相談事業
地区名

全
県

No

事業名

実施主体

1 自死遺族相談

群馬県

2 自死遺族交流会

群馬県

事業内容説明

日時

ご家族（配偶者、子ども、親、きょうだい）を自死で
亡くされた人を対象に、精神科医による相談を行
います。事前に電話で相談内容をおうかがいし、
必要な方が面接相談となります。

相談内容をおうかがいし、
面接相談が必要となった
場合に具体的な日時をご
案内します。
上記の自死遺族相談の後
ご家族を自死により亡くされた遺族の人が、安心
に交流会をご案内してい
して気持ちを語ることができる交流の場です。
ます。
相談内容をおうかがいし、
こころの健康に関する相談（精神保健福祉相談）
面接相談が必要となった
を行います。事前に電話で相談内容をおうかがい
場合に具体的な日時をご
し、必要な方が面接相談となります。
案内します。

場所

参加方法

問合せ先

予約制ですので、事前に電話
前橋市野中町３６８ 群馬県こころの
027-263-1156（群馬県こころの健康セ
相談専門ダイヤルにご相談く
健康センター
ンター：電話相談専用ダイヤル）
ださい。

http://www.pref.gunma.jp/07/p11700010.ht
ml
相談は群馬県在住の人に限ります。

前橋市野中町３６８ 群馬県こころの 上記の自死遺族相談の後に
健康センター
交流会をご案内しています。

http://www.pref.gunma.jp/07/p11700010.ht
ml
相談は群馬県在住の人に限ります。

予約制ですので、事前に電話
前橋市野中町３６８ 群馬県こころの
027-263-1156（群馬県こころの健康セ
相談専門ダイヤルにご相談く
健康センター
ンター：電話相談専用ダイヤル）
ださい。

http://www.pref.gunma.jp/07/p11710002.ht
ml
相談は群馬県在住の人に限ります。

3

こころの健康に関する面接
群馬県
相談

4

こころの健康に関する電話
群馬県
相談

電話で相談内容をおうかがいし、医療機関へのご 月曜～金曜の9:00～17:00
前橋市野中町３６８ 群馬県こころの 電話相談専用ダイヤルでご相 027-263-1156（群馬県こころの健康セ
案内、受診方法の助言等を行います。相談内容に （祝日及び年末年始を除
健康センター
談ください。
ンター：電話相談専用ダイヤル）
より適切な相談機関をご紹介します。
く）

5

こころの健康に関するメー
群馬県
ル相談

メールで相談内容をおうかがいし、適切な相談機
関をご紹介します。

6

こころの健康相談統一ダイ
群馬県
ヤル

こころの健康相談（借金に
7 関する無料相談会：沼田
市）
こころの健康相談（借金に
8 関する無料相談会：伊勢崎
市）
9

こころの健康相談（借金に
関する無料相談会：県庁）

こころの健康相談（借金に
10 関する無料相談会：太田
市）
こころの健康相談（借金に
11 関する無料相談会：高崎
市）
こころの健康相談（借金に
12 関する無料相談会：吾妻
郡）
こころの健康相談（借金に
13 関する無料相談会：みどり
市）
こころの健康相談（借金に
14 関する無料相談会：藤岡
市）
こころの健康相談（借金に
15 関する無料相談会：館林
市）
こころの健康相談（借金に
16 関する無料相談会：前橋
市）
17 多重債務者無料相談会
18 多重債務者無料相談会
19 多重債務者無料相談会

群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、市町村、群馬弁
護士会、群馬司法書士
会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか

自殺防止のため地域における相談体制の充実を
図るため、都道府県等が行う公的な電話相談事
業に全国共通の電話番号を設定するものです。群
馬県では、こころの健康センターが対応していま
す。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。
群馬県等が主催する借金に関する無料相談会の
会場で、精神面のサポート等を目的として、こころ
の健康相談を行います。

備考

http://www.pref.gunma.jp/07/p11710002.ht
ml
相談は群馬県在住の人に限ります。継続的
な相談はお受けしていません。電話でのカウ
ンセリングではありません。
http://www.pref.gunma.jp/07/p11710002.ht
件名を「相談希望」とし、返信 メールアドレス：kokoro@pref.gunma.lg.jp
相談は24時間受信してい
ml
前橋市野中町３６８ 群馬県こころの 先アドレス、年齢、性別、お住 （お問い合わせ先は、027-263-1156
ますが、返信は一週間程
相談は群馬県在住の人に限り、一人1回の
健康センター
まいの市町村、相談内容を明 （群馬県こころの健康センター：電話相
度かかります。
利用です。緊急性のある相談、継続的な相
記してください。
談専用ダイヤル））
談、カウンセリングには対応していません。
月曜～金曜の9:00～16:00
前橋市野中町３６８ 群馬県こころの こころの健康相談統一ダイヤ
（祝日及び年末年始を除
健康センター
ルでご相談ください。
く）

