
分野別 相談窓口 電話番号 受付時間 ホームページアドレス

自殺予防いのちの電話 ０１２０－７３８－５５６
毎月１０日
８：００～翌日８：００

鳥取いのちの電話 ０８５７－２１－４３４３
毎日
１２：００～２１：００

自死遺族 自死遺族のわかちあい コスモスの会 ０９０－３１７２－２１１１
木～日
８：００～２２：００

心の悩みに関する相談
全
県

鳥取県立精神保健福祉センター ０８５７－２１－３０３１
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
74615

鳥取大学医学部付属病院精神科 ０８５９－３８－６５４２
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：００

鳥取県医師会健康医療相談（面談のみ） ０８５７－２７－５５６６
毎月第１木
１３：３０～１４：３０

http://www.tottori.med.or.jp/

東部福祉保健事務所 ０８５７－２２－５６１６
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
28356

鳥取市中央保健センター ０８５７－２０－３１９４
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1
284080800663/index.html

鳥取市障がい福祉課 ０８５７－２０－３４７４
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1
284080800663/index.html

岩美町健康対策課 ０８５７－７３－１３２２

若桜町保健センター ０８５８－８２－２２１４

智頭町福祉課 ０８５８－７５－４１０１

八頭町保健課 ０８５８－７２－３５６６ http://www.town.yazu.tottori.jp

中部総合事務所福祉保健局 ０８５８－２３－３１４７ http://www.pref.tottori.lg.jp/175129.htm

倉吉市保健センター ０８５８－２６－５６７０

三朝町健康福祉課 ０８５８－４３－３５２０ http://www.town.misasa.tottori.jp/

湯梨浜町健康推進課 ０８５８－３５－５３７５

琴浦町健康対策課 ０８５８－５２－１７０５ http://www.town.kotoura.tottori.jp/

北栄町健康推進課 ０８５８－３７－５８６７

西部総合事務所福祉保健局 ０８５９－３１－９３１０
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
71032

米子市健康対策課 ０８５９－２３－５４５２

米子市障がい者支援課 ０８５９－２３－５１５９

境港市子育て健康推進課
０８５９－４７－１０４１
０８５９－４７－１０４３

http://www.city.sakaiminato.lg.jp/

日吉津村福祉保健課 ０８５９－２７－５９５２ http://www.hiezu.jp/

大山町保健課 ０８５９－５４－５２０６ http://www.daisen.jp/p/1/10/20/13/

南部町健康福祉課 ０８５９－６６－５５２4

伯耆町健康対策課 ０８５９－６８－５５３６ http://www.houki-town.jp/

日南町福祉保健課 ０８５９－８２－０３７４
月～金（祝日を除く）
８：１５～１７：００

http://www.town.nichinan.tottori.jp

日野町健康福祉センター ０８５９－７２－１８５２

江府町福祉保健課 ０８５９－７５－６１１１ http://town-kofu.jp/

東部消費生活相談室 ０８５７－２６－７６０５
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：００

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
123769

中部消費生活相談室 ０８５８－２２－３０００
火～土（祝日を除く）
９：００～１７：３０

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
123769

西部消費生活相談室 ０８５９－３４－２６４８
毎日（祝日を除く）
８：３０～１７：００

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
123769

鳥取市市民総合相談センター ０８５７－２０－３８６３
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1
269324621971/index.html#

米子市消費生活相談室
０８５９－３５－６５６６
０８５９－２３－５３７９

http://www.city.yonago.lg.jp/4930.htm

倉吉市市民生活相談室 ０８５８－２２－２７１７
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div
/kikaku/sogoseisaku/18/

境港市消費生活相談室 ０８５９－４７－１１０６
月～金（祝日を除く）
９：００～１２：００
１３：００～１６：００

http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?vi
ew=7663
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相談内容

