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（１）主な相談窓口   

①総合的な相談    

    

相 談 窓 口 連 絡 先 
受 付 時 間 

住 所 相 談 内 容 

犯罪被害者総合窓口 
      （滋賀県） 

TEL 077-525-8103 

 月～金 10:00～16:00 

〒520-0044 

大津市京町４丁目 3-28 

（おうみ犯罪被害者支援センター内） 

犯罪被害者等の全般的
な相談、および具体的な
相談窓口の紹介等 

犯罪被害者ｻﾎﾟｰﾄﾃﾚﾎﾝ 
       （警察） 

TEL 077-521-8341 

 月～金 10:00～16:00 

〒520-0044 

大津市京町４丁目 3-28 

（おうみ犯罪被害者支援センター内） 

犯罪の被害に遭われた
方の相談、および給付制
度等の相談 

認定 NPO 法人 
おうみ犯罪被害者支援 
      センター 

TEL 077-525-8103 

 月～金 10:00～16:00 

〒520-0044 

大津市京町４丁目 3-28 

（厚生会館１階） 

犯罪被害者等の各種相
談、情報提供および直接
支援等 

警察総合相談電話 
「県民の声 110 番」 

TEL 077-525-0110 

（短縮 #9110） 
 月～金 8:30～17:15 

〒520-8501 

大津市打出浜 1-10 

（県警察本部内） 

犯罪被害等に関する 
各種相談 

    

②法制度に関する相談    

 

   

相 談 窓 口 
連 絡 先 

受 付 時 間 住 所 相 談 内 容 

法テラス滋賀 

TEL 0570-079714(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ) 
 月～金 9:00～21:00 
   土 9:00～17:00 
TEL 050-3383-5454（滋賀） 
 月～金 9:00～17:00 

〒520-0047 
大津市浜大津 1-2-22 
大津商中日生ビル 5F 

犯罪被害者等の法制度
等の相談、専門窓口の紹
介、情報提供 

滋賀弁護士会 
（法律相談センター） 

TEL 077-522-3238 
 月～金 9:00～12:00 
   〃  13:00～17:00 

〒520-0051 
大津市梅林１丁目 3-3 

一般法律相談（有料） 
個人の多重債務相談（初
回無料） 

大津地方検察庁 
（被害者ホットライン） 

TEL 077-527-5149 
   （TEL･FAX） 
 月～金 8:30～17:15 

〒520-8512 
大津市京町 3丁目 1-1 

犯罪被害者相談 
被害者保護・支援 

    

③心身の悩みに関する相談    

    

相 談 窓 口 
連 絡 先 

受 付 時 間 
住 所 相 談 内 容 

県立 
精神保健福祉センター 

TEL 077-567-5010 
 月～金 9:00～16:00 

〒525-0072 
草津市笠山８丁目 4-25 

こころの悩みに関する
相談 

各保健所 
 別紙 （P.96） 
 月～金 8:30～17:15 
（大津のみ 8:40～17:25） 

 別紙 
身体的・精神的な健康に 
関する相談 

◆関係機関等連絡先一覧（平成 27 年 11 月 1 日現在）  

７ 参考資料 
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④労働問題・就労に関する相談   

    

相 談 窓 口 
連 絡 先 

受 付 時 間 
住 所 相 談 内 容 

総合労働相談コーナー 
(滋賀労働局･各労働基準監督署内) 

 別紙 （P.100） 
 月～金 8:30～17:00 

 別紙 
あらゆる分野の労働問
題の相談 

県労働相談所 

TEL 0120-967164 
077-511-1402(携帯) 

月～金（平日）10:00～20:00 
月～金（祝日）17:00～20:00 
土・日（祝日）10:00～16:00 

〒520-0806 
大津市打出浜 2-1 
（コラボしが 21 6階） 

労働に関する疑問 
トラブルの相談 

ハローワーク 

 別紙 （P.100） 
月～金（大津以外） 
〃 （大津）8:30～17:15 
月・水・金（大津） 

8:30～19:00 
火・木(大津)8:30～17:15 
第 1・第 3 土（大津のみ） 

10:00～17:00 

 別紙 就職支援に関する相談 

ヤングジョブセンター 
       滋賀 

TEL 077-563-0301 
 月～金 9:00～17:00 
 
 
TEL 0749-24-1304   
 月～金 9:00～17:00 

〒525-0025 
草津市西渋川一丁目 1-14 
行岡第一ビル４階 
おうみ若者未来サポート 
センター内 
〒522-0071 
彦根市元町4-1（県湖東合同庁舎） 

概ね 40 代前半までの方
に対する就職相談 

ｼﾆｱｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ滋賀 
TEL 077-521-5421 
 月～金 9:00～17:00 

〒520-0051 
大津市梅林 1-3-10 
滋賀ビル５階 

45 歳以上の中高年齢者
の就職等に関する相談 

滋賀県介護・福祉人材 
センター 
 
 

TEL 077-567-3925 
 月～金 9:00～16:00 
 
（長浜） 
TEL 0749-64-5125 
  月・火・木～土 
     9:00～16:00 

〒525-0032 
草津市大路 1-1-1 
エルティ９３２ ３階 
（長浜） 
〒526-0036 
長浜市地福寺町 4-36 
長浜市民交流センター１階 

介護・福祉分野での就職
相談 

滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ 

総合受付・マザーズ就労支
援相談コーナー 
TEL 0748-36-1831 
ﾊﾛｰﾜｰｸﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ 
TEL 0748-37-3882 
母子家庭等就業・自立支援
センター 
TEL 0748-37-5088 
火～日 9：00～17：00 
（受付 16：00まで） 
（月曜日・祝休日の翌日は
休所） 
ﾊﾛｰﾜｰｸﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰは、土
日・祝日休所 

