
日向市　　　の電話帳

分     野 名     称 電話番号 受付時間

こころの健康に関
する専門相談窓口

こころの病気・
治療に関すること
　　 （医療機関）

こころの悩みや
健康に関すること

子どもの権利に関
すること

多重債務や
お金のトラブル等

就労者の健康管理

警察安全相談

宮崎県北地域産業保健センター

日向警察署

法テラス 宮崎

宮崎県精神保健福祉センター

日向保健所

こころの電話

康康
談

みや
るること

キャリアかぜ

ＮＰＯ法人国際ビフレンダーズ
宮崎自殺防止センター

日向法律事務所

宮崎県弁護士会
日向・入郷地区法律相談センター
司法書士
総合相談センター

日向市いきいき健康課

ひだまりカフェ（日向市委託事業）

協和病院

鮫島病院

瀧井病院

松岡内科医院

みずのメンタルクリニック

宮崎県弁護士会
子どもの権利ホットライン

宮崎県消費者金融相談所

0985-27-5663 　8:30～17:15（平日:祝日・年末年始除く）

　8:30～17:15（平日:祝日・年末年始除く）

　8:00～18:00（平日）
　8:00～17:00（日・祝日）
こころの悩み（うつ他）、不登校、ひきこもり
自殺念慮者・未遂者対応、職場問題

　8:30～17:15（平日:祝日・年末年始除く）

　8:30～17:00（月～金、土曜午前中）

24時間対応

　9:00～16:00（月～金）
※ただし、診療に関する相談のみ

　8:30～17:00（月・水・金）
　8:30～12:00（火・木・土）

　9:00～17:00（日、祝祭日除く）
医師不在のときは折り返し電話します

　9:00～17:00　　※土曜日は午前中のみ対応
　　　　　（毎週木曜日、第２土曜、日曜・祝日以外）

16:00～17:30（毎月第１・３月曜日）
　　　　　　　　　  ※祝日・年末年始除く

10:00～16:00（平日：祝日・年末年始除く）

　9:00～19:00（平日:祝日・年末年始除く）

　9:00～17:20（平日:年末年始除く）

　9:00～17:00（平日:祝日・年末年始除く）

10:00～17:00（平日:祝日・年末年始除く）

20:00～23:00（月・水・金・日）

10:00～15:00（毎週木曜日） 

0982-52-5101

0982-66-1024
0982-66-0501
0982-54-2806

0982-54-6801

0982-52-2409

0982-52-5407

0982-50-0855

0985-23-6112

　（毎週木曜日、第２土曜、日曜 祝日以外）

0～170～170000 ::3030（毎月第１・３（毎月第１・３月曜日）月曜日）
　　　 ※祝日・年末年始除く85-23-61885 23 618 1111

　　　

