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相談内容等

茅野市を知ろう！

相談

目

相談
問い合わせ

人権相談

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、身の回りの人権に関わる相
談に応じます。
相談内容：いじめ、体罰、不登校、虐待など子どもに関わる問題
セクハラ、ストーカー、DV、性的差別など女性に関わる
問題、親子、親戚、近隣、同和問題 など
相談方法：口頭、電話のいずれでも構いません。相談は無料で、秘密
は守られます。相談日を設けていますので、お問い合わせ
ください。

市民課市民係
☎72-2101（内線256）

外国籍市民相談

外国籍市民やその関係者を対象に、日常生活全般の悩み事について相
生涯学習課生涯学習係
談に応じます。対応言語は、英語・ポルトガル語・タガログ語・中国
☎72-2101（内線634）
語・日本語です。相談日を設けていますので、お問い合わせください。

消費生活相談

近年、悪徳商法やオレオレ詐欺、インターネット・携帯電話を利用し
た被害やトラブルが増加しています。手口も複雑化し、消費者が自ら
解決することが困難になってきており、泣き寝入りしてしまうといっ
たケースも見受けられます。消費生活センターでは、専門相談員が皆
さんのご相談をお受けします。相談された方の個人情報や内容等は当
センターにて厳重に管理しますので、安心してご相談ください。
相談受付：毎週月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分
相談内容：一般消費生活に関する相談、契約・解約に関する相談、販
売方法、表示広告、価格料金、安全衛生、品質機能 ほか
相談方法：ご相談は、電話か面談のどちらでもお受けします。
◇電話での相談 ☎75-8188（直通）
◇面談での相談 茅野市役所1階 消費生活センター（市民課）
※電話が混み合っている場合は、相談員が対応できないことがあり
ます。

市民活動相談

地域や社会の課題を解決するためにやりたいことをカタチに変えたり、
現在行っている活動に課題を抱えている方、団体の皆さんが、楽しく
市民活動センター『ゆいわーく茅野』
やりがいを持って活動に取り組めるよう、市民活動・ボランティア活
茅野市塚原二丁目5-45
動に関する相談をお聞きします。何でもお気軽にご相談ください。
☎0266-75-0633
相談受付：午前9時～午後6時30分
毎週月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）

相

市民課市民係
☎72-2101（内線256）

出産・子育て・学校

行政相談

総務大臣の委嘱を受けた行政相談委員が、国・県・市が行っている仕
事への要望や苦情、意見などを市民の皆さんからお聞きし、その解決
や実現を図ることを目的としているのが行政相談です。道路、河川、
公害、福祉、年金など、どんな苦情や要望でも結構です。
相談方法：口頭、電話のいずれでもかまいません。相談は無料で秘密
は守られます。相談日を設けていますので、お問い合わせ
ください。

ごみ・環境・上下水道

市民課市民係
☎72-2101（内線256）

福祉・健康

法律相談

毎月弁護士による無料法律相談を行っています。相続、離婚、多重債
務などお困りのことがありましたら気軽にご相談ください。相談時間
は、1人30分程度で、事前の予約が必要です。詳しくはお問い合わせ
ください。

税・年金・保険

市民課市民係
☎72-2101（内線256）

届出・証明

市民相談

市民の皆さんが日常生活の中で発生する様々な問題に対し、問題解決
に向けて助言や専門機関への紹介をしています。相談は無料で秘密は
守られますので、安心してご相談ください。
相談受付：毎週月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分

談
暮 ら し

茅野市消費生活センター（市民課）
☎75-8188（直通）

その他情報
防
災
施設ガイド

広告

地
図
医療ガイド
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保健福祉サービスの相談や手続きは、市内4か所の「保健福祉サービスセンター」が、お年寄りの介護の相談・
支援だけでなく、子育てや障害のある方々の相談・支援、健康づくりの取り組みなどにもお応えしています。
センター名
保健福祉の相談

所在地

担当地区

電話番号

届出・証明

東部保健福祉サービスセンター

玉川4300

豊平、玉川、泉野

82-0026

西部保健福祉サービスセンター

宮川3975

宮川、金沢

82-0073

中部保健福祉サービスセンター

塚原2-5-45
茅野市ひと・まちプラザ2階

ちの、米沢、中大塩

82-0107

北部保健福祉サービスセンター

北山4808-1

湖東、北山

77-3000

税・年金・保険

福祉・健康
ごみ・環境・上下水道

子育て・発達・教育・
ひとり親・女性相談

子育て、教育相談、いじめ、不登校・発達やひとり親・女性相談など
お気軽にご相談ください。
相談受付：午前8時30分～午後5時15分
毎週月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く）
時間外は24時間相談携帯電話にて受け付けます。