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

消費生活のトラブル

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://www.city.yonago.lg.jp/

中
部

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：００

心の悩みと自殺問題
いのち
の電話

こころと
からだの

健康 心と身体に関する
一般相談

全
県

西
部

日
野

東
部

生活・
経済問題・
犯罪被害

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

mailto:soudan@kyouiku-c.torikyo.ed.jp
mailto:ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp
http://www.houterasu.or.jp/tottori/
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/index.html
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28356
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190260384135/index.html
http://www.town.nichinan.tottori.jp/
http://www.houki-town.jp/
http://www.kohoen.jp/
http://www.sakaiminato-saiseikai.jp/
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/
http://www.town.misasa.tottori.jp/
http://www.town.kotoura.tottori.jp/
http://town-kofu.jp/
http://www.town.yazu.tottori.jp/
http://www.town.yazu.tottori.jp/
http://www.daisen.jp/p/1/10/6/
http://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/0000000000000/1187741939622/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1283821007004/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1332323045052/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1284080800663/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1284080800663/index.html
http://www.city.yonago.lg.jp/
http://www.city.yonago.lg.jp/
http://www.city.yonago.lg.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://www.houki-town.jp/
http://www.hiezu.jp/
http://www.town.misasa.tottori.jp/
http://www.houki-town.jp/
http://www.town.nichinan.tottori.jp/
http://www.hiezu.jp/
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/
http://www.town.misasa.tottori.jp/
http://www.seibu.tottori.med.or.jp/isikai/
http://www.chuubu.tottori.med.or.jp/
http://www.toubu.tottori.med.or.jp/
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/%7Esanpo31/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99599
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99599
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99599
http://www.yonago.net/
http://www.kurayoshi-cci.or.jp/
http://shokoren.infosakyu.ne.jp/
http://www.saninh.rofuku.go.jp/
http://www.houki-town.jp/
http://www.hiezu.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=74615
http://www.tottori.med.or.jp/
http://www.town.misasa.tottori.jp/
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/
http://www.hiezu.jp/
http://www.houki-town.jp/
http://www.town.nichinan.tottori.jp/
http://www.town.misasa.tottori.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34994
http://www.torikyo.ed.jp/kyoiku-c/
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=7663
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kikaku/sogoseisaku/18/
http://www.city.yonago.lg.jp/4930.htm
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1269324621971/index.html
http://www.town.yazu.tottori.jp/
http://town-kofu.jp/
http://www.daisen.jp/p/1/10/18/
http://www.town.kotoura.tottori.jp/
http://www.yurihama.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=39045
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=39044
http://www.daisen.jp/p/1/10/5/
http://www.town.kotoura.tottori.jp/
http://www.town.yazu.tottori.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=43248
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=43248
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=43248
http://town-kofu.jp/
http://www.daisen.jp/p/1/10/6/13/
http://www.town.yazu.tottori.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=123769
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=123769
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=123769
http://www.daisen.jp/p/1/10/20/13/
http://town-kofu.jp/
http://www.town.kotoura.tottori.jp/
http://www.town.yazu.tottori.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47546
mailto:youngmail@pref.tottori.ed.jp


分野別 相談窓口 電話番号 受付時間 ホームページアドレス相談内容

鳥取県司法書士会常設電話相談 ０８５７－２７－４１６８
月～金（祝日を除く）
１３：００～１６：００

法律相談センター鳥取

法律相談センター倉吉

法律相談センター米子 ０８５９－２３－５７１０

（法テラス）犯罪被害者支援ダイヤル ０５７０－０７９７１４
月～金（祝日を除く）
９：００～２１：００
土　９：００～１７：００

http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/ind
ex.html

法テラス鳥取 ０５０－３３８３－５４９５
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：００

http://www.houterasu.or.jp/tottori/

とっとり被害者支援センター ０８５７－３０－０８４７
月～金（祝日を除く）
１０：００～１６：００

警察本部総合相談電話
０８５７－２７－９１１０

＃９１１０（プッシュ回線）
２４時間

東
部

鳥取市こども発達・家庭支援センター
０８５７－３６－０５０６

ninshinsos@city.tottori.lg.jp
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1
332323045052/index.html