〒523-0891 
近江八幡市鷹飼町 80-4 
滋賀県立男女共同参画セン
ター内 

女性の就労に関するカ
ウンセリング、研修・訓
練等の紹介、保育情報の
収集および提供、相談、
ハローワークの相談員
による求人情報の提供、
職業紹介 

 
滋賀ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ 
草津駅前 
 

総合受付・マザーズ就労支
援相談コーナー 
TEL 077-598-1480 
ﾊﾛｰﾜｰｸ職業相談ｺｰﾅｰ 
TEL 077-598-1486 
月～金 9：00～17：00（受
付 16：00まで） 

〒525-0032 
草津市大路 1-1-1 
ガーデンシティ草津３階 

女性の就労に関するカ
ウンセリング、研修・訓
練等の紹介、保育情報の
収集および提供、相談、
ハローワークの相談員
による求人情報の提供、
職業紹介 
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⑤性暴力に関する相談  

    

相 談 窓 口 
連 絡 先 

受 付 時 間 
住 所 相 談 内 容 

性暴力被害者総合ケア 

ワンストップびわ湖 

SATOCO 

TEL 090-2599-3105 

24 時間ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

E-mail 

satoco3105biwako 

@docomo.ne.jp 

satoco3105biwako 

@gmail.com 

 

性暴力に関する相談 

・産婦人科医療 

・相談、支援 

・警察への届出 

    

⑥ＤＶ・子ども虐待に関する相談    

    

相 談 窓 口 連 絡 先 
受 付 時 間 

住 所 相 談 内 容 

県 

中央子ども家庭相談ｾﾝﾀｰ 

(大津･高島･南部･甲賀管内) 

TEL 077-562-1121  
 月～金 8:30～17:15 
TEL 077-564-7867  
  毎日 8:30～22:00 
TEL 077-562-8996  
  毎日 24 時間 

〒525-0072 

草津市笠山７丁目 4-45 

子どもの虐待 
 
DV の相談 
 
児童虐待ホットライン 
     （県内全域） 

県 
彦根子ども家庭相談ｾﾝﾀｰ 

(東近江･湖東･湖北管内) 

TEL 0749-24-3741 
 月～金 8:30～17:15 

〒522-0043 

彦根市小泉町 932-1 

子どもの虐待、DV の相

談 

県立 

男女共同参画センター 

TEL 0748-37-8739 
火水金土日  9:00～12:00 
    〃      13:00～17:00 
  木     9:00～12:00 
    〃     17:00～20:30 

〒523-0891 

近江八幡市鷹飼町 80-4 

男女差別、夫婦・家族や

その他の人間関係にお

ける悩み、離婚・ＤＶな

どの相談 

福祉事務所  別紙 （P.95） 別紙 
生活保護等福祉全般の

相談 

県 

子ども･子育て応援ｾﾝﾀｰ 

（こころんだいやる） 

TEL 077-524-2030 
  毎日  9:00～21:00 
 
TEL  0570-078310 

（全国共通ダイヤル） 

〒520-8577 

大津市京町４丁目 1-1 

子育て､子どもの虐待の

悩みの相談など 

 

⑦交通事故に関する相談    

    

相 談 窓 口 
連 絡 先 

受 付 時 間 住 所 相 談 内 容 

県立交通事故相談所 

大津 TEL 077-528-3425 
   月～金 9:00～16:00 
 
彦根 TEL 0749-27-2230 
   月～金 9:00～16:00 

〒520-0807 
大津市松本１丁目 2-1 
(大津合同庁舎３Ｆ) 
〒522-0071  
彦根市元町 4-1 
(県湖東合同庁舎２F) 

交通事故被害者に対す
る相談 

（独）自動車事故対策機構 
         （NASVA） 
交通事故被害者ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

TEL 0570-000738 
TEL 03-5608-7560（本部） 
  月～金 9:00～17:00 

〒130-0013 
東京都墨田区錦糸 3-2-1 
アルカイースト 19 階 

交通事故被害の相談窓
口の紹介 
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⑧悪質商法等に関する相談    

    

相 談 窓 口 
連 絡 先 

受 付 時 間 
住 所 相 談 内 容 

県消費生活センター 

TEL 0749-23-0999 

  毎日 9:15～16:00 

消費者ホットライン 188 

〒522-0071 

彦根市元 4-1 

 （県湖東合同庁舎） 

消費生活に関する相談 

    

⑨暴力団に関する相談    

    
相 談 窓 口 

連 絡 先 
受 付 時 間 住 所 相 談 内 容 

暴力団追放ホットライン 
TEL 077-527-2140 

 月～金 8:30～17:15 

〒520-8501 

大津市打出浜 1-10 

 （県警本部北棟１階） 

交通事故示談 

債権取立て等の相談 

(公財)滋賀県暴力団追放

推進ｾﾝﾀｰ 

TEL 077-525-8930 

 月～金 8:30～17:15 

〒520-8501 

大津市打出浜 1-10 

 （県警本部北棟１階） 

交通事故示談 

債権取立て等の相談 

    

⑩住宅への入居に関する相談    

    
相 談 窓 口 

連 絡 先 
受 付 時 間 住 所 相 談 内 容 

県住宅課 
TEL 077-528-4234 

 月～金 8:30～17:15 

〒520-8577 

大津市京町４丁目 1-1 

県営住宅の入居に関す

る相談 

滋賀県営住宅管理ｾﾝﾀｰ 
TEL 077-510-1500 

 月～土 8:30～17:00 

〒520-0044 

大津市京町四丁目 

3 番 33 号 

県営住宅の入居に関す

る相談 

    

