
相談内容 相談担当者 相談場所 相談日時 問合せ 電話番号

人権相談 人権擁護委員

神戸地方法務局豊岡支局 毎週（月～金）（休日は除く）
� 8：30～17：15

神戸地方法務局豊岡支
局内常設人権相談所 22-2780

豊岡健康福祉センター

相談日・場所は市広報紙に掲載
13：30～16：00 生涯学習課 23-0341

城崎庁舎
竹野庁舎
日高地区コミュニティセンター
出石ふれあいセンターなど
但東健康福祉センター

行政相談 行政相談委員

豊岡健康福祉センター

日時・場所は市広報紙に掲載 秘書広報課 21-9035

城崎庁舎
竹野庁舎
日高地区コミュニティセンター
出石庁舎など
但東健康福祉センター

身体障害者相談 身体障害者相談員

豊岡健康福祉センター

毎月第1・3（水）
13：00～16：00

社会福祉課 24-7033

身体障害者（視覚障
害者）相談 身体障害者相談員 毎月第4（金）

13：00～16：00
身体障害者（聴覚障
害者）相談 身体障害者相談員 奇数月第4（水）

13：00～16：00

知的障害者相談 知的障害者相談員 立野庁舎 毎月第2（火）
� 9：00～11：00

精神障害者保健福祉
相談

兵庫県精神障害者
相談員

立野庁舎 偶数月第3（木）
� 9：00～11：00 社会福祉課 24-7033

城崎庁舎 偶数月第2（木）
� 9：00～11：00 城崎振興局市民福祉課 21-9066

竹野庁舎 奇数月第2（木）
� 9：00～11：00 竹野振興局市民福祉課 21-9074

日高健康福祉センター 奇数月第3（木）
� 9：00～11：00 日高振興局市民福祉課 21-9055

出石庁舎 偶数月第4（木）
� 9：00～11：00 出石振興局市民福祉課 21-9027

但東健康福祉センター 奇数月第4（木）
� 9：00～11：00 但東振興局市民福祉課 21-9033

心配ごと相談 心配ごと相談員

豊岡健康福祉センター

毎週（月～金）
8：30～17：30

豊岡市社会福祉協議会
本所 24-7311

城崎健康福祉センター 豊岡市社会福祉協議会
城崎支所 32-4503

竹野健康福祉センター 豊岡市社会福祉協議会
竹野支所 47-1423

各種相談
各種相談
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相談内容 相談担当者 相談場所 相談日時 問合せ 電話番号

心配ごと相談 心配ごと相談員

日高健康福祉センター

毎週（月～金）
8：30～17：30

豊岡市社会福祉協議会
日高支所 42-0100

出石健康福祉センター 豊岡市社会福祉協議会
出石支所 52-3024

但東健康福祉センター 豊岡市社会福祉協議会
但東支所 54-0181

結婚相談 結婚相談員
豊岡健康福祉センター 毎月第1・3（金）

13：30～16：00
豊岡市社会福祉協議会
本所 23-2573

日高健康福祉センター 毎月第2・4（水）
13：30～16：00

豊岡市社会福祉協議会
日高支所 42-0100

法律相談（先着8人・
要電話予約） 弁護士 豊岡健康福祉センター 毎月第1（火）

13：00～16：00
豊岡市社会福祉協議会
本所 23-2573

家庭児童相談 家庭相談員

こども支援センター

毎週（月～金）
� 9：00～17：00

豊岡市こども支援センター

21-9003

教育相談
不登校相談
発達にかかわる相談

臨床発達心理士
臨床心理士

平日
� 9：00～17：00
第1（土）
� 9：00～12：00
第4（水）
18：00～21：00

24-8303

離婚相談 相談員

立野庁舎

毎週（月～金）
� 8：30～16：00
※毎週（木）午後は除く

社会福祉課 24-7031

ひとり親相談 相談員
毎週（月～金）
� 8：30～16：00
※毎週（木）午後は除く

社会福祉課 24-7031

DV相談 相談員
毎週（月～金）
� 8：30～16：00
※毎週（木）午後は除く

社会福祉課 24-7031

生活上の悩みごと、
困りごと 相談員 � 8：30～17：15 豊岡市総合相談・生活支

援センター「よりそい」 23-1940

職業相談 ハローワーク豊岡
職員 ハローワーク豊岡 毎週（月～金）

� 8：30～17：15 ハローワーク豊岡 23-3101

Uターン就職相談 職業相談員 市役所本庁舎環境経済課 毎週（月～金）
� 8：30～17：15 ジョブ・サポ豊岡 21-9008

企業対象技術相談
（要予約）

技術支援員 市役所本庁舎環境経済課 毎週（月～金）
� 8：30～17：15 豊岡市ものづくり支援センター 21-9024

技術コーディネーター 兵庫ものづくり支援センター但馬
（兵庫県立但馬技術大学校内）

毎週（火～金）
� 9：00～17：00

兵庫ものづくり支援センター
但馬 23-2000

消費生活相談 消費生活相談員
市役所本庁舎生活環境課 毎週（月～金）

� 9：00～16：00 豊岡市消費生活センター 21-9001

兵庫県但馬消費生活センター 毎週（月～金）
� 9：00～16：30 兵庫県但馬消費生活センター 23-0999

外国人生活相談
AdvisoryService 国際交流担当職員 市役所本庁舎秘書広報課 毎週（月～金）� 9：00～16：00 秘書広報課 21-9035

農家相談 農業委員 市役所本庁舎農業委員会
毎月1回
13：30～16：00
（市広報紙に掲載）

農業委員会事務局 21-9021

女性問題相談
（要予約）

兵庫県女性問題
相談員

兵庫県豊岡総合庁舎
さわやか県民相談室

毎月第3（金）
13：00～16：00

但馬県民局女性問題
相談担当 23-1001

思春期こころのケア
相談（要予約） 精神科医

兵庫県但馬県民局豊岡健康福祉
事務所（保健所）

年3回

豊岡健康福祉事務所地
域保健課 26-3672こころのケア相談

（要予約） 精神科医 年3回

酒害相談（要予約） 臨床心理士
精神保健福祉相談員 年3回

こころのケア相談
（要予約） 精神科医

立野庁舎
奇数月（年6回） 健康増進課 24-1127

こころの相談室 心理士・保健師 毎月1回 健康増進課 24-1127
ひきこもり相談 心理カウンセラー 年6回 健康増進課 22-7700

青少年なやみ相談 補導主事 豊岡市青少年センター 毎週（月～金）
� 9：00～17：00 豊岡市青少年センター 0120-

01-7867

若者の就労支援 相談員 若者サポートステーション豊岡 毎週（月～金）
10：00～16：00

若者サポート
ステーション豊岡 34-6333

※相談日は、市広報紙でお知らせします。
※相談日は、祝日と年末年始を除きます。
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