中
部

倉吉市保健センター ０８５８－２６－５６７０
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

米子市健康対策課 ０８５９－２３－５４５４

米子市こども未来課 ０８５９－２３－５１７６

境港市子育て健康推進課家庭児童相談室 ０８５９－４７－１０７７

鳥取市生活福祉課 ０８５７－２０－３４７２

岩美町福祉課 ０８５７－７３－１３３３

若桜町町民福祉課 ０８５８－８２－２２３２

智頭町福祉課 ０８５８－７５－４１０２

八頭町福祉環境課 ０８５８－７６－０２０５ http://www.town.yazu.tottori.jp

倉吉市福祉課 ０８５８－２２－８１９９

三朝町町民課 ０８５８－４３－３５０５ http://www.town.misasa.tottori.jp/

湯梨浜町総合福祉課 ０８５８－３５－５３９０

琴浦町福祉課 ０８５８－５２－１７０６

北栄町福祉課 ０８５８－３７－５８５２

米子市福祉課 ０８５９－２３－５１５１

境港市福祉課 ０８５９－４７－１０４７

日吉津村住民課 ０８５９－２７－５９５１ http://www.hiezu.jp/

大山町福祉介護課 ０８５９－５４－５２０７ http://www.daisen.jp/p/1/10/6/13/

南部町健康福祉課 ０８５９－６６－５５２4

伯耆町福祉課 ０８５９－６８－５５３４ http://www.houki-town.jp/

日南町福祉保健課 ０８５９－８２－０３７４
月～金（祝日を除く）
８：１５～１７：００

日野町健康福祉課 ０８５９－７２－０３３４

江府町福祉保健課 ０８５９－７５－６１１１ http://town-kofu.jp/

山陰労災病院心の電話相談 ０８５９－３５－３０８０
月～金（祝日を除く）
１４：００～２０：００

http://www.saninh.rofuku.go.jp

全県 鳥取県商工会連合会 ０８５７－３１－５５５５
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://shokoren.infosakyu.ne.jp/

東部 鳥取商工会議所 ０８５７－２６－６６６６
月～金（祝日を除く）
８：４５～１７：００

中部 倉吉商工会議所 ０８５８－２２－２１９１
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：００

http://www.kurayoshi-cci.or.jp

米子商工会議所 ０８５９－２２－５１３１
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：００

http://www.yonago.net/

境港商工会議所 ０８５９－４４－１１１１
月～金（祝日を除く）
８：４０～１７：００

鳥取県労働委員会
個別労使紛争解決支援センター
（労使ネットとっとり）

０１２０－７７－６０１０
　　　月～金（祝日を除く）
　　　８：１５～１７：００

鳥取労働局総合労働相談コーナー ０８５７－２２－７０００
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：１５

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

鳥取労働局雇用均等室 ０８５７－２９－１７０９
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：１５

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

鳥取総合労働相談コーナー ０８５７－２４－３２４５
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：１５

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

鳥取中小企業労働相談所
（通称：みなくる鳥取）

０８５７－２５－３０００
月～金（祝日を除く）
９：３０～１８：００

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
99599

倉吉総合労働相談コーナー ０８５８－２２－５６４０
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：１５

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

倉吉中小企業労働相談所
（通称：みなくる倉吉）

０８５８－２３－６１３１
月～金（祝日を除く）
９：３０～１８：００

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
99599

０８５７－２２－３９１２ ※多重債務に関する相談は無料。その他の相
談は、収入の少ない方を対象とする扶助制度
（無料相談）あり。

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

月～金（祝日を除く）
９：００～１７：００

多重債務者、法律相談一般

中
部

西部

生活苦に関する相談

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

警察総合相談

多重債務者等に
対する相談

生活・
経済問題・
犯罪被害

しごと

労働関係のトラブル

メンタルヘルス
に係る相談

経営相談

東
部

中
部

全
県

西
部

犯罪被害者支援

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

望まない妊娠相談

東
部

西
部



分野別 相談窓口 電話番号 受付時間 ホームページアドレス相談内容

米子総合労働相談コーナー ０８５９－３４－２２６３
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：１５