⑪人権侵害に関する相談   

    
相 談 窓 口 連 絡 先 

受 付 時 間 
住 所 相 談 内 容 

大津地方法務局 

人権擁護課 

TEL 077-522-4673 

 月～金 8:30～17:15 

〒520-8516 

大津市御陵町 3-6 
人権全般に関する相談 

大津地方法務局 

甲賀支局 

TEL 0748-62-1828 

 月～金 8:30～17:15 

〒528-0005 

甲賀市水口町水口 5655 
人権全般に関する相談 

大津地方法務局 

彦根支局 

TEL 0749-22-0291 

 月～金 8:30～17:15 

〒522-0054 

彦根市西今町 58-3 
人権全般に関する相談 

大津地方法務局 

長浜支局 

TEL 0749-62-0503 

 月～金 8:30～17:15 

〒526-0031 

長浜市八幡東町 253-4 
人権全般に関する相談 

（公財） 

滋賀県人権センター 

TEL 077-527-3885 

 月火水金 10:00～12:00 

13:00～16:00 

〒520-0801 

大津市におの浜４丁目 1-14 人権相談 

 ※ 特に記載がない場合は祝日・年末年始の相談業務はありません。  
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（２）連絡先 

①市町 犯罪被害者等施策担当課    

       

市町名 〒 住  所 担当課 
電話番号   児童虐待防止主管課 

T E L ＦＡＸ   

大津市 520-8575 大津市御陵町 3-1 自治協働課 
077-528-2816 

077-523-0411 

  子ども家庭相談室 
 077-528-2688 

彦根市 522-8501 彦根市元町 4-2 
まちづくり 
推進室 

0749-30-6117 

0749-22-1398 

  子育て支援課 
 0749-23-7838 

長浜市 526-8501 長浜市八幡東町 632 
市民協働 
推進課 

0749-65-8722 

0749-65-6571 

  子育て支援課 
 0749-65-6544 

近江八幡市 523-8501 近江八幡市桜宮町 236 
人権・市民 
生活課 

0748-36-5515 

0748-36-5553 

  子ども支援課 
 0748-36-5562 

草津市 525-8588 草津市草津３丁目 13-30 危機管理課 
077-561-2325 

077-561-6852 

  子ども家庭課 
 077-561-2460 

守山市 524-8585 守山市吉身２丁目 5-22 危機管理課 
077-582-1119 

077-582-0539 

  こども家庭相談課 
 077-582-1159 

栗東市 520-3088 
栗東市安養寺１丁目 
13-33 

危機管理課 
077-551-0109 

077-551-0149 

  子育て応援課 
 077-551-0300 

甲賀市 528-8502 甲賀市水口町水口 6053 生活環境課 
0748-65-0686 

0748-63-4582 

  こども応援課 
 0748-86-8424 

野洲市 520-2395 野洲市小篠原 2100-1 生活安全課 
077-587-6089 

077-587-4033 

  子育て家庭支援課 
 077-587-6140 

湖南市 520-3288 湖南市中央１丁目 1 生活環境課 
0748-71-2325 

0748-72-2201 

  子育て支援課 
 0748-71-2345 

高島市 520-1592 高島市新旭町北畑 565 総合防災局 
0740-25-8133 

0740-25-8102 

  子ども家庭相談課 
 0740-25-8517 

東近江市 527-8527 東近江市八日市緑町10-5 
防災危機 
管理課 

0748-24-5617 

0748-24-0752 

  こども相談支援課 
 0748-24-5663 

米原市 521-8601 米原市顔戸 488-3 
防災危機 
管理課 

0749-52-6630 

0749-52-6930 

  こども家庭課 
 0749-55-8123 

日野町 529-1698 
蒲生郡日野町河原１丁目
1 

住民課 
0748-52-6578 

0748-52-2003 

  福祉課 
 0748-52-6573 

竜王町 520-2592 蒲生郡竜王町小口 3 生活安全課 
0748-58-3703 

0748-58-2573 

  健康推進課 
 0748-58-3722 

愛荘町 529-1380 愛知郡愛荘町愛知川 72 
危機管理 
対策室 

0749-42-7655 

0749-42-6090 

  子育て世代包括支援
センター 
 0749-42-7661 

豊郷町 529-1169 犬上郡豊郷町石畑 375 総務企画課 
0749-35-8112 

0749-35-4575 

  保健福祉課 
 0749-35-8116 

甲良町 522-0244 犬上郡甲良町在士 353-1 総務課 
0749-38-3311 

0749-38-3421 

  保健福祉課 
 0749-38-5151 

多賀町 522-0341 犬上郡多賀町多賀 324 総務課 
0749-48-8120 

0749-48-0157 

  子ども･家庭応援 
センター 
 0749-48-8137 
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②県関係機関 