0570-064-556（こころの健康相談統一 http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/ko
ダイヤル：全国共通）
koro/kokoro_dial.html

平成27年8月2日（日）
13:30～17:00

沼田市東原新町１８０１－７２
申込み・問い合わせ先は右記 0278-20-1500（沼田市消費生活セン
沼田市保健福祉センター ４階多目
のとおりです。
ター）
的ホール

平成27年9月2日（水）
18:00～20:00

伊勢崎市今泉町２丁目４１０
申込み・問い合わせ先は右記 0270-20-7300（伊勢崎市消費生活セン
http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html
伊勢崎市役所本館 ５階職員研修室 のとおりです。
ター）

平成27年9月13日（日）
13:30～17:00

前橋市大手町１－１－１
群馬県庁 ２９階２９１会議室

申込み・問い合わせ先は右記 027-223-3001（群馬県消費生活セン
のとおりです。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

平成27年10月3日（土）
13:30～17:00

太田市浜町２－７
申込み・問い合わせ先は右記 0276-30-2220（太田市消費生活セン
太田市役所南庁舎(旧福祉会館) ３
のとおりです。
ター）
階大会議室

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

平成27年10月10日（土）
13:30～17:00

高崎市末広町２７
高崎市中央公民館 集会ホール

申込み・問い合わせ先は右記 027-327-5155（高崎市消費生活セン
のとおりです。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

平成27年10月31日（土）
13:30～17:00

中之条町西中之条１３５
バイテック文化ホール（中之条町文
化会館） 大会議室

申込み・問い合わせ先は右記 0279-75-1166（吾妻郡消費生活セン
のとおりです。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

平成27年11月12日（木）
18:00～20:00

みどり市大間々町大間々１４９７－１ 申込み・問い合わせ先は右記 0277-76-0987（みどり市消費生活セン
大間々保健センター
のとおりです。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

平成27年11月28日（土）
13:30～17:00

藤岡市中栗須３２７
藤岡市役所

申込み・問い合わせ先は右記 0274-20-1133（藤岡市消費生活セン
のとおりです。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

平成27年12月5日（土）
13:30～17:00

館林市松原１丁目２２－２２
館林市城沼公民館 2階講堂

申込み・問い合わせ先は右記 0276-72-9002（館林市消費生活セン
のとおりです。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

平成27年12月19日（土）
13:30～17:00

前橋市千代田町２丁目５－５
前橋市消費生活センター

申込み・問い合わせ先は右記 027-230-1755（前橋市消費生活セン
のとおりです。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年8月2日（日）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

沼田市東原新町１８０１－７２
事前にお電話でお申込みくだ 0278-20-1500（沼田市消費生活セン
沼田市保健福祉センター ４階多目
さい。
ター）
的ホール

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年9月2日（水）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
18：00～20:00

伊勢崎市今泉町２丁目４１０
事前にお電話でお申込みくだ 0270-20-7300（伊勢崎市消費生活セン
伊勢崎市役所本館 ５階職員研修室 さい。
ター）

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年9月13日（日）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

前橋市大手町１－１－１
群馬県庁 ２９階２９１会議室

事前にお電話でお申込みくだ 027-223-3001（群馬県消費生活セン
さい。
ター）

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900384.html

相談事業
地区名

No

事業名

20 多重債務者無料相談会
21 多重債務者無料相談会
22 多重債務者無料相談会
23 多重債務者無料相談会
24 多重債務者無料相談会

全
県

25 多重債務者無料相談会
26 多重債務者無料相談会
27 電話相談事業

前
橋
地
区

中
部
地
区
渋
川
地
区

実施主体

群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬県、県内市町村、群
馬弁護士会、群馬司法
書士会ほか
群馬いのちの電話

事業内容説明

日時

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年10月10日（土）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

高崎市末広町２７
高崎市中央公民館 集会ホール

事前にお電話でお申込みくだ 027-327-5155（高崎市消費生活セン
さい。
ター）

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年10月31日（土）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

中之条町大字中之条町１０９１
中之条町役場 ２階大会議室

事前にお電話でお申込みくだ 0279-75-1166（吾妻郡消費生活セン
さい。
ター）

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年11月12日（木）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
18：00～20:00

みどり市大間々町大間々１４９７－１ 事前にお電話でお申込みくだ 0277-76-0987（みどり市消費生活セン
大間々保健センター
さい。
ター）

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年11月28日（土）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

藤岡市中栗須３２７ 藤岡市役所

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年12月5日（土）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

館林市松原１丁目２２－２２ 館林市 事前にお電話でお申込みくだ 0276-72-9002（館林市消費生活セン
城沼公民館 ２階講堂
さい。
ター）

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年12月19日（土）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