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

米子中小企業労働相談所
（通称：みなくる米子）

０８５９－３１－８７８５
月～金（祝日を除く）
９：３０～１８：００

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
99599

鳥取産業保健推進連絡事務所 ０８５７－２５－３４３１
月～金（祝日を除く）
９：００～１７：００

http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~sanpo31/

東部 東部地域産業保健センター ０８５７－２９－２２５５
木（祝日を除く）
１３：３０～１５：３０

http://www.toubu.tottori.med.or.jp/

中部 中部地域産業保健センター ０８５８－２３－２６５１
木（祝日を除く）
１３：３０～１５：３０

http://www.chuubu.tottori.med.or.jp/

西部 西部地域産業保健センター ０８５９－２２－３５７０
木（祝日を除く）
１３：３０～１５：３０

http://www.seibu.tottori.med.or.jp/isikai/

子ども家庭支援センター
「希望館」

０８５７－２７－４１５３

子どもの虐待防止ネットワーク
鳥取－ＣＡＰＴＡ－

０８５７－２１－４１１１

児童家庭支援センター米子みその ０８５９－２１－５０８５

中央児童相談所 ０８５７－２３－６０８０
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
34994

鳥取市こども発達・家庭支援センター ０８５７－２０－０１２２
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1
283821007004/index.html

岩美町住民生活課 ０８５７－７３－１４１５

若桜町保健センター ０８５８－８２－２２１４

智頭町福祉課 ０８５８－７５－４１０１

智頭町教育課 ０８５８－７５－４１１９

八頭町福祉環境課 ０８５８－７６－０２０５ http://www.town.yazu.tottori.jp

倉吉児童相談所 ０８５８－２３－１１４１
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
39044

倉吉市子ども家庭課 ０８５８－２２－８１２０
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５
※休日・夜間は電話転送で対応

０８５８－４３－３５０５ ８：３０～１７：１５

０８５８－４３－１１１１ １７：１５～８：３０

湯梨浜町子育て支援課 ０８５８－３５－４４５６ http://www.yurihama.jp

琴浦町町民生活課 ０８０－５６２１－１７０３ http://www.town.kotoura.tottori.jp/

北栄町福祉課 ０８５８－３７－５８５２
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：００

米子児童相談所 ０８５９－３３－１４７１
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
39045

米子市こども未来課
０８５９－２３－５１７６
０８５９－２３－５１３８

米子市健康対策課 ０８５９－２３－５４５３

米子市教育委員会学校教育課 ０８５９－２３－５４３２

境港市子育て健康推進課 ０８５９－４７－１０７７ http://www.city.sakaiminato.lg.jp/

日吉津村福祉保健課 ０８５９－２７－５９５２ http://www.hiezu.jp/

大山町教育委員会幼児教育課 ０８５９－５４－５２１９ http://www.daisen.jp/p/1/10/18/

南部町町民生活課 ０８５９－６６－３１１６

伯耆町福祉課 ０８５９－６８－５５３４
８：３０～１７：１５
毎日

http://www.houki-town.jp/

日南町福祉保健課 ０８５９－８２－０３７４
月～金（祝日を除く）
８：１５～１７：００

http://www.town.nichinan.tottori.jp

日野町健康福祉課 ０８５９－７２－０３３４

江府町福祉保健課 ０８５９－７５－６１１１ http://town-kofu.jp/

子ども電話相談（東部） ０８５７－２９－５４６０
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
43248

子ども電話相談（中部） ０８５８－２２－４１５２
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
43248

子ども電話相談（西部） ０８５９－３３－２０２０
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
43248