 所属名 グループ名 電話番号 
安まち

本部 

知事直轄組織 防災危機管理局 危機管理・国民保護係 077-528-3435 ○ 

総合政策部 企画調整課 企画計画係 077-528-3312 ○ 

県民活動生活課 安全なまちづくり係 077-528-3414 ○ 

人権施策推進課 企画・啓発係 077-528-3533  

総務部 総務課 私立学校係 077-528-3114 ○ 

市町振興課 地域戦略支援係 077-528-3231 ○ 

琵琶湖環境部 環境政策課 総務係 077-528-3351 ○ 

健康医療福祉部 健康福祉政策課 企画調整係 077-528-3512 ○ 

健康医療課 企画係 077-528-3611  

医療福祉推進課 認知症対策係 077-528-3522 ○ 

障害福祉課 障害認定・難病係、精神保健福祉係 077-528-3648 ○ 

薬務感染症対策課 感染症対策係・薬事指導係 077-528-3634 ○ 

医療保険課 医療保険管理係、国民健康保険係 077-528-3568  

子ども・青少年局 虐待防止・ＤＶ対策係 077-528-3551 ○ 

商工観光労働部 商工政策課 総務係 077-528-3711 ○ 

中小企業支援課 金融支援係 077-528-3732 ○ 

労働雇用政策課  077-528-3751  

女性活躍推進課 男女共同参画係 077-528-3771 ○ 

観光交流局 多文化共生係 077-528-3063 ○ 

農政水産部 農政課 企画・財産係 077-528-3812 ○ 

土木交通部 交通戦略課 交通安全対策室 077-528-3682 ○ 

道路課 道路保全室 077-528-4134 ○ 

都市計画課 公園緑地係 077-528-4281 ○ 

住宅課 公営住宅管理係 077-528-4234 ○ 

建築課 建築指導室 住まいの安全対策係 077-528-4262 ○ 

会計管理局 管理課 財務管理係 077-528-4311 ○ 

企業庁 総務課 総務係 077-589-4608 ○ 

病院事業庁 経営管理課 総務係 077-582-5079 ○ 

教育委員会事務局 教育総務課 学校施設経理係 077-528-4516 ○ 

学校教育課 生徒指導・いじめ対策支援室 077-528-4580 ○ 

人権教育課 企画振興係 077-528-4592  

生涯学習課 地域・家庭教育係 077-528-4654  

スポーツ健康課 保健安全・給食係 077-528-4614 ○ 

警察本部 警察県民センター 犯罪被害者支援室 077-522-1231（代） ○ 

生活安全企画課  077-522-1231（代） ○ 

少年課  077-522-1231（代） ○ 

南部土木事務所 経理用地課 防災・経理担当 077-567-5433 ○ 

甲賀土木事務所 経理用地課 防災・経理担当 0748-63-6154 ○ 

東近江土木事務所 経理用地課 防災・経理担当 0748-22-7733 ○ 

湖東土木事務所 経理用地課 防災・経理担当 0749-27-2241 ○ 

長浜土木事務所 経理用地課 防災・経理担当 0749-65-6636 ○ 

高島土木事務所 経理用地課 防災・経理担当 0740-22-6043 ○ 

  
※安まち本部=「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり推進本部関係機関 
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③警察本部および警察署    

     機関名 〒 住  所 電  話 管轄区域 

 滋賀県警察本部 520-8501 大津市打出浜 1-10 077-522-1231（代） 全域 

 県警本部 
    警察県民センター 

520-8501 大津市打出浜 1-10 077-522-1231（代） 全域 

 県警本部 
    生活安全企画課 

520-8501 大津市打出浜 1-10 077-522-1231（代） 全域 

 県警本部 
少年課 

520-8501 大津市打出浜 1-10 077-522-1231（代） 全域 

 県警本部 
  生活環境課 

520-8501 大津市打出浜 1-10 077-522-1231（代） 全域 

 県警本部 
    組織犯罪対策課 

520-8501 大津市打出浜 1-10 077-522-1231（代） 全域 

 大津警察署 520-0806 大津市打出浜 12-7 077-522-1234 
大津市 

（大津北署管内を除く） 

 草津警察署 525-0032 
草 津 市 大 路 ２ 丁 目
11-16 

077-563-0110 草津市、栗東市 

 守山警察署 524-0045 守山市金森町 494 077-583-0110 守山市、野洲市 

 甲賀警察署 528-0037 
甲賀市水口町本綾野
2-11 

0748-62-4155 甲賀市、湖南市 

 近江八幡警察署 523-0082 
近江八幡市土田町 
1322-1 

0748-32-0110 近江八幡市、竜王町 

 東近江警察署 527-0023 
東近江市八日市緑町
26-18 

0748-24-0110 
東近江市、 

日野町、愛荘町 

 彦根警察署 522-0007 彦根市古沢町 660-3 0749-27-0110 
彦根市、多賀町 

甲良町、豊郷町 

 米原警察署 521-0012 米原市米原 1092 0749-52-0110 米原市 

 長浜警察署 526-0021 
長浜市八幡中山町鳥ノ
前 300 

0749-62-0110 
長浜市 

(旧伊香郡域を除く) 

 木之本警察署 529-0425 
長浜市木之本町木之本
1536 

0749-82-3021 
長浜市 

(旧伊香郡域) 

 高島警察署 520-1622 
高島市今津町中沼２丁
目 4 

0740-22-0110 高島市 

 大津北警察署 520-0232 
大 津 市 真 野 ２ 丁 目
20-23 

077-573-1234 
大津市 

（仰木の里以北） 

大津少年サポートセンター 520-8501 大津市打出浜 1-10 077-521-5735 

大津・大津北・ 

高島・草津・守山・ 

甲賀警察署管内 

米原少年サポートセンター 520-0232 米原市米原 1092 0749-52-0114 

近江八幡・東近江・ 

彦根・米原・長浜・ 

木之本警察署管内 
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④裁判所・検察庁・矯正施設・刑事施設・更生保護官署 
 

  機関名 〒 住  所 電  話 

 大津地方裁判所 520-0044 大津市京町３丁目 1-2 
 077-503-8146（民事） 

 077-503-8193（刑事） 

 大津地方裁判所彦根支部 522-0061 彦根市金亀町 5-50  0749-22-0167 

 大津地方裁判所長浜支部 526-0058 長浜市南呉服町 6-22  0749-62-0240 

 大津簡易裁判所 520-0044 大津市京町３丁目 1-2  077-503-8181（刑事係） 

 高島簡易裁判所 520-1623 高島市今津町住吉１丁目 3  0740-22-2148 

 甲賀簡易裁判所 528-0005 甲賀市水口町水口 5675-1  0748-62-0132 

 彦根簡易裁判所 522-0061 彦根市金亀町 5-50  0749-22-0167 

 東近江簡易裁判所 527-0023 東近江市八日市緑町 8-16  0748-22-0397 

 長浜簡易裁判所 526-0058 長浜市南呉服町 6-22  0749-62-0240 

 大津家庭裁判所 520-0044 大津市京町３丁目 1-2  077-503-8157（少年係） 

 大津家庭裁判所彦根支部 522-0061 彦根市金亀町 5-50  0749-22-0167 

 大津家庭裁判所長浜支部 526-0058 長浜市南呉服町 6-22  0749-62-0240 

 大津家庭裁判所高島出張所 520-1623 高島市今津町今津住吉１丁目 3  0740-22-2148 

     