こども家庭総合支援拠点
「育ちあいちの」
こども課こども・家庭相談係
☎72-2101（内線615・616・617）
発達支援センター
☎72-2101（内線618）
24時間相談携帯電話
☎090-7721-6043

家庭教育相談

子育て、家庭教育相談から、いじめ、不登校などの教育相談までお気
軽にご相談ください。
相談受付：午前9時～午後5時 
毎週月曜日～金曜日（年末年始、土日、祝日を除く）

家庭教育センター
茅野市塚原1-9-16
☎73-4151（電話相談・面接相談）

地域職業相談室

ちの3502-1 ベルビア2階
相談受付：午前10時～午後5時30分
☎72-2029 FAX73-7933
木曜日を除く毎週月曜日～土曜日
（年末年始、祝日を除く）
（電話相談・面接相談）

出産・子育て・学校

相
談

結婚相談、心配ごと
相談、司法書士の法
律相談

暮 ら し
その他情報

結婚相談、心配ごと相談、司法書士の法律相談は、茅野市社会福祉協
議会で相談を受け付けています。人生にはいろいろな悩みがあります。
日々の生活での小さなご心配から、誰にも相談できない深刻な悩みま
で様々です。市では少しでもお役に立てるように社会福祉協議会にお
願いし、いろいろな相談窓口を設けています。お気軽にご相談くださ
い。
■心配ごと相談
相談内容：どんなことでもご相談ください。
開設日時：毎週金曜日（年末年始、祝日は除く） 午前9時～正午
相談方法：直接窓口へお越しください（電話相談も可）
。
相 談 員：社会福祉協議会が委嘱した心配ごと相談員
■結婚相談
社会福祉協議会
相談内容：結婚を希望する方のご相談
☎73-4431
開設日時：毎月第1・第3土曜日 午後1時～4時、
第2・4金曜日 午後6時30分～8時30分
相談方法：直接窓口へお越しください。
相 談 員：社会福祉協議会が委嘱した結婚相談員
■司法書士の法律相談［予約制］
相談内容：身近な法律に関する相談
開設日時：毎月第2水曜日（祝日の場合は翌日） 午後3時～5時
相談方法：前日の午後5時までに要予約
相 談 員：司法書士
心配ごと相談、結婚相談、司法書士の法律相談の詳細につきましては、
茅野市社会福祉協議会にお問い合わせください。

防

成年後見制度の相談

社会福祉協議会（茅野市・富士見町・原
村成年後見支援センター）
☎73-4431

相談受付：第2水曜日（3月を除く） 午前10時～正午
※相談無料（相談は予約制です。
）

関東信越税理士会諏訪支部
☎28-6666
下諏訪町4611
下諏訪商工会議所会館2階
税理士会事務局

災

成年後見制度についての相談
相談受付：午前8時30分～午後5時30分
毎週月曜日～金曜日（年末年始、土日、祝日を除く）

施設ガイド

税理士会主催による
税務関係の相談

広告

地

保険代理店

P103 D-3

図

C.C.P保険

医療ガイド

東京海上日動火災保険株式会社 代理店
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
保険のことなら何でもご相談ください。
■茅野市塚原1-3-22
■TEL：0266-72-8151
■FAX：0266-72-2122
■定休日／土曜、日曜、祝日
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横

岳
標高2,829m

代理店

山頂は小ピークが連なっています。
横岳の岩稜には見事な花畑があり、
6月下旬から8月上旬にかけて見
頃となります。また、西側の岩壁
はアイスクライミングのメッカと
なっています。

目

相談内容等

問い合わせ
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相談

毎月1回専門の相談員による相談を行っています。家族、夫婦、職場
などの対人関係など、女性の様々な悩みについて、ご相談ください。
事前予約が必要です。相談日時等詳しくはお問い合わせください。

家庭教育センター
茅野市塚原1-9-16
☎73-4151（電話予約）

多重債務者相談

多重債務でお困りの方はご相談ください。弁護士による無料相談が下
記のとおり開催されます。借金でお困りの方はご利用ください。なお
相談は予約制になります。
相談受付：毎週月曜日 午後3時～5時（1人30分）