前橋市千代田町２丁目５－５ 前橋
市消費生活センター

事前にお電話でお申込みくだ 027-230-1755（前橋市消費生活セン
さい。
ター）

非公開

何時でもお電話ください。

こころの悩みについての相談を受け付けていま
す。

毎日9:00～24:00
第2・4金曜日9:00～翌土
曜日9:00

電話相談（よしおか健康
No.1ダイヤル２４）
40 健康相談
41 生活困難・ＤＶ相談
39

吉岡町
吉岡町
吉岡町

前橋市朝日町３－３６－１７

027-220-5785
027-220-5785
027-220-5785
027-220-5785

渋川市金井３９４番地 渋川保健福
祉事務所

来所相談を希望される方は事
0279-22-4166（保健係）
前に御連絡ください。

奇数月第2火曜日
精神科医がこころの健康に関する相談を受け付け
偶数月第3火曜日
ます。
13:30～15:30

渋川市石原6番地1 渋川市保健セ
ンター

事前にお電話でご予約くださ
い。

こころの悩み相談を受け付けています。

開庁時随時

榛東村新井７９３－２ 榛東村保健相
電話相談・来所相談
談センター

0279-70-8052(榛東村保健相談セン
ター)

来所相談をご希望の場合は、事前に電話で
ご連絡ください。

24時間

榛東村新井７９３－２ 榛東村保健相
電話相談 0120-077-005
談センター

0279-70-8052(榛東村保健相談セン
ター)

24時間年中無休、通話料・相談料無料

24時間

吉岡町下野田５６５

0279-54-7744

住民対象

通年
通年
毎月第2木曜日
13:30～16:00
毎月第4木曜日
19:00～

吉岡町下野田５６５
吉岡町下野田５６０

0279-54-7744
0279-54-3111

住民対象
住民対象

0279-54-3930

住民対象

0279-54-4692

住民対象

通年

吉岡町南下１３３３－４

0279-54-4323

住民・住民家族

２４時間対応で電話相談をうけられる体制を整え、
看護師や医師による専門スタッフが相談を受けて
います。
24時間対応の電話で相談を受けられる体制を整
え、看護師、医師等の専門スタッフが対応します。
保健師による相談
相談

吉岡町社会福祉協議会 弁護士による相談

43 無料法律相談

吉岡町隣保館

高齢者の介護・福祉・健
康・医療についての相談

前橋市朝日町３－３６－１７

事前にお電話でご予約くださ
い。
事前にお電話でご予約くださ
い。
事前にお電話でご予約くださ
い。

http://www.rengo-gunma.gr.jp/
面談予約受付時間
月曜日～金曜日
9:00～17:15
土曜日・日曜日・祝日 8:30～18:00

事前にお電話でお申込みくだ
0279-22-4166（保健係）
さい。

42 無料法律相談

44

前橋市朝日町３－３６－１７

事前にお電話でご予約くださ
い。

http//www.g-inochi.jp

随時ご連絡ください

渋川市

榛東村

027-221-0783（相談電話）

渋川市金井３９４番地 渋川保健福
祉事務所

36 心の健康相談

電話相談（しんとう健康ダ
イヤル２４）

事前にお電話でお申込みくだ 0274-20-1133（藤岡市消費生活セン
さい。
ター）

電話、対面による相談に対応
前橋市野中町３６１－２ 群馬県勤労
します。対面相談の場合は電 0120-797-052
福祉センター２Ｆ
話で事前にご予約ください。
前橋市朝日町３－３６－１７

備考

前橋市朝日町３－３６－１７

群馬県渋川保健福祉事 こころの病気や精神的な悩み事について、保健師
開庁時随時受付
務所
が相談を受けています。

38

問合せ先

太田市浜町２－７
事前にお電話でお申込みくだ 0276-30-2220（太田市消費生活セン
太田市役所南庁舎(旧福祉会館) ３
さい。
ター）
階大会議室

35 こころの相談

榛東村

参加方法

個人の借金問題に関し、法律相談・生活再建相談 平成27年10月3日（土）
及びこころの健康相談を一体的に行います。
13：30～17:00

県内の勤労者及び求職者を対象にしたメンタルヘ
ルスやキャリア開発に関するカウンセリングを行っ
連合群馬ライフサポートぐ
毎週木・土曜日
28
連合群馬
ています。
んま
14:00～19:00
対面相談を希望の場合は、事前に予約をお願いし
ます。
毎月第1金曜日
嘱託医師（精神科）による相談を受け付けておりま
29 精神保健福祉相談
前橋市保健所
13:30～16:30
す。
（9月のみ第1水曜日）
精神保健福祉相談（児童・
嘱託医師（精神科）による相談を受け付けておりま 毎月第3水曜日
30
前橋市保健所
思春期）
す。
10:00～12:00
毎月第2･4水曜日
31 こころの相談
前橋市保健所
精神科医による相談を受け付けております。
13:30～15:30
保健師・精神保健福祉士による相談を受け付けて 毎月第3火曜日
32 若者のこころの相談
前橋市保健所
おります。
13:30～15:30
保健師・精神保健福祉士による相談を受け付けて 月～金曜日
33 不定期相談
前橋市保健所
おります。
8:30～17:15
群馬県渋川保健福祉事 こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
34 こころの相談
毎月第1・3火曜日
務所
ます。