機関名 〒 住  所 電  話 

 大津地方検察庁 

大津区検察庁 
520-8512 

大津市京町３丁目 1-1 

大津びわ湖合同庁舎 
 077-527-5120 

 大津地方検察庁彦根支部 

  彦根区検察庁 
522-0061 彦根市金亀町 5-43  0749-22-1061 

 大津地方検察庁長浜支部 

  長浜区検察庁  
526-0058 長浜市南呉服町 6-22  0749-62-0927 

     

機関名 〒 住  所 電  話 

 大阪矯正管区 540-0008 
大阪市中央区大手前 4-1-67 

大阪合同庁舎第２号館別館 
 06-6941-5751 

 滋賀刑務所 520-8666 大津市大平 1-1-1  077-537-3271 

 滋賀刑務所彦根拘置支所 522-0061 彦根市金亀町 5-41  0749-22-3255 

 大津少年鑑別所 520-0867 大津市大平 1-1-2  077-537-1011 
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機関名 〒 住  所 電  話 

 近畿地方更生保護委員会 540-0008 
大阪市中央区大手前 4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館（６階） 
 06-6949-6260 

 大津保護観察所 520-0044 
大津市京町３丁目１番１号 

大津びわ湖合同庁舎７階 

 077-524-4420 

  （相談直通） 

 

⑤福祉事務所・保健所・社会福祉協議会 

 機関名 〒 住  所 電  話 管轄区域 

 東近江健康福祉事務所 527-0023 東近江市八日市緑町 8-22 0748-22-1254 日野町、竜王町 

 湖東健康福祉事務所 522-0039 彦根市和田町 41 0749-21-0282 
愛荘町、豊郷町 

甲良町、多賀町 

 大津市福祉事務所 520-0037 大津市御陵町 3-1 077-528-2743 大津市 

 彦根市福祉事務所 522-0041 彦根市平田町 670 0749-23-9590 彦根市 

 長浜市福祉事務所 526-0031 長浜市八幡東町 632 0749-65-6519 長浜市 

 近江八幡市福祉事務所 523-0893 近江八幡市桜宮町 236 0748-36-5508 近江八幡市 

 草津市福祉事務所 525-0034 草津市草津 3-13-30 077-561-2360 草津市 

 守山市福祉事務所 524-8585 守山市吉身 2-5-22 077-582-1123 守山市 

 栗東市福祉事務所 520-3088 栗東市安養寺 1-13-33 077-551-0490 栗東市 

 甲賀市福祉事務所 528-0005 甲賀市水口町水口 5609 0748-65-0701 甲賀市 

 野洲市福祉事務所 520-2395 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6024 野洲市 

 湖南市福祉事務所 520-3234 湖南市中央 1-1 0748-71-2327 湖南市 

 高島市福祉事務所 520-1521 高島市新旭町北畑 565 0740-25-8120 高島市 

 東近江市福祉事務所 527-0023 東近江市八日市緑町 10-5 0748-24-5644 東近江市 

 米原市福祉事務所 521-0292 米原市長岡 1206 0749-55-8102 米原市 
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機関名 〒 住  所 電  話 管轄区域 

 大津市保健所 520-0047 
大津市浜大津四丁目 1-1 

明日都浜大津１階 
077-522-6756 大津市 

 草津保健所 525-8525 草津市草津３丁目 14-75 077-562-3534 
草津市、守山市 

栗東市、野洲市 

 甲賀保健所 528-8511 甲賀市水口町水口 6200 0748-63-6148 甲賀市、湖南市 

 東近江保健所 527-0023 東近江市八日市緑町 8-22 0748-22-1300 
近江八幡市、東近江市 

日野町、竜王町 

 彦根保健所 522-0039 彦根市和田町 41 0749-21-0283 

彦根市、愛荘町 

豊郷町、甲良町 

多賀町 

 長浜保健所 526-0033 長浜市平方町 1152-2 0749-65-6610 長浜市、米原市 

 高島保健所 520-1621 高島市今津町今津 448-45 0740-22-2419 高島市 
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機関名 〒 住  所 電  話 備 考 