チャイルドラインうさぎのみみ ０１２０－９９－７７７７ 水　１６：００～２１：００

http://www.town.misasa.tottori.jp/

http://www.city.yonago.lg.jp/

２４時間

子どもの悩み事
などの相談

子どもの虐待に
関する相談

日
野

中
部

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

２４時間

しごと

西
部

虐待・
いじめ

東部

全
県

三朝町町民課

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：３０

西
部

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

健康相談

産業保健に係る相談・情報提供

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：００



分野別 相談窓口 電話番号 受付時間 ホームページアドレス相談内容

０８５７－３１－３９５６
相談電話
月～金（祝日は除く）
８：３０～１７：１５

soudan@kyouiku-
c.torikyo.ed.jp

メール相談：２４時間受付

０８５７－２８－８７１８ いじめ１１０番：２４時間対応

ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp メール相談：２４時間受付

鳥取県教育委員会小中学校課 ０８５７－２６－７９３０

鳥取県教育委員会高等学校課 ０８５７－２６－７５４０

鳥取県教育委員会特別支援教育課 ０８５７－２６－７８１０

 少年相談電話（ヤングテレホン） ０８５７－２９－０８０８

少年相談窓口（ヤングメール） youngmail@pref.tottori.ed.jp

東部少年サポートセンター ０８５７－２２－１５７４

西部少年サポートセンター ０８５９－３１－１５７４

警察本部総合相談電話
０８５７－２７－９１１０

＃９１１０（プッシュ回線）
２４時間

夜間休日電話相談 ０８５７－２６－９８０７
夜間：毎日１７：１５～８：３０

休日：土・日・祝日
　　　　８：３０～１７：１５

福祉相談センター ０８５７－２７－８６３０

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５
※緊急の場合は、夜間・休日も
対応

男女共同参画センター東部相談室 ０８５７－２６－７８８７
月～金（祝日を除く）
９：００～１２：００
１３：００～１７：００

鳥取市児童家庭課 ０８５７－２０－３４６３
http://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/00000000
00000/1187741939622/index.html

岩美町総務課 ０８５７－７３－１４１１

若桜町保健センター ０８５８－８２－２２１４

智頭町福祉課 ０８５８－７５－４１０２

八頭町男女共同参画センター ０８５８－８４－２３６１ http://www.town.yazu.tottori.jp

男女共同参画センター ０８５８－２３－３９３９
火～日
９：００～１７：００

倉吉市子ども家庭課 ０８５８－２２－８１２０
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５
※休日・夜間は電話転送で対応

０８５８－４３－３５０５ ８：３０～１７：１５

０８５８－４３－１１１１ １７：１５～８：３０

湯梨浜町総合福祉課 ０８５８－３５－５３７４
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

琴浦町町民生活課 ０８０－５６２１－１７０３ ２４時間 http://www.town.kotoura.tottori.jp/

北栄町福祉課 ０８５８－３７－５８５２
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

西部総合事務所福祉保健局
心と女性の相談担当

０８５９－３１－９３０４

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５
※緊急の場合は、夜間・休日も対
応

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
71106

男女共同参画センター西部相談室 ０８５９－３３－３９５５
月～金
９：００～１２：００、１３：００～１７：００
第３木　９：００～１１：３０

米子市こども未来課
０８５９－２３－５１７６
０８５９－２３－５１３８

米子市健康対策課 ０８５９－２３－５４５３

境港市子育て健康推進課 ０８５９－４７－１０７７

日吉津村福祉保健課 ０８５９－２７－５９５２ http://www.hiezu.jp/

大山町人権推進課 ０８５９－５４－２２８６ http://www.daisen.jp/p/1/10/5/

南部町健康福祉課 ０８５９－６６－５５２４

伯耆町教育委員会人権政策室 ０８５９－６２－０７１３ http://www.houki-town.jp/

日南町福祉保健課 ０８５９－８２－０３７４

日野町健康福祉課 ０８５９－７２－０３３４

江府町福祉保健課 ０８５９－７５－６１１１

http://www.city.yonago.lg.jp/

http://www.torikyo.ed.jp/kyoiku-c/

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=
47546

http://www.pref.tottori.lg.jp/175164.htm

http://www.town.misasa.tottori.jp/

東
部

配偶者等からの
暴力に関する相談

ＤＶ

全県

０８５８－２３－３１４７
０８５８－２３－３１５２

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

西
部

三朝町町民課

中
部

中部総合事務所福祉保健局
心と女性の相談担当

いじめ・不登校総合対策センター

鳥取県教育センター

虐待・
いじめ

いじめ、不登校等の相談

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５
※緊急の場合、夜間・休日も対
応

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５



分野別 相談窓口 電話番号 受付時間 ホームページアドレス相談内容

高齢者相談・高齢者虐待
に関する相談

全
県

高齢者なんでも無料電話相談
０１２０－６５－３９４８

フリーダイヤル（通話料無
料）

月・木（祝日を除く）
１３：３０～１６：００

全
県

鳥取県認知症コールセンター
（認知症の人と家族の会）

０８５９－３７－６６１１ （月～金）１０：００～１８：００

鳥取中央地域包括支援センター ０８５７－２０－３４５６
http://www.city.tottori.lg.jp/www/
contents/1190260384135/index.html