37 こころの相談

場所

弁護士による相談

吉岡町地域包括支援セ
専門職による相談
ンター

吉岡町南下１３３３－４
吉岡町下野田８９２－１

電話 0120-026-103

事前に電話で予約してくださ
い。
事前に電話で予約してくださ
い。

027-220-5785

随時受け付けていますが、担当不在等で対
応できない場合があります。ご了承ください。
訪問は必要に応じて対応いたします。

0279-25-1321（渋川市保健センター）

相談事業
地区名

No

45

事業名

こころの健康相談
(定期精神保健福祉相談)

46 こころの健康相談
47 自殺予防啓発活動

伊
中
勢
部
崎
地
地
区
区

高
崎
地
区

西
部
地
区

安
中
地
区

藤
岡
地
区

実施主体

事業内容説明

群馬県伊勢崎保健福祉
事務所
群馬県伊勢崎保健福祉
事務所
群馬県伊勢崎保健福祉
事務所

こころの健康に関する相談を精神科医が伺いま
す。
こころの病気や精神的な悩み事について、保健師
が相談を受け付けています。
のぼり旗の掲揚、ポスターの掲示、啓発物の配布
等

日時

原則として毎月第2木曜日
伊勢崎市下植木町４９９
13:30～15:30
開庁時随時受付

伊勢崎市下植木町４９９

9月と3月を中心に実施

伊勢崎市下植木町４９９

48 こころの健康相談

伊勢崎市

心の健康に不安や悩みを抱えている人や家族を
対象に、精神科医によるこころの健康相談を実
施。

月2回予約制

49 窓口健康相談

伊勢崎市

心の健康に不安や悩みを抱えている人の気軽な
相談場所として実施

土日祝日を除く毎日

50 電話相談

伊勢崎市

心の健康に不安や悩みを抱えている人の気軽に
相談出来る機会として実施

土日祝日を除く毎日

51 訪問指導

伊勢崎市

心の健康に不安や悩みを抱えている人の気軽な
相談場所として実施

土日祝日を除く毎日

52 精神保健相談

玉村町

精神科医がこころの健康に関する相談を受け付け
月１回実施
ています。

53 こころの健康相談
54 ひきこもりの相談

高崎市

精神科医師による相談を受け付けております。

高崎市

保健師、精神保健福祉士によるひきこもり相談を
受け付けております。

場所

年間18回 13：30～3：30
年間12回 13：30～3：30

こころの健康相談（保健師 群馬県安中保健福祉事 こころの病気や精神的な悩み事について、保健師
開庁時随時受付
による精神保健福祉相談） 務所
が相談を受けています。

57 こころの健康相談

安中市

58 定期精神保健福祉相談

群馬県藤岡保健福祉事 メンタルヘルスに関する相談を受け付けておりま
務所
す。精神科医師、保健師が担当しています。

精神科医による個別相談です。（予約制）

問合せ先

事前にお電話でお申込みくだ
0270-25-5066（保健係）
さい。
来所相談を希望される方は事
0270-25-5066（保健係）
前にご連絡ください。

備考

http://www.pref.gunma.jp/07/j08610002.htm
l
随時受け付けていますが、担当不在等で対
応できない場合があります。

0270-25-5066（保健係）

伊勢崎市役所（伊勢崎市今泉町2410）
健康管理センター（伊勢崎市連取町
1155）
事前にお電話でご予約くださ
赤堀保健福祉センター（伊勢崎市西
い。
久保町2-123-1）
あずま保健センター（伊勢崎市東町
2670-4）
境保健センター（伊勢崎市境637）
伊勢崎市役所（伊勢崎市今泉町2410）
健康管理センター（伊勢崎市連取町
1155）
赤堀保健福祉センター（伊勢崎市西
久保町2-123-1）
あずま保健センター（伊勢崎市東町
2670-4）
境保健センター（伊勢崎市境637）
伊勢崎市役所（伊勢崎市今泉町2410）
健康管理センター（伊勢崎市連取町
1155）
赤堀保健福祉センター（伊勢崎市西
久保町2-123-1）
あずま保健センター（伊勢崎市東町
2670-4）
境保健センター（伊勢崎市境637）
伊勢崎市役所（伊勢崎市今泉町2410）
健康管理センター（伊勢崎市連取町
1155）
赤堀保健福祉センター（伊勢崎市西
久保町2-123-1）
あずま保健センター（伊勢崎市東町
2670-4）
境保健センター（伊勢崎市境637）

