「たった一人のあなたです。たった一つの命です。」

（新潟県自殺対策キャッチフレーズ）

新潟県の自殺死亡率は全国平均より高く、平成29年は全国で６番目に高い状況でした。（厚生労働省人口動態統計）
その中でも、佐渡市の自殺死亡率は県平均より高い傾向にあり、特に５０～６９歳の男性と高齢者の自殺が多い現状です。
身近な相談窓口をご紹介します。ひとりで悩みを抱えずに、まずご相談ください。
大切な命を落とすことのないようにしましょう。

相談内容

相談窓口

不安や不眠、自殺願望等の
新潟県佐渡地域振興局健康福祉環境部
精神的な問題、精神疾患に関
（佐渡保健所）
することなど

電話番号

受付時間
月～金

０２５９-７４-３４０７ （土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：１５

佐渡市役所
こ
不安や不眠等の精神的な症
こ
状や問題など
ろ

青
少
年
・
子
ど
も

市民生活課健康推進室

０２５９-６３-３１１５

両津支所

０２５９-２７-２１１４ （土日・祝祭日・年末年始除く）

相川支所

０２５９-７４-０３３９

羽茂支所

０２５９-８８-３１１１

８：３０～１７：３０
月～金

不安や不眠、精神的な問題、
精神疾患に関することなど

佐渡市役所
社会福祉課障がい福祉係
障がい者基幹相談支援センター

０２５９-６３-５１１３ （土日・祝祭日・年末年始除く）

不登校やひきこもりに関する
こと、子どもの発達や子育て
に関することなど

佐渡市役所 子ども若者課
子ども若者相談センター

０２５９-５８-８０７７ （土日・祝祭日・年末年始除く）

１８歳未満のお子さんの虐待
新潟県中央児童相談所
等、養育の問題、不登校や非
佐渡駐在所
行、発達の遅れなどの相談

（両津地区）
佐渡東地域包括支援センター
（佐和田・相川地区）
高齢者（６５歳以上）の健康や
高
佐渡西地域包括支援センター
生活に関すること、虐待の防
齢
止や早期発見に関することな （金井・新穂・畑野・真野地区）
者
ど
佐渡中央地域包括支援センター
（小木・羽茂・赤泊地区）
佐渡南地域包括支援センター

職
場

月～金

８：３０～１７：３０
月～金
８：３０～１７：３０
月～金
０２５９-７４-３３９０ （土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：１５
０２５９-２３-５５１５
０２５９-５７-８１５２
０２５９-６３-３１２０