（社会福祉法人）以下同じ 

滋賀県社会福祉協議会 
525-0072 草津市笠山７丁目 8-138 077-567-3920 

県立長寿社会福祉
センター内 

大津市社会福祉協議会 520-8530 大津市浜大津４丁目 1-1 077-525-9316 明日都浜大津５Ｆ 

彦根市社会福祉協議会 522-0041 彦根市平田町 670 0749-22-2821 
市福祉保健センタ
ー別館 

長浜市社会福祉協議会 526-0037 長浜市高田町 12-34 0749-62-1804 
社会福祉センター
内 

近江八幡市社会福祉協議会 523-0082 近江八幡市土田町 1313 0748-32-1781 
市総合福祉センタ
ーひまわり館内 

草津市社会福祉協議会 525-0041 草津市青地町 1086 077-562-0084  

守山市社会福祉協議会 524-0013 守山市下之郷３丁目 2-5 077-583-2923 
福祉保健センター
内 

栗東市社会福祉協議会 520-3015 栗東市安養寺 190 077-554-6105 
総合福祉保健セン
ター内 

甲賀市社会福祉協議会 528-0005 甲賀市水口町水口 5609 0748-65-6370 
水口社会福祉セン
ター内 

野洲市社会福祉協議会 520-2423 野洲市西河原 2400 077-589-4683 
野洲市北部合同庁
舎２階 

湖南市社会福祉協議会 520-3234 湖南市中央 1-1 0748-72-4102 
湖南市社会福祉セ
ンター内 

高島市社会福祉協議会 520-1121 高島市勝野 215 0740-36-8220   

東近江市社会福祉協議会 527-0016 東近江市今崎町 21-1 0748-20-0555 
八日市福祉センタ
ー内 

米原市社会福祉協議会 521-0023 米原市三吉 570 0749-54-3105 
地域福祉センター
内 

日野町社会福祉協議会 529-1602 蒲生郡日野町河原１丁目 1 0748-52-1219 勤労福祉会館内 

竜王町社会福祉協議会 520-2552 蒲生郡竜王町小口 4-1 0748-58-5080 
福祉ステーション
内 

愛荘町社会福祉協議会 529-1313 愛知郡愛荘町市 731 0749-42-7170 
福祉総合センター 
愛の郷内 

豊郷町社会福祉協議会 529-1161 犬上郡豊郷町四十九院 1252 0749-35-8060 豊栄のさと内 

甲良町社会福祉協議会 522-0244 犬上郡甲良町在士 357-1 0749-38-4667 
保健福祉センター
内２Ｆ 

多賀町社会福祉協議会 522-0341 犬上郡多賀町多賀 221-1 0749-48-8127 
多賀町総合福祉保
健センター内 
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⑥地域包括支援センター 

 機関名 〒 住  所 電  話 

大津市和邇地域包括支援センター 520-0528 
大津市和邇高城 12 

（和邇文化センター内） 
077-594-2660 

大津市堅田地域包括支援センター 520-0242 
大津市本堅田三丁目 17-14 

（堅田市民センター前） 
077-574-1010 

大津市比叡地域包括支援センター 520-0113 
大津市坂本六丁目 1-11 

（坂本市民センター別館） 
077-578-6637 

大津市中地域包括支援センター 520-0047 
大津市浜大津四丁目 1-1 
（明日都浜大津 5階） 077-528-2003 

大津市膳所地域包括支援センター 520-0815 大津市膳所二丁目 5-5 077-522-8867 

大津市南地域包括支援センター 520-0865 
大津市南郷一丁目 14-30 
（南老人福祉センター内） 077-533-1332 

大津市瀬田地域包括支援センター 520-2141 
大津市大江三丁目 2-1 

（瀬田市民センター内） 
077-545-3918 

彦根市地域包括支援センターすばる 522-0086 
彦根市後三条町 350-3 
（鈴木ヘルスケアサービス(株)） 0749-24-0494 

彦根市地域包括支援センターゆうじん 522-0044 
彦根市竹ヶ鼻町 80 
（アロフェンテ彦根） 0749-21-3341 

彦根市地域包括支援センターきらら 522-0223 
彦根市川瀬馬場町 1015-1 
（彦根市ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰきらら） 0749-28-9323 

彦根市地域包括支援センターハピネス 522-0069 
彦根市馬場 1-5-5 
（彦根市北デイサービスセンター） 0749-27-6702 

彦根市地域包括支援センターいなえ 521-1105 
彦根市田原町 13-2 
（彦根市南老人福祉センター） 0749-43-7616 

長浜市長浜地域包括支援センター 526-8501 
長浜市八幡東町 632 
（長浜市役所） 0749-65-7841 

長浜市北部地域包括支援センター 529-0233 
長浜市高月町渡岸寺 160 
（長浜市役所高月支所） 0749-85-3115 

近江八幡市地域包括支援センター 523-0082 
近江八幡市土田町 1313 
（近江八幡市総合福祉センター内） 0748-31-3737 

近江八幡市東部地域包括支援センター 523-0811 近江八幡市長田町 1268-1 0748-34-7355 

近江八幡市西部地域包括支援センター 523-0061 近江八幡市江頭町 417-2 0748-36-2205 

草津市高穂地域包括支援センター 525-0042 
草津市山寺町 837 
（菖蒲の郷内） 077-561-8143 

草津市草津地域包括支援センター 525-0027 
草津市野村二丁目 13-13 
（草津市ケアセンター内） 077-561-8144 

草津市老上地域包括支援センター 525-0066 
草津市矢橋町 885-1 
（老上ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰきはん内） 077-561-8145 

草津市玉川地域包括支援センター 525-0072 
草津市笠山一丁目 1-46 
（南笠ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひ内） 077-561-8146 

草津市松原地域包括支援センター 525-0028 
草津市上笠一丁目 9-11 
（上笠ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ湯楽里内） 077-561-8147 

草津市新堂地域包括支援センター 525-0006 
草津市志那中町 25 
（北部ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ常輝の里内） 077-568-4148 

守山市地域包括支援センター 524-0013 
守山市下之郷三丁目 2-5 
（守山市福祉保健センター） 077-581-0330 
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機関名 〒 住  所 電  話 