0270-74-1363（伊勢崎市境保健セン
ター）

http://www.city.isesaki.lg.jp
市内在住･在勤の人。定員各日５０名

0270-74-1363（伊勢崎市境保健セン
ター）

http://www.city.isesaki.lg.jp
市内在住･在勤の人

0270-74-1363（伊勢崎市境保健セン
ター）

http://www.city.isesaki.lg.jp
市内在住･在勤の人

0270-74-1363（伊勢崎市境保健セン
ター）

http://www.city.isesaki.lg.jp
市内在住･在勤の人

日程についてはお問い合わせください

玉村町大字下新田２０１

電話又は来所して事前予約

0270-64-7706（保健センター）

高崎市高松町３５－１

事前にお電話でお申し込みく
ださい。

027-321-1358

高崎市高松町３５－１

事前にお電話でお申し込みく
ださい。

027-321-1358

予約制
事前にお電話で御予約くださ
い。

http://www.pref.gunma.jp/07/k02300004.ht
027-381-0345（安中保健福祉事務所保 ml
健係）
相談医の都合により、日程等変更することが
あります。

奇数月：原則第4木曜日
13:00～15:00
こころの健康相談（定期精 群馬県安中保健福祉事 こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
55
偶数月：原則第4月曜日
安中市高別当３３６－８
神保健福祉相談）
務所
ます。（予約制）
（12月は第3月曜日）13:00
～15:00
56

参加方法

安中市高別当３３６－８

平成27年9月30日（水）

安中市安中一丁目２３番１３号

毎月第4金曜日 午後

藤岡市下戸塚２－５

http://www.pref.gunma.jp/07/k02300001.ht
ml
来所相談を希望される方は事 027-381-0345（安中保健福祉事務所保
随時受け付けていますが、担当不在等により
前に御連絡ください。
健係）
対応できない場合があります。御了承くださ
い。
事前にお電話でお申込みくだ 027-382-1111(安中市役所健康づくり
さい。
課）
予約が必要ですので、事前に 0274-22-1420(藤岡保健福祉事務所保
お電話でご相談ください。
健係）

相談事業
地区名

藤
岡
地
区

西
部
地 富
区 岡
地
区

No

事業名

事業内容説明

日時

群馬県藤岡保健福祉事 こころの病気や精神的な悩みについて、保健師が
開庁時随時受付
務所
相談を受け付けています。
うえの健康安心電話
電話による健康相談・医療相談を行います。
随時
メンタルヘルスに関する相談も受け付けておりま
61 定期健康相談
上野村
毎週月曜日9:00～11:30
す。
こころの健康相談（定期精 群馬県富岡保健福祉事 こころの健康についての相談を精神科医がうかが
62
原則第2火曜日13:00～
神保健福祉相談）
務所
います。
群馬県富岡保健福祉事 こころの病気や精神的な悩み事について、保健師
63 こころの健康相談
開庁時随時受付
務所
が相談を受けています。
精神的不安や悩みのある人、心の病気について
64 こころの健康相談
富岡市
困っている人およびその家族等の相談を受け付け 毎週月曜日9:00～11:00
ています。
偶数月第2金曜日
65 こころの相談
下仁田町
精神科医師による個別相談
15：00～17：00
南牧村

保健師による相談

67 健康相談会

南牧村

保健師、看護師による相談。リフレッシュのための 6月～1月の間、月1回
健康体操
13:30～15:30

68 健康相談

甘楽町

69 健康相談

甘楽町

70 総合健康相談

甘楽町

71 消費生活相談

甘楽町

72 こころの健康相談

吾妻保健福祉事務所

73 こころの健康相談

吾妻保健福祉事務所
中之条町
吾妻保健福祉事務所
長野原町
吾妻保健福祉事務所
嬬恋村
吾妻保健福祉事務所

76 こころの健康相談
77 こころの健康相談

草津町
吾妻保健福祉事務所

78 こころの健康相談

高山村
吾妻保健福祉事務所

79 こころの健康相談

東吾妻町
吾妻保健福祉事務所

80 こころの健康相談
81 健康相談

随時 平日8:30～17:15

問合せ先

0274-22-1420(藤岡保健福祉事務所保
健係）
0274-59-2309（上野村役場保健福祉
0274-59-2309（上野村役場保健福祉
課）
0274-62-1541（富岡保健福祉事務所保
健係）
0274-62-1541（富岡保健福祉事務所保
健係）

富岡市富岡１３４７－１

0274-64-1901(富岡市保健センター)

上野村大字乙父６３０番地１

66 健康相談

参加方法

来所相談を希望する方は事前
にお電話でご予約ください。
電話にて随時受付しています
事前にお電話でお申し込みく
上野村大字乙父６３０番地１
ださい。
富岡市田島３４３－１ 富岡保健福祉 事前にお電話でご予約くださ
事務所
い。
富岡市田島３４３－１ 富岡保健福祉 来所相談を希望される方は事
事務所
前にご連絡ください。
藤岡市２－５