岩美町福祉課 ０８５７－７３－１３３３

八頭町地域包括支援センター ０８５８－７２－３５７２ http://www.town.yazu.tottori.jp

八頭町保健課 ０８５８－７２－３５５５ http://www.town.yazu.tottori.jp

智頭町地域包括支援センター ０８５８－７５－６００７

倉吉市うつぶき地域包括支援センター ０８５８－２６－６３７８

倉吉市マグノリア地域包括支援センター ０８５８－２６－３９２２

倉吉市倉吉中央地域包括支援センター ０８５８－２２－６１０２

倉吉市明倫・小鴨地域包括支援センター ０８５８－２３－７１０６

倉吉市かもがわ地域包括支援センター ０８５８－４５－３８８８

三朝町健康福祉課福祉推進室 ０８５８－４３－３５２０ http://www.town.misasa.tottori.jp/

湯梨浜町地域包括支援センター ０８５８－３５－５３７８

琴浦町地域包括支援センター ０８５８－５２－１５２５ http://www.town.kotoura.tottori.jp/

北栄町地域包括支援センター ０８５８－３７－５８５０

介護 高齢者相談・介護相談 米子市尚徳地域包括支援センター ０８５９－２６－６５８８ （月～金）８：３０～１７：３０

米子市弓浜地域包括支援センター ０８５９－４８－２３３０ （月～土）８：３０～１６：００

米子市箕蚊屋地域包括支援センター ０８５９－２７－６５００ （月～金）８：３０～１７：３０

米子市淀江地域包括支援センター ０８５９－５６－１１１８ （月～金）８：３０～１７：３０

米子市ふれあいの里地域包括支援センター ０８５９－２３－５７９８ （月～金）８：３０～１７：１５

米子市義方・湊山地域包括支援センター ０８５９－２３－６７９０
（月～金）８：３０～１７：００
（土）８：３０～１２：３０

米子市住吉・加茂地域包括支援センター ０８５９－４８－１３６５ （月～金）8：30～17：30

境港市長寿社会課 ０８５９－４７－１０３９
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://www.city.sakaiminato.lg.jp/

境港市北地域包括支援センター ０８５９－４２－３１３６
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：００

http://www.sakaiminato-saiseikai.jp

境港市南地域包括支援センター ０８５９－４５－２２９９
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：３０

http://www.kohoen.jp/

日吉津地域包括支援ｾﾝﾀｰ ０８５９－２７－５９５２
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

大山町福祉介護課内　地域包括支援センター ０８５９－５４－５２０７
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://www.daisen.jp/p/1/10/6/

南部町健康福祉課 ０８５９－６６－５５２４
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

伯耆町健康対策課総合生活相談室 ０８５９－６８－４６３２
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://www.houki-town.jp/

日南町地域包括支援センター ０８５９－８２－０３７４
月～金（祝日を除く）
８：１５～17：００

http://www.town.nichinan.tottori.jp

日野町地域包括支援センター ０８５９－７２－１８５２
月～金（祝日を除く)
８：３０～１７：１５

江府町福祉保健課 ０８５９－７５－６１１１
月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

http://town-kofu.jp/

中
部

西
部

日
野

東
部

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

月～金（祝日を除く）
８：３０～１７：１５

鳥取県・心といのちを守る県民運動

　　あなたの気持ち、
　　話してください。
　　心のサインに
　　気づいてください。

「眠れてますか？」
睡眠キャンペーン

イメージキャラクター

　　　スーミン