栗東市地域包括支援センター 520-3088 
栗東市安養寺一丁目 13-33 
（栗東市役所） 077-551-0285 

野洲市地域包括支援センター 520-2315 
野洲市辻町 433-1  
（野洲市健康福祉センター） 077-588-2337 

湖南市地域包括支援センター 520-3233 
湖南市夏見 588 
（湖南市保健センター内） 0748-71-4652 

甲賀市水口地域包括支援センター 528-0005 
甲賀市水口町水口 5607 
（水口保健センター内） 0748-65-1170 

甲賀市土山地域包括支援センター 528-0211 
甲賀市土山町北土山 1715 
（土山地域市民センター内） 0748-66-1610 

甲賀市甲賀地域包括支援センター 520-3414 
甲賀市甲賀町大久保 507-2 
（甲賀保健センター内） 0748-88-8136 

甲賀市甲南地域包括支援センター 520-3321 
甲賀市甲南町葛木 977 
（甲南保健センター内） 0748-86-8034 

甲賀市信楽地域包括支援センター 529-1851 
甲賀市信楽町長野 473 
（信楽保健センター内） 0748-82-3180 

高島市地域包括支援センター 520-1592 高島市新旭町北畑 565 0740-25-8150 

東近江市地域包括支援センター 527-8527 
東近江市八日市緑町 10-5 
（東近江市役所） 0748-24-5641 

東近江市地域包括支援センター永源寺 527-0231 
東近江市山上町 1316 
（東近江市永源寺支所内） 0748-27-2185 

東近江市地域包括支援センター五個荘 529-1422 
東近江市五個荘町小幡町 318 
（東近江市五個荘支所内） 0748-48-7311 

東近江市地域包括支援センター愛東 527-0162 
東近江市妹町 29 
（東近江市愛東支所内） 0748-46-2260 

東近江市地域包括支援センター湖東 527-0113 
東近江市池庄町 505 
（東近江市湖東支所内） 0749-45-3715 

東近江市地域包括支援センター能登川 521-1205 
東近江市躰光寺町 262 
（東近江市能登川支所内） 0748-42-8700 

東近江市地域包括支援センター蒲生 529-1531 
東近江市市子川原町 676 
（東近江市蒲生支所内） 0748-55-4883 

米原市地域包括支援センター 521-0292 
米原市長岡 1206 
（米原市役所山東庁舎） 0749-55-8110 

日野町地域包括支援センター 529-1698 
蒲生郡日野町河原一丁目 1 
（日野町役場） 0748-52-6001 

竜王町地域包括支援センター 520-2592 
蒲生郡竜王町大字小口 4-1 
（福祉ステーション） 0748-58-3704 

愛荘町地域包括支援センター 529-1234 
愛知郡愛荘町安孫子 825 
（愛荘町役場秦荘庁舎） 0749-37-8080 

豊郷町地域包括支援センター 529-1169 
犬上郡豊郷町石畑 375 

（豊郷町役場） 
0749-35-8057 

甲良町地域包括支援センター 522-0244 
犬上郡甲良町在士 357-1 
（甲良町保健センター） 0749-38-5161 

多賀町地域包括支援センター 522-0341 
犬上郡多賀町大字多賀 221-1 

（多賀町総合福祉保健センター） 
0749-48-8115 

罫線削除 
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⑦ハローワーク・労働基準監督署 

     
機関名 〒 住  所 電  話 管轄区域 

ハローワーク大津 

（大津公共職業安定所） 
520-0043 大津市中央四丁目 6-52 077-522-3773 大津市 

ハローワーク高島 

（大津公共職業安定所 

高島出張所） 

520-1214 高島市安曇川町末広四丁目 37 0740-32-0047 高島市 

ハローワーク長浜 

（長浜公共職業安定所） 
526-0032 長浜市南高田町辻村 110 0749-62-2030 長浜市、米原市 

ハローワーク彦根 

（彦根公共職業安定所） 
522-0054 彦根市西今町 58-3 0749-22-2500 

彦根市、愛知郡 

犬上郡 

ハローワーク東近江 

(東近江公共職業安定所) 
527-0023 東近江市八日市緑町 11-19 0748-22-1020 

近江八幡市 

東近江市、蒲生郡 

ハローワーク甲賀 

（甲賀公共職業安定所） 
528-0031 甲賀市水口町本町 3-1-16 0748-62-0651 甲賀市、湖南市 

ハローワーク草津 

（草津公共職業安定所） 
525-0027 草津市野村 5-17-1 077-562-3720 

草津市、守山市 

栗東市、野洲市 

 

 

 

    

機関名 〒 住  所 電  話 管轄区域 

滋賀労働局（労働基準部） 

（総合労働相談コーナー） 
520-0057 大津市御幸町 6-6 077-522-6648 県内全域 

大津労働基準監督署 

（総合労働相談コーナー） 
520-0802 大津市馬場 3-14-17 077-522-6641 

大津市、高島市 

草津市、守山市 

栗東市、野洲市 

彦根労働基準監督署 

（総合労働相談コーナー） 
522-0054 

彦根市西今町 58-3 

（彦根地方合同庁舎３階） 
0749-22-0654 

彦根市、長浜市 

米原市、愛荘町 

豊郷町、甲良町 

多賀町 

東近江労働基準監督署 

（総合労働相談コーナー） 
527-8554 東近江市八日市緑町 8-14 0748-22-0394 

近江八幡市 

東近江市、甲賀市 

湖南市、日野町 

竜王町 
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⑧社会保険事務所     

     
機関名 〒 住  所 電  話 管轄区域 

彦根年金事務所 522-8540 彦根市外町 169-6 0749-23-1112 

彦根市、長浜市 

東近江市、米原市 

愛荘町、豊郷町 

甲良町、多賀町 

大津年金事務所 520-0806 大津市打出浜 13-5 077-521-1126 大津市、高島市 

草津年金事務所 525-0025 草津市西渋川 1-16-35 077-567-2259 

草津市、守山市 

栗東市、野洲市 

甲賀市、湖南市 

近江八幡市 

日野町、竜王町 

街角の年金相談センター 

草津 
525-0026 

草津市渋川 1-1-50 

（近鉄百貨店草津店５階） 
077-564-4311 県内全域 

     