60 うえの健康安心電話

75 こころの健康相談

下仁田町下仁田１１１－２

備考

休日は実施しません。
日程については変更になる場合があります。
随時受付ていますが、担当不在等で対応で
きない場合があります。

事前にお電話でお申込みくだ
0274-82-5490
さい。

南牧村大字大日向１０９８番地

南牧村活性化センター 和室（南牧
村大字磐戸２０７番地）
南牧村中央公民館 ２階（南牧村大
字大日向１０８３）
保健師による定期的相談日にメンタルヘルスに関
甘楽町大字小幡８５２－１ （保健セ
毎週火曜日9：00～11：30
する相談も受け付けております。
ンター）
定期相談日以外にもメンタルヘルスに関する相談
甘楽町大字小幡１６１－１ （甘楽町
随時
を受け付けております。
役場）
高齢者のメンタルヘルスに関する相談を受けつけ
甘楽町大字小幡１６１－１ （包括支
随時
ております。
援センター）
問題解決の支援、消費生活に係る適切な助言を
甘楽町大字小幡１６１－１ （消費生
8：30～17：00
行い、必要に応じ他の専門家への橋渡しを行う。
活センター）
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
中之条町西中之条１８３－１ 吾妻保
毎月第1・3木曜日午後
ます。
健福祉事務所

0274-87-2011

随時受け付けていますが、保健師不在の場
合には、後日、連絡のうえ対応させていただ
きます。

0274-87-2011（役場 保健福祉課 保
健係）

偶数月は活性化センター、奇数月は中央公
民館で行っています。

直接保健センターにお出かけ 0274-74-3131（甘楽町役場 健康課）
ください。
0274-74-5474（甘楽町保健センター）
電話または来庁
電話または来庁
電話または来庁
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

保健センターには職員は常駐していません。

0274-74-3131（甘楽町役場 健康課）
0274-74-3131（甘楽町役場 包括支援
センター）
0274-74-3306（甘楽町消費生活セン
ター）
0279-75-3303（保健係）

日程については変更になる場合があります。

こころの病気や精神的な悩み事について、保健師
開庁時随時受付
が相談を受けています。

中之条町西中之条１８３－１ 吾妻保 来所相談を希望される方は事
0279-75-3303（保健係）
健福祉事務所
前にお電話でご連絡ください。

随時受付ていますが、担当不在等で対応で
きない場合があります。ご了承ください。訪問
は必要に応じて対応いたします。

こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
ます。
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
ます。
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
ます。

中之条町中之条町１０９１ 中之条町
保健センター
長野原町与喜屋１６２４ 長野原町保
健センター
嬬恋村大前１１００ 嬬恋村農村環境
改善センター

平成28年1月21日（木）
14:00～16:00
平成28年3月17日（木）
14:00～16:00
平成27年12月17日（木）
14:00～16:00
平成27年10月15日（木）、
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
11月19日（木）
ます。
14:00～16:00
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい 平成27年9月17日（木）
ます。
14:00～16:00
平成27年8月20日（木）、
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
平成28年2月18日（木）
ます。
14:00～16:00

中之条町
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい
群馬県吾妻保健福祉事
毎月第1・4木曜日午後
ます。
務所
中之条町
健康相談
毎週木曜日9:00～12:00

中之条町
こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい 平成28年1月21日(木)
82 こころの健康相談
群馬県吾妻保健福祉事
ます。
14:00～
務所
メンタルヘルスに関する相談を受け付けておりま
83 メンタルヘルス相談
長野原町
す。尚、担当者不在の場合もございますのでご了 随時 平日9:00～17:00
承ください。
メンタルヘルスに関する相談を受け付けておりま
84 こころの相談会
嬬恋村
年12回 13：00～16：00
す。
出産や育児、児童虐待、いじめなどに不安を抱え
児童・生徒のためのこころ
る子どもや保護者を対象とした相談や、児童、生
85
嬬恋村
年15回 不定期
の相談
徒への相談、助言、学校への訪問相談、定期の相
談会等を行います。
健康・医療に関する相談を24時間受け付けており
86 つまごい健康ダイヤル24 嬬恋村
24時間 年中無休
ます。

吾
妻
地
区

場所

59 こころの健康相談

74 こころの健康相談

吾
妻
地
区

実施主体

事前にお電話でお申し込みく
ださい。
事前にお電話でお申し込みく
ださい。
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

0279-75-8833

日程については変更になる場合があります。

0279-82-2422

日程については変更になる場合があります。

0279-96-1975（保健室）

日程については変更になる場合があります。

草津町草津４６４－２８ 草津町保健 事前にお電話でお申し込みく
センター
ださい。

0279-88-5797

日程については変更になる場合があります。

高山村中山３４１０ 高山村保健セン 事前にお電話でお申し込みく
ター
ださい。

0279-63-1311

日程については変更になる場合があります。

東吾妻町原町１１１７－１ 東吾妻町 事前にお電話でお申し込みく
保健センター
ださい。

0279-68-5021

日程については変更になる場合があります。

中之条町西中之条１８３-１ 吾妻保 来所相談を希望される方は事
0279-75-3303（保健係）
健福祉事務所
前にお電話で御連絡ください。
中之条町中之条町１０９１

