県内市町村の人権に関する相談窓口について
県・市町村名

岐阜県

相談窓口の名称等

相談窓口の種類

H30.4.1
相談内容・相談日・相談時間等

リンク先

○電話番号：058-272-8252
○相談場所：岐阜県庁6階 人権施策推進課内
岐阜県人権啓発センター
○相談内容：
様々な人権侵害で困っていること、悩んでいることにアドバイ
岐阜県人権啓発センター 人権に関する相談 スしたり、より専門的な相談機関をご紹介します。
http://cms.portal.rentai.gifu/kyoiku/shogai-gakushu/jinken/11227/index_13445.html
○相談方法：
電話、面接、郵送など（電話、面談は平日の午前9時から午後
5時まで受け付けています。＜土、日、祝日、年末年始を除く
＞）
http://www.city.gifu.lg.jp/11727.htm

岐阜市

市民相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

大垣市

人権よろず相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

高山市

人権相談

人権相談

○電話番号：０５７７－３５－３４１２
○相談内容：人権に関するご相談
○相談日・時間・場所：広報たかやま毎月1日号に掲載

多治見市

人権こまりごと相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

関市

人権相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

中津川市

各種相談案内

人権相談

詳細はリンク先のとおり

http://www.city.mino.gifu.jp/pages/30813
○電話番号：０５75-35-0526
○場所：美濃会館
○相談内容：人権に関して困っていること、悩んでいることなど
○相 談 日：毎月 第一水曜日
（美濃市役所ホームページ）
（当該日が祝祭日等の場合は変更あり。）
○相談時間：午後１時～午後3時
○相 談 員：人権擁護委員

美濃市

人権相談

人権相談

瑞浪市

人権・こまりごと相談

多治見人権擁護委
員協議会による人 詳細はリンク先のとおり
権相談

恵那市

人権相談

人権相談

「広報えな」(毎月15日)にて相談日等掲載

羽島市

相談案内

人権相談

詳細はリンク先のとおり

美濃加茂市

特設人権相談所

悩みごと相談

詳細はリンク先のとおり

土岐市

人権相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

各務原市

市民相談窓口

人権相談

詳細はリンク先のとおり

（岐阜市役所ホームページ）
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000002393.html
（大垣市役所人権よろず相談ホームページ）

http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/sodan/jinken.html
(多治見市役所ホームページ）
http://www.city.seki.lg.jp/0000000851.html
（関市役所ホームページ）
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/%E5%90%84%E7%A8%AE%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%A1%88%E5%86%8
5
（中津川市役所ホームページ）

http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2014092911494/
（瑞浪市役所ホームページ）

http://www.city.hashima.lg.jp/0000008365.html
（羽島市役所ホームページ）
http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/answer.cfm?id=28037&mi_id=0&g1_id=24&g2_id=95#guide
（美濃加茂市役所ホームページ）
http://www.city.toki.lg.jp/docs/hpg000009236.html
（土岐市役所ホームページ）
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/soudan/001819.html
（各務原市役所ホームページ）

県・市町村名

相談窓口の名称等

相談窓口の種類

相談内容・相談日・相談時間等

可児市

人権・困りごと相談

人権・困りごと相談 詳細はリンク先のとおり

山県市

人権相談

人権相談

○相談内容：人権に関するご相談
○相談日・時間・場所：毎月、広報やまがたに掲載
○相談員：人権擁護委員

瑞穂市

人権相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

飛騨市

相談窓口

人権相談

○相談内容：
人権に関して困っていること、悩んでいることなど
○相談日：平成３０年6月1日
平成３０年9月5日
平成３０年12月４日
○相談時間：午後1時～午後3時
○相談場所：ハートピア古川・河合町公民館・宮川町公民館・
神岡町ふれあいセンター
○相談員：人権擁護委員

本巣市

いろいろな相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

リンク先
http://www.city.kani.lg.jp/5825.htm
（可児市役所ホームページ）

http://www.mizuho-shakyo.org/
(瑞穂市社会福祉協議会ホームページ）

http://www.city.motosu.lg.jp/life/kenkou/soudan/
（本巣市役所ホームページ）
○電話番号：0575-67-1816
○相談内容：人権に関する相談
○相談日・時間・場所：広報郡上情報掲示板