⑨税務署       

     
機関名 〒 住  所 電  話 管轄区域 

今津税務署 520-1623 高島市今津町住吉１丁目 5-10 0740-22-2561 高島市 

近江八幡税務署 523-8502 近江八幡市桜宮町 243-2 0748-33-3141 

近江八幡市 

東近江市、 

日野町、竜王町 

大津税務署 520-8510 
大津市京町３丁目 1-1 

（大津びわ湖合同庁舎） 
077-524-1111 大津市 

草津税務署 525-8510 草津市大路２丁目 3-45 077-562-1315 
草津市、守山市 

栗東市、野洲市 

長浜税務署 526-0037 長浜市高田町 9-3 0749-62-6144 長浜市、米原市 

彦根税務署 522-0062 彦根市立花町 5-20 0749-22-7640 

彦根市、愛荘町 

豊郷町、甲良町 

多賀町 

水口税務署 528-8555 甲賀市水口町水口 5587-3 0748-62-0314 甲賀市、湖南市 
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⑩その他機関 

 機関名 〒 住  所 電  話 支援内容等 

ＴＡＶ交通死被害者の会 530-0047 
大阪市北区西天満４丁目 7-12 

昭和ビル別館 305号 
06-6362-7225 交通犯罪被害者団体 

（公財）犯罪被害救援基金 102-0093 東京都千代田区平河町 2-3-6 03-5226-1021 
被害者遺児等に対する奨学

金給与等 

(独)日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 大阪支所 530-0001 
大阪市北区梅田 1-11-4 

大阪駅前第 4 ビル 7 階 
06-6456-3603 災害共済給付 

滋賀県司法書士会 520-0056 大津市末広町 7-5 077-525-1093 
遺産相続、労働問題、 

法律ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 

(独)高齢・障害・求職者雇用支

援機構滋賀支部 滋賀職業能力

開発促進センター 

520-0856 大津市光が丘町 3-13 077-537-1164 職業訓練 

（社福）滋賀県母子福祉のぞみ会 

（滋賀県母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ） 
520-0801 大津市におの浜４丁目 3-26 077-522-2951 母子家庭等の就業 

こばと子ども家庭支援センター 520-0027 大津市錦織１丁目 14-25 077-522-2910 子育てなどの悩みの相談 

NPO 法人 子どもの虐待防止 

ﾈｯﾄﾜｰｸ･しが「ｷｬﾌﾟﾈｽ」 
520-0862 大津市馬場 1丁目 11-4 077-525-9680 子どもの虐待の相談など 

滋賀県臨床心理士会 520-0047 

大津市浜大津四丁目 1-1 

明日都浜大津１階大津市民 

活動センターｽﾓｰﾙｵﾌｨｽ内 

077-526-4440 カウンセリング等 

（公社）滋賀県社会福祉士会 525-0072 
草津市笠山 7-8-138（県立長寿

社会福祉センター内） 
077-561-3811 成年後見人等の紹介・受任 

滋賀県精神保健福祉士会 526-0045 

長浜市寺田町 257 

(社会福祉法人青祥会 セフィ

ロト病院内) 

0749-62-1652 精神保健福祉の相談業務 

滋賀県交通安全活動推進ｾﾝﾀｰ 524-0104 
守山市木浜町 2294 

（県交通安全協会内） 
077-585-2750 交通事故の相談 

（公財）日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ 

滋賀相談所 
520-0051 

大津市梅林１丁目 3-3 

滋賀弁護士会館内 
077-522-2013 交通事故の相談 

（公財）交通事故紛争処理ｾﾝﾀｰ 

大阪支部 
541-0041 大阪市中央区北浜 2-5-23 06-6227-0277 交通事故の相談 

(一社)日本損害保険協会 

そんぽＡＤＲセンター 
  0570-022808 

自動車保険の保険金請求の

相談 

（一財）自賠責保険・共済紛争処

理機構 大阪支部 
541-0051 大阪市中央区備後町 3-2-15 

0120-159-700 

06-6265-5295 
交通事故の紛争処理 

（独）自動車事故対策機構 

（NASVA） 滋賀支所 
524-0104 

守山市木浜町 2298-4 

（滋賀県トラック総合会館） 
077-585-8290 自動車事故被害者への支援 

（公財）交通遺児等育成基金 102-0083 
東京都千代田区麹町 4-5 

海事センタービル７階 

03-5212-4511 

0120-16-3611 
交通遺児への育成基金 

（公財）交通遺児育英会 102-0093 
東京都千代田区平河町 2-6-1 

平河町ビル 3 階 

03-3556-0773 

0120-521286 

交通遺児等への奨学金の 

貸与 

（公財）おりづる会 520-8577 大津市京町４丁目 1-1 077-528-3682 
交通遺児の精神的・経済的 

支援 

（公財）滋賀県国際協会 520-0801 
大津市におの浜１丁目 1-20 

ピアザ淡海 2 階 
077-523-5646 外国人相談窓口 

外国人在留総合インフォメーシ

ョン大阪 
559-0034 大阪市住之江区南港北 1-29-53 06-4703-2150 入国・在留手続等の相談 

預金保険機構 

振込詐欺被害回復業務課 
100-0006 

東京都千代田区有楽町 1-12-1

新有楽町ビルヂング 9 階 
03-3212-6076 

振り込め詐欺救済法に 

基づく公告 
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機関名 〒 住  所 電  話 支援内容等 

銀行とりひき相談所 

（（一社）滋賀県銀行協会） 
520-0056 大津市末広町 1-1 077-522-1295 振り込め詐欺被害相談 

放送倫理・番組向上機構 

（ＢＰＯ） 
102-0094 

東京都千代田区紀尾井町 1-1

（千代田放送会館７階） 

03-5212-7335 

(F)03-5212-7330 
テレビ・ラジオの人権侵害 

（一社）日本雑誌協会 

（雑誌人権ボックス） 
101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-7 (F)03-3291-1220 雑誌の人権ボックス 

ＮＰＯ法人滋賀いのちの電話  （非公開） 077-553-7387 自殺防止相談 