随時、事前申し込みは可能で
0279-75-8833
あればお電話ください

中之条町中之条町１０９１

来所相談を希望される方は事
0279-75-8833(保健センター健康係）
前にお電話で御連絡ください。

長野原町与喜屋１６２４

お電話でご相談下さい。

0279-82-2422

嬬恋村大前１１００

事前にお電話でご予約くださ
い。

0279-96-1975

嬬恋村大前１１００

事前にお電話でご予約くださ
い。

0279-96-1975

直接お電話でご相談ください。 0120-515-425

日程については変更になる場合があります。

相談事業
地区名

吾
妻
地
区

No

事業名

87 こころのカウンセリング

88 こころの健康相談
89 こころの健康相談

利
根
沼
田
地
区

実施主体

草津町
東吾妻町
群馬県吾妻保健福祉事
務所
群馬県利根沼田保健福
祉事務所

事業内容説明

館
林
地
区

問合せ先

東吾妻町原町１１１７－１ 東吾妻町 事前にお電話でお申込みくだ
0279-68-5021
保健センター
さい。

こころの健康にに関する相談を精神科医がうかが
原則：毎週水曜日
います。

沼田市薄根町４４１２

事前にお電話でご予約くださ
い。

沼田市薄根町４４１２

来所相談を希望される方は、
事前にご連絡ください。

平成27年 9月2日(水)
13:30～17:00
*毎月１回実施

沼田市東原新町１８０１－７２ 沼田
市保健福祉センター

事前電話予約制

随時 8：30～17：15

片品村鎌田３９６７

91 精神保健福祉相談

沼田市

精神科医師による相談事業

92 心の健康相談

片品村

こころの健康に関する相談

93 精神保健相談事業

みなかみ町

精神保健全般に関する相談を受け付けています。 通年

みなかみ町後閑３１８

うつなどで生きている事が辛くなった人へのカウン
通年
セリング費用助成事業（１人３回まで）

昭和村糸井３８８番地

備考

0279-88-5797(草津町健康推進課)

こころの健康に関する相談を精神科医がうかがい 平成28年2月18日（木）
ます。
14：00～16：00

群馬県利根沼田保健福 こころの病気や精神的な悩みについて、保健師が
開庁時随時受付
祉事務所
相談を受けています。

メンタルヘルス相談助成事
昭和村
業

参加方法

平成27年9月1日（火）、12
若年者を対象とした臨床心理士による個別相談を 月8日(火) 午前10時、11時
草津町草津４６４－２８ 草津町保健 予約制なので、事前にお申し
実施。
午後1時、午後2時
センター
込みください
相談は予約制。
時間は予約時にお伝えし
ます。

0278-23-2185(利根沼田保健福祉事務
日程については変更になる場合があります。
所）
随時受け付けていますが、担当不在等で対
0278-23-2185(利根沼田保健福祉事務
応できない場合がありますので、ご了承くだ
所）
さい。訪問は必要に応じて対応いたします。
http://www.city.numata.gunma.jp/life/seisin_
0278-23-2111（障害福祉係・内線
soudan2.html
77268）
毎月定員3名 面接時間（約50分）
（定員になり次第締切）

事前にお電話でお申込みくだ
0278-58-4020
さい。
0278-62-2527
事前にお電話でお申込みくだ
(みなかみ町 子育て健康課
さい。
健康推進グループ)
事前にご相談下さい。