郡上市

人権相談

人権相談

下呂市

福祉総合相談窓口

法律相談、人権相
詳細はリンク先のとおり
談等

海津市

行政・人権相談

行政・人権相談

詳細はリンク先のとおり

人権相談

http://www.town.ginan.lg.jp/
○電話番号：０５８-240-2100 ○場所：やすらぎ苑
○相談内容：人権に関して困っていること、悩んでいることなど
○相 談 日：毎月 第2火曜日
(岐南町役場ホームページ）
（当該日が祝祭日等の場合は変更あり。）
○相談時間：午後１時～午後４時 ○相 談 員：人権擁護委員

人権相談

○相談内容：
http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
人権に関する困りごと・悩みごと
○相談日：原則毎月第２金曜日（開催していない月もあります）
※詳細は広報かさまつをご覧ください。笠松町役場ホーム
ページ内からも広報かさまつをご覧いただけます。
○相談時間：午後１時３０分～午後３時３０分
○相談員：人権擁護委員
（笠松町役場ホームページ）
○相談場所：福祉会館 １階 図書室

岐南町

笠松町

町民相談室

人権よろず相談

養老町

人権相談

人権相談

○電話番号：０５８４－３４－３５０４
○場所：老人福祉センター2階生活相談室 養老町高田79-2
○相談内容：人権に関して困っていること、悩んでいることなど
○相 談 日：毎月 第１・第３ 水曜日
（当該日が祝祭日等の場合は、休日とします。）
○相談時間：午後１時～午後４時
○相 談 員：養老町人権擁護委員

神戸町

神戸町

心配ごと相談

詳細はリンク先のとおり

http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=1972
（下呂市役所ホームページ）
http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/consultation/gyousei-jinken.html
（海津市役所ホームページ）

http://www.town.godo.gifu.jp/life/cho_sou/cho_sou02.html

県・市町村名

神戸町

輪之内町

相談窓口の名称等

神戸町

相談窓口

相談窓口の種類

相談内容・相談日・相談時間等

心配ごと相談

詳細はリンク先のとおり

人権相談

○電話番号：０５８４－６９－３１１１（内線１４７）
○相談内容：
家庭内の問題、いじめ、体罰、虐待などで悩んでいること
○相 談 日 ：不定期（町広報誌をご覧ください）
○相談時間：午後１時００分～午後３時００分
○相 談 員 ：人権擁護委員
○相談場所：輪之内町民センター１階事務室
○電話番号：０５８４－６４－７１０４（役場福祉課直通）
○相談内容：
人権に関して困っていること、悩んでいることなど
○相談日・相談場所：平成27年6月2日・中央公民館
平成27年9月8日・勤労青少年ホーム
平成27年12月8日・中央公民館
平成28年3月8日・安八温泉
○相談時間：午後1時30分～午後4時
○相談員：人権擁護委員

安八町

特設人権困り事相談所

人権相談

大野町

心配ごと相談

人権相談

詳細はリンク先のとおり

人権相談

○電話番号：０５８５－４５－０７３５（役場住民課直通）
○場所：池田町中央公民館１階第３会議室
○相談内容：人権に関して困っていること、悩んでいることなど
○相 談 日：年７回（平成３０年５月８日、平成３０年６月１日、平
成３０年７月２４日、平成３０年９月２６日、平成３０年１２月４日、
平成３１年１月２２日、平成３１年３月２６日
○相談時間：午後１時～午後４時
○相 談 員：池田町人権擁護委員

池田町

人権相談

北方町

相談窓口

人権相談

富加町

なんでも相談

人権相談

リンク先
（神戸町役場ホームページ）

○電話番号：０５８－３２２－９９３６（役場防災安全課直通）
○相談内容：
人権に関して困っていること、悩んでいることなど
○相談日：毎月第２月曜日
○相談時間：午後１時～午後３時
○相談場所：老人福祉センター
○相談員：人権擁護委員
○電話番号：
０５７４－５４－２１１６（役場住民課直通）
○相談内容：
人権に関するもののほか、住民生活に関する悩みや町政に
対する苦情、要望等の一般相談
○相談日：偶数月と９月に１回
○相談時間：午後１時～午後４時
※夜間に実施する月もあり、その場合は午後７時～午後８時
３０分
○相談員：人権擁護委員
○相談場所：タウンホールとみか 2階会議室

http://www.town-ono.jp/0000000298.html
（大野町役場ホームページ）