161616::: 000000000
　　　　112112112弁護士会弁護士会弁弁

の権利ホットラインンン 888888098098098子どもの権利利
すること

利に利に関関 弁宮崎県弁弁宮崎県弁
子ども

青少年の悩みに関
すること 青少年相談室 　9:00～16:00（毎週火曜日～金曜日）

　　　　　　　　　  ※祝日・年末年始除く0982-54-8181

祝日 年末年始除

0～160 :00（毎週火曜日～金曜日）
　  ※祝日・年末年始除く

ンンン

82-54-818 9:00
　 　181

の権利ホットライ

年相談室年 098

すること 子ども

青少年の悩み
すること

子ども

みに関 青少年

高齢者・障がい者
に関すること

宮崎県弁護士会
高齢者・障がい者電話相談

10:00～12:00（毎週金曜日）
　　　　　　　　　  ※祝日・年末年始除く0985-23-6112

暴力・自分自身の事
等様々な悩みごと

13:00～16:00（月・火・木・金）
17:00～20:00（月のみ）※いずれも祝日・年末年始除く

0982-55-1660
（相談専用）

0982-26-6901
0982-53-0110

県北地域産業保健センン

警察署

県北地域産業保健センンンンン 82-26-69982 26 699
82-53-011

ンターンタンタ 8888809880988098
8098 間対応

0～16:00（平日：祝日・年末年始除く）0～16:00（平日：祝日・年末年始除く）

間

000

24時間

10: 00010: 00010: 0009019019901
110

就労者の健康

警察安全相談警察安全相談

就労者の健康康

談

康康康 県

警

県県康管理

談

県宮崎県

警日向警

康管理 県宮崎県康管理 県宮崎県

生活困窮、生活上
の悩みごと

日向市社会福祉協議会
日向市生活相談・支援センター「心から」

0982-52-1010
0120-294-990

0982-50-3711
えいらく法律事務所 　9:00～17:30（平日:年末年始除く）0982-66-0881

0～170 1700 :0000（平日:祝日・年末年始除く）

0～17:30（平日:年末年始除く）

ブブル等

宮崎県弁護士会

ブブル等ブブル等 法テラス 宮崎法 宮崎

えいらく法律事務所 82-66-08

999:0000000

9:00881098
ニューポート法律事務所 0982-66-0750

050-3383-5530
  （予約番号）

日向・入郷地区法律相談センン
司法書士

身
み

ンンタンンタ

日向地区広域消費生活センター 　8:30～17:15（平日:年末年始除く）

0～20:00（月のみ）※いずれも祝日・年末年始除く
0～16:00（月・火・木・金）
0 20:00（月のみ）※いずれも祝日 年末年始除く

0～17:15（平日:年末年始除く）

みごと

司法書士
総合相談センター

身の事
みごと

日向地区広域消費生活センン

談専用）談
82-55-168
談専用）談

6
17: 000

00
17: 000
13:00
17:00

660

8: 030

（相談（相談
8
談

098
（相談

ンター

ライフサポートセンター延岡 10:00～16:00（平日:祝日・年末年始除く）

0982-54-4710

0982-55-9111

間対応間

0 17:00（平日:祝日 年末年始除く）0～17:00（平日:祝日・年末年始除く）0

0～17:20（平日:年末年始除く）

警察署警談談談談 警警談談 警日向警警日向警

生活上 社会福祉協議会日向市社
生活相談・支援センター「日向市生

宮崎県消費者金融相談所宮崎県消費者金融相談所宮崎県消

日向法律事務所

82 53 01188 間24時間110
82-52-10
20-294-9

82-50-377

1 間24時間110
0010
9990

00010:0010:0010:00

09:00711

098

「「心から」
098
012

8098

日向市無料法律相談 要予約　予約受付　8:30～17:15（平日）
相談日：月１回　電話でお問い合わせください

要予約　予約受付：　9:00～17:00（平日）
相談日：第１水曜日

要予約　予約受付：10:00～16:00（平日）
相談日：第１・３火曜日（小田司法書士事務所）

0982-52-2111

0985-26-7100

0985-22-2466
（予約番号）

0985-32-5566

0985-77-9090

0～18:00（平日）
0 170～17:0000（（日日・祝日）祝日）
の悩みの悩み（（うつ他）、不登校、ひきこもりうつ他）、不登校、ひきこもり

9: 0～19000 :00（平日:祝日・年末年始除く）

0～23:00（月・水・金・日）

566

ののこころの

85-32-5588098

85-77-90

88:: 000000
888: 000000000
ののこころのののこころのこころの

9: 000

20: 000

566

090康に関

こころの電話

康康にに関関
談窓口

キャリアかぜ

ＮＰＯ法人国際ビフレンダーズ
宮崎自殺防止センター宮崎自殺防止センタ

88098

88098

宮崎いのちの電話 0570-783-556

090-1926-6625

県
窓
口

こころ
家族や親しい人には話しにくい、そんな悩みはありませんか？
家族や友人の悩みに気付いた時、相談があった時は相談機関を紹介し、専門家への相談をすすめてみませんか？

　8:30～17:15（月～金）

0120-397-869
日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム

「さんぴあ」

（相談日や時間などについては、変更する場合もありますので、詳細は各機関にお問い合わせください。）

21:00～翌朝 4:00（月・水・金・日）
18:00～翌朝 4:00（火・木・土）  ※年中無休

※初診の方は必ず
電話してください

裏面もご覧ください。

　9:00～18:00（平日:年末年始除く）



分     野 名     称 電話番号 受付時間

DV

自死遺族の方へ

NPO法人 ハートスペースM
女性のホットライン えむコール 10:00～17:00（日・月曜日）0985-89-5243

さぽーとねっと宮崎
（性暴力被害者支援センター）

10:00～16:00（平日:祝日・年末年始除く）
※ホームページの相談窓口では、メールによる問い
合わせ・相談受付を365日24時間対応

0985-38-8300
0 160 :00（平日:祝日 年末年始除く）
ムページの相談窓口では、メールによる問いム
相談受付を365日24時間対応

85-38-838
10:00
※ホーム
合わせ・

300崎
ター） 098

方方へ

さぽ
（性暴
ぽーとねっと宮崎
暴力被害者支援セン

ランタンのつどい
0985-27-5663
お問い合わせは
　平日 8：30～17：15

宮崎会場（県立図書館）
14:00～16:00（原則毎月第2土曜日）
延岡会場（延岡市民協働まちづくりセンター）
14:00～16:00（2・5・8・11月の第4日曜日）
※初めての方は13：30までにおこしください。

人 ハートスペースM
ホットライン えむコ

崎さぽぽ とねっと宮崎

85-89-5228ココール 8098 0～17:00（日・月曜日）0

0～160 :00（平日:祝日・年末年始除く）10:00

10: 000243

010:00DVDV

NPO法人
女性の

さぽぽ

ひきこもり ひきこもり地域支援センター 0985-27-8133
0985-44-2411 　8:30～17:00（平日:祝日・年末年始除く）

NPO法人
宮崎自殺防
止センター

SNS相談窓口

NPO法人自殺対策支援センター  ライフリンク

NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア

NPO法人BONDプロジェクト

チャイルドライン（NPO法人チャイルドライン支援センター）

（相談日や時間などについては、変更する場合もありますので、詳細は各機関にお問い合わせください。）

0～17:00（平日:祝日・年末年始除く）

受付時間

0 17 00（ 祝 年末年始除 ）

人 ハートスペースMNPO法人

もり地域支援センタもり地域支援センタ

名     称

タ 85 27 81
85-44-24

11133
4411 8:301133 8 30タター 098

098タタ 09885-27-811

電話番号号号号

1133 8 308

電電

タタ 098

分     野

ひきこもり

野野

NPO法人

ひきこ

野

ひきこ

アルコール依存の
こと アルコホーリクス・

アノニマスＡＡひむか

（社）宮崎県断酒友の会（日向支部）

10:00～16:00（平日:年末年始除く）099-248-0057

090-1191-3773

（祝日・年末年始除く）

【令和３年２月作成】