0278-24-5111（昭和村役場）

事前に御相談ください

http://www.pref.gunma.jp/07/n01210001.ht
ml
0276-31-8243（東部保健福祉事務所保
精神科医師による個別相談。
健課保健第二係）
相談医の都合により、日程変更をすることが
あります。
随時受け付けていますが、担当不在等で、対
群馬県東部保健福祉事 こころの病気や精神的な悩み事について、保健師
太田市西本町４１－３４ 東部保健福 来所相談を希望される方は事 0276-31-8243（東部保健福祉事務所保
96 こころの健康相談
開庁時随時受付
応できない場合があります。ご了承ください。
務所
が相談を受けています。
祉事務所
前に御連絡ください。
健課保健第二係）
訪問は必要に応じて対応いたします。
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/007
97 いのちささえる相談
太田市
精神保健福祉士による対面型相談
毎週金曜日13：00～15：00 太田市浜町２－３５
事前に電話でご予約下さい。 0276-47-1956
0-005kenkofukushi/kokoro/inochi_sodan.html
民生委員さんと取り組む自 NPO法人こころの応援 民生委員を対象にゲートキーパー養成し、相談支
98
平成27年6月〜12月
沼田市
0278-66-0999
http://www.npo-kokoro.com/index.html
殺予防
団
援事業を実施します。
群馬県桐生保健福祉事 こころの健康に関する相談を受け付けておりま
事前にお電話でご予約くださ
99 精神保健福祉相談
月1回（第2金曜日）
桐生市相生町二丁目３５１
0277-53-4131（桐生保健福祉事務所）
務所
す。（予約制）
い。
随時受け付けていますが、担当者不在等で
群馬県桐生保健福祉事 こころの病気や精神的な悩みについて、保健師が
来所相談を希望される方は事
100 こころの健康相談
開庁時随時受付
桐生市相生町二丁目３５１
0277-53-4131（桐生保健福祉事務所） 対応出来ない場合があります。御了承下さ
務所
相談を受けています。
前にご連絡下さい。
い。訪問は必要に応じて対応いたします。
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.ns
心療内科医師による、こころに関する健康相談を 年6回（奇数月）
事前にお電話でお申込みくだ
f/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/27f
101 こころの健康相談
桐生市
高崎市末広町１３番地の４
0277-47-1152（桐生市健康づくり課）
受け付けています。
14：00～15：30
さい。
86dfdef250de649256a23000424cf?OpenDoc
ument
精神科医による相談です。
毎月第3木曜日
予約制ですので、事前にお電 0277-72-2211（みどり市大間々保健セ 日程については、変更になる場合がありま
102 こころの相談
みどり市
ご本人だけでなく、ご家族の相談にも応じます。 13:30～16:30
みどり市大間々町大間々１４９７－１
話でお申し込みください。
ンター）
す。
予約制です。
(一部第4木曜日あり)
精神保健福祉相談
群馬県館林保健福祉
うつ病などこころの病気や不調（不眠、不安等）に 原則第1・3水曜日13:30～
事前にお電話でご予約くださ 0276-72-3230（館林保健福祉事務所
103
館林市大街道１－２－２５
（定期精神保健福祉相談） 事務所
関する相談を精神科医がうかがいます。
15:00
い。
保健係）
群馬県館林保健福祉
こころの病気や精神的な悩み事について、保健師
来所相談を希望される方は事 0276-72-3230（館林保健福祉事務所 随時応需ではありますが、担当不在時等、対
104 精神保健福祉相談
開庁時随時受付
館林市大街道１－２－２５
事務所
が相談を受けています。
前に御連絡ください。
保健係）
応できない場合があります。
毎月第2木曜日
事前にお電話でお申込みくだ
105 こころの健康相談
館林市
精神科医師によるこころの健康相談
館林市苗木町２４５２－１
0276-72-4111（社会福祉課）
13：30～15：00
さい。
公民館11か所で成人・乳幼児を対象とした健康相 各公民館隔月1回9：30～
106 公民館健康相談
館林市
館林市仲町１４－１
会場に直接お越しください
0276-74-5155
談を実施します。
11：00
成人・高齢者を対象に生活習慣病を中心とした健 奇数月第1または第2金曜
107 ヘルスアップ相談会
館林市
館林市仲町１４－１
会場に直接お越しください
0276-74-5155
康相談を行います。
日13：30～14：00
こころの病気やこころの不調・不安に関する相談
こころの健康相談（定期精 群馬県東部保健福祉事
95
を精神科医がうかがいます。
神保健福祉相談）
務所

桐
東 生
部 地
地 区
区

場所

90 こころの健康相談

94

太
田
地
区

日時

108 こころの健康相談

板倉町

精神科医師との個別面談方式による相談会

109 こころの健康相談

千代田町

メンタルヘルスに関する相談

毎月第2金曜日・第4木曜
午後13:30～15:30（予約
制）

平成27年10月28日（水）
13:30～15:00
平成27年9月9日（水）
13：30～15：30
平成27年12月9日（水）
13：30～15：30

太田市西本町４１－３４ 東部保健福 事前にお電話でご予約くださ
祉事務所１階診療室
い。

板倉町岩田１０５６ 板倉町保健セン
事前予約が必要です
ター

0276-82-1111（内線311 福祉課社会
福祉係）

千代田町大字赤岩１７０５－１ 千代
事前申し込み
田町保健センター

0276-86-5411

個別面談のため時間予約制

相談事業
地区名

東
部
地
区

館
林
地
区

No

事業名

実施主体

事業内容説明

110 こころの健康相談

大泉町

精神科医師による相談を受け付けています。

111 健康相談

邑楽町

保健師による健康相談を行います。

日時

場所

平成27年9月17日（木）、
10月29日（木）、12月17日
（木）、平成28年3月17日
大泉町吉田２４６５
（木）14:00～16:00
平成27年11月11日（水）
13:30～15:00
平成27年9月7日（月）
平成27年9月14日（月）
邑楽町中野２５７０－３
平成27年9月28日（月）
各日とも10:00～11:30

参加方法

問合せ先

事前に電話でお申込みくださ
い。

0276-55-2632（健康づくり課）

来所

０２７６－８８－５５３３

備考

http://www.town.oizumi.gunma.jp/01soshiki/
05kenkou/03kenkou/1402271717-58.html

