相談を社会福
祉協議会で行います。9:00～17:30

　　　不要
訪問相談を希望する
場合は電話連絡必要

いきいきネット相談支援セ
ンター（市内７ヶ所）
※１　人権協会(河内長野
市役所内)
※２　河内長野市社会福祉
協議会

木戸西町１－２－９
小山田町１８２４－４
三日市町２８８－１
清見台４－１８－２
天野町１５２０－５
加賀田６１７－４
※１　原町１－１－１
※２　大師町２６－１

千代田公民館  080-1527-4629
あやたホール   080-1459-3270
三日市公民館  090-5129-3516
くすのかホール 090-5360-4213
天野公民館     090-5130-1862
加賀田公民館  080-1457-1416
※１　電話53-1923・FAX53-1955（人権協会）
※２　電話65-0133・FAX65-0143(社会福祉協議
会)月曜・電話のみ

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

福祉全般(地域福祉活動に関することを含む)に関
する相談

生活福祉課

心配ごと相談
民生委員児童委員地区委員
長

第２・４週の水曜日 不要 河内長野市社会福祉協議会 大師町２６－１
電話 ６５－０１３３
FAX  ６５－０１4３

来所相談（面談）
電話相談

・生活に関する心配・悩みごとについて
・身近な心配ごとの相談に応じ助言や専門機関の紹介など

河内長野市
社会福祉協議会

東部地域包括支援
センター

西之山町１－２
電話 ５２－０１８０
FAX  ５２－０１８１

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

・高齢者の介護や健康、医療や生活に関する相談
・認知症や高齢者虐待など高齢者の権利擁護に関する相談 いきいき高齢課

中部地域包括支援
センター

上田町１５５－５
電話 ５５－３４５１
FAX  ５５－３４５２

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

・高齢者の介護や健康、医療や生活に関する相談
・認知症や高齢者虐待など高齢者の権利擁護に関する相談 いきいき高齢課

西部地域包括支援
センター

小山田町
１７０１－１

電話 ５６－６６００
FAX  ５３－８０８０

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

・高齢者の介護や健康、医療や生活に関する相談
・認知症や高齢者虐待など高齢者の権利擁護に関する相談 いきいき高齢課

ピアセンターかわちながの
（市立障がい者福祉セン
ターあかみね内）

小山田町３７９－１６
電話 ５６－１６９０
FAX  ５６－１６９２

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

障がい者やその家族からの生活相談など
（日常生活や就労、日中活動の場等の相談）

障がい福祉課

地域活動支援センターここ
ろッと（長野商店街内）

本町１２－１８
電話 ８７－０３５０
FAX  ５３－４０８６

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

障がい者やその家族からの、生活面や就労等の相談 障がい福祉課

相談支援センターかーな
（河内長野市役所前）

西之山町
11-13-101

電話 ５５－０７２１
FAX  ５５－０７２１

電話相談
来所相談（面談）
訪問相談

障がい者やその家族からの、生活面や就労等の相談 障がい福祉課

健康相談 保健師
毎週月曜日（祝休日年末年始除
く）
14：00～16：00

　　　不要
相談日以外で相談を
希望する場合のみ電
話等連絡

保健センター 菊水町２－１３
電話 ５５－０３０１
FAX  ５５－０３９４

面談相談
電話相談

妊娠中を含め乳幼児から高齢者まで、生涯を通じ
た心身の健康に関する相談

健康推進課

栄養相談 管理栄養士
毎週月曜日（祝休日年末年始除
く）
10：00～12：00

要
電話予約・窓口予約

保健センター 菊水町２－１３
電話 ５５－０３０１
FAX  ５５－０３９４

面談相談
電話相談

妊娠中を含め乳幼児から高齢者まで、生涯を通じ
た栄養・食生活に関する相談

健康推進課

歯科相談 歯科衛生士
毎週月曜日（祝休日年末年始除
く）
10：00～12：00

　　　不要
相談日以外で相談を
希望する場合のみ電
話等連絡

保健センター 菊水町２－１３
電話 ５５－０３０１
FAX  ５５－０３９４

面談相談
電話相談

妊娠中を含め乳幼児から高齢者まで、生涯を通じ
た歯に関する相談

健康推進課

糖尿病予防相談 保健師・管理栄養士
毎月第３木曜日（変更あり）
10：00～12：00

要
電話予約・窓口予約

保健センター 菊水町２－１３
電話 ５５－０３０１
FAX  ５５－０３９４

面談相談 糖尿病予防についての相談 健康推進課

たばこ相談 保健師
偶数月第４月曜日（変更あり）
14：00～16：00

要
電話予約・窓口予約

保健センター 菊水町２－１３
電話 ５５－０３０１
FAX  ５５－０３９４

面談相談
たばこに関する相談
呼気一酸化炭素濃度検査・卒煙方法の助言など

健康推進課

消費生活相談
消費生活相談員
（資格を有する市嘱託職員）

市役所開庁日（月～金）
10:00～16:00

不要
消費生活センター内
（ノバティながの南館３階）

長野町５－１－３０３ 電話 ５６－０７００
電話相談
面談相談

商品やサービス、販売方法に関する相談など 自治振興課

教育相談
教育相談室職員
（嘱託・元校長）

市役所開庁日（月～金）
9:00～16:30

不要 教育相談センター 木戸西町１－２－６ 電話 ５２－３７７４
電話相談
面談相談

小中学生及び保護者からの学校・家庭生活の相談
（いじめ・不登校・進路等）

学校教育課
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障がい者生活支援相談 相談支援専門員等 市役所開庁日（月～金）
要

電話予約

●市役所庁舎以外の施設で行う相談       

高齢者総合相談
（地域包括支援センター)

地域包括支援センター
相談員

月～土（祝日、年末年始を除く）
9:00～17:30

不要