月～金
（土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：３０

０２５９-８８-３８４４
月～金

５０名以下の小規模事業所の
メンタルヘルスに関することな 佐渡地域産業保健センター
ど

０２５９-６３-６０３５ （土日・祝祭日・年末年始除く）

職場における長時間労働や
労使間のいじめ・嫌がらせ等 佐渡労働基準監督署
の相談など

０２５９-２３-４５００ （土日・祝祭日・年末年始除く）

９：００～１７：００
月～金
８：３０～１７：１５
月～金

法テラス佐渡法律事務所

０５０-３３８３-５４２２ （土日・祝祭日・年末年始除く）
９：００～１７：３０（予約制）

法 借金の問題や、各種法律問
律 題など

月～金
佐渡ひまわり基金法律事務所

０２５９-５８-７１６６ （土日・祝祭日・年末年始除く）
９：００～１７：００（予約制）
月～金

佐渡あおば法律事務所

０２５９-６７-７１３１ （土日・祝祭日・年末年始除く）
９：００～１７：００（予約制）

自 生活困窮者の具体的なプラン （福）佐渡市社会福祉協議会
立 や家計相談支援など
生活自立相談支援センター

月～金
０２５９-８１-１１５５ （土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：１５

相談内容

電話番号

相談窓口

自殺などのさまざまなこころの 新潟県こころの相談ダイヤル
悩みなどの電話相談
新潟いのちの電話

こ
こ
ろ

こころの悩みを抱える本人や
自殺のサインに気づいた家族 下越地域いのちとこころの支援センター
への訪問を中心とした相談

受付時間

０５７０-７８３-０２５

２４時間対応（年中無休）

０２５-２８８-４３４３

２４時間対応（年中無休）
月～金

０２５４-２８-８８８０ （土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：１５
月～金

新潟県精神保健福祉センター

０２５-２８０-０１１３ （土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：００

こころの健康に関する相談

月～金
新潟市こころの健康センター

０２５-２３２-５５６０ （土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：００
月～金

１８歳未満のお子さんの虐待
等、養育の問題、不登校や非 新潟県中央児童相談所
行、発達の遅れなどの相談

０２５-３８１-１１１１ （土日・祝祭日・年末年始除く）

DVと児童虐待専用の電話相談 DV・児童虐待相談フリーダイヤル

０１２０-２６-２９２８

９：００～２２：００（年中無休）

０２５-３８２-４１５２

９：００～２２：００（年中無休）

８：３０～１７：１５

青
少 子どもや女性に関する電話相談 子ども・女性電話相談
年
・
子 教育上のさまざまな相談
新潟県立教育センター
ど
も

不登校、いじめ、悩みごとなど

（教育相談）
月～金
０２５-２６３-９０２９ （土日・祝祭日・年末年始除
く）
（特別支援相談）
９：００～１７：００
０２５-２６３-９０３０

新潟県立教育センター
いじめ・不登校・悩み事相談テレホン

配偶者からの暴力、離婚、女
新潟県女性福祉相談所
女 性の悩みに関する相談
性
DVと児童虐待専用の電話相談 DV・児童虐待相談フリーダイヤル
子どもや女性に関する電話相談 子ども・女性電話相談

高
高齢者の日常生活上の心配
新潟県高齢者総合相談センター
齢
ごとなど
者

月～金
０２５-２６３-４７３７ （土日・祝祭日・年末年始除く）
９：１０～１６：００
月～金
０２５-３８１-１１１１ （土日・祝祭日・年末年始除く）
８：３０～１７：１５
０１２０-２６-２９２８

９：００～２２：００（年中無休）

０２５-３８２-４１５２

９：００～２２：００（年中無休）
月～金

０２５-２８５-４１６５ （土日・祝祭日・年末年始除く）
９：００～１７：００
月～金

職場、仕事、家庭他、生活全

心
日本産業カウンセラー協会 新潟相談室
職
の 般でのこころの悩みなど
場
健
に
康
お
・
け 事業者、労務管理者、労働者
労
る 及びその家族を対象に職場
働
新潟産業保健総合支援センター

のメンタルヘルス対策全般に
関すること

０２５-２９０-３８８３

（土日・祝祭日・年末年始除く）

予約 １０：００～１７：３０
面談 １３：００～２０：００
月～金

０２５-２２７-４４１１

（土日・祝祭日・年末年始除く）

８：３０～１７：１５
面談・相談は予約制
月～金

各種法律問題

新潟県弁護士会リーガルサービスセンター

０２５-２２２-５５３３

（土日・祝祭日・年末年始除く）

９：００～１７：００
※原則有料、予約制、面談
月～金

法
律

新潟県弁護士会多重債務相談センター

０２５-２２２-５５３３

（土日・祝祭日・年末年始除く）

９：００～１７：００
※初回無料、予約制

サラ金、クレジット等、多重債
務に関する相談

月～金
新潟県司法書士会多重債務ホットライン

０２５-２４０-７９７４

（土日・祝祭日・年末年始除く）

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

が
病院内外の患者や家族から
ん
のがんの治療や療養に関す
相
る相談
談

新潟県立がんセンター新潟病院
地域連携・相談支援センター

＜作成・発行＞ 佐渡市 市民生活課 健康推進室

令和元年８月

月～金
０２５-２６６-５１１１
（土日・祝祭日・年末年始除く）
（代表）
８：３０～１７：００