各担当法律事務所
長野県弁護士会諏訪在住会事務局
☎58-5628（諏訪教育会館2階）

茅野市を知ろう！

女性のための相談

区分

所在地
諏訪市上川3-2503-1

58-8609

茅野市地域職業相談室（ふるさとハローワーク）

茅野市ちの3502-1
ベルビア2階

72-2029

長野県諏訪地域振興局【商工観光課】
（内職求人情報、母子家庭・障害者等の就業支援）

諏訪市上川1-1644-10
諏訪合同庁舎1階

53-6000

茅野市【商工課】

茅野市塚原2-6-1
茅野市役所5階

72-2101

雇用調整助成金相談

諏訪公共職業安定所（ハローワーク諏訪）

諏訪市上川3-2503-1

58-8609

市民相談（全般）

茅野市【市民課】

茅野市塚原2-6-1
茅野市役所1階

72-2101

生活相談（生活保護）

茅野市【地域福祉課】

茅野市塚原2-6-1
茅野市役所1階

72-2101

茅野市【都市計画課】
（市営住宅）

茅野市塚原2-6-1
茅野市役所4階

72-2101

雇用・就職相談

住宅相談

諏訪市上川3-2503-1

58-8609

茅野市役所6階

相

返送先FAX番
53-6000

茅野市塚原2-6-1
【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。

茅野市【生涯学習課】

72-2101
談

□ 名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。

茅野市塚原2-5-45
73-4431
社会福祉法人茅野市社会福祉協議会
□ 画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致し
茅野市ひと・まちプラザ2階

生活資金の相談

諏訪市上川3-2503-1

①修正がない場合、

金融対策 中小企業金融支援相談

【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。
茅野市【商工課】

年

月

日

広告

印

②修正あり

72-2800

年

月

時：毎月第1水曜日（祝日の場合は第2水曜日） 
午後1時30分～4時30分
所在地：茅野市役所8階相談室
対 象：おおむね40歳未満の方
相談料：無料
内 容：1人50分程度のキャリア・コンサルティング
相談員：ジョブカフェ信州若年者就業支援アドバイザー

P104 B-5

地

高齢者就業

日

施設ガイド

■ロゴの著作権：確認済
茅野市では若年者の就業を支援するため、ジョブカ
フェ信州と協同し「Oh! 仕事探し」ヤングサポート事
業と称して、月1回若者向けのキャリア・コンサルティ
ングを開催しています。
「自分がどんな仕事に向いているのか！」
「就職活動っ
てどうやったらいいの？」など、仕事探しに関する不安
広告
や悩みをひとりで抱えていませんか？
専門のキャリア・コンサルタントがあなたの仕事探し
をサポートします。相談は個室で行い秘密は厳守します
ので、安心してご相談ください。相談日は月1回ありま
すので、1回で解決しなければ次回ご利用になれます。

☎72-2101（内線435）

茅野市塚原1-3-20

災

日

茅野市役所5階

防

⹅「Oh! 仕事探し」ヤングサポート事業

②修正がある場合、
茅野市塚原2-6-1
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正
72-2101
その他情報

茅野商工会議所

①修正なし（校了）

58-8609

暮 ら し

□ 自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承く
長野県労働金庫茅野支店
茅野市塚原1-14-40
72-2000
諏訪公共職業安定所（ハローワーク諏訪）

⹂☞商工課・商業労政係

諏訪市上川1-1644-10

長野県諏訪地方事務所【建築課】
（県営住宅）
諏訪合同庁舎1階
商品名：
茅野市暮らしのガイドブック

外国籍市民相談

出産・子育て・学校

諏訪公共職業安定所（ハローワーク諏訪）

諏訪公共職業安定所（ハローワーク諏訪）
（雇用促進住宅）

生活支援

電話番号

ごみ・環境・上下水道

生活支援

相談窓口

福祉・健康

雇用対策

相談内容

税・年金・保険

長引く経済の低迷等により、雇用や生活に対する不安が増大しています。市・関係機関では、相談窓口を下記のと
おり設置していますので、お気軽にご相談ください。

届出・証明

⹅雇用・生活・金融相談窓口

仕事の依頼、入会はお気軽にセンターへ

図

■茅野市塚原2-5-45
■TEL:0266-73-0224 ■FAX:0266-73-0227
■主な業務：除草、せん定、駐車場・施設管理、シルバー派遣 等
※指揮命令が必要な場合は派遣就業となります。
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医療ガイド

◇会員募集中◇
定年後もまだまだ働きたい方、豊かな
知識や経験を活かして新たな生きがいを見つけませんか。

