
徳島県南部総合県民局（阿南保健所）

〒774-0011　阿南市領家町野神３１９
電話 （０８８４）２２－００７２<代表>　　　ＦＡＸ （０８８４）２２－６４０４
E-mail　nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp

【実施内容】

 心の健康相談（精神保健相談）        

 　 心の悩みを持つご本人やご家族等の体の不調、精神疾患について個別相談

　・保健師による相談：平日(祝日・年末年始を除く)８：３０～１７：００

　・医師による相談　 ：精神科医が相談にのります（予約制のため事前連絡必要）

　　　　　　　　　 　　　　 毎月第２・４水曜日１４：３０～　　　阿南保健所

【施設の特徴・大切にしていること】

　・専門職である保健師が常時相談に応じるとともに、必要であれば精神科医に相談

　　し、専門的見地から助言をいただくこともできます。

　・プライバシーの保護に配慮しております。

【メッセージ】

　・一人で悩まずに、お早めに、一度相談してください。一緒に解決方法をさが してい

　　きましょう。

【連絡先】健康増進担当　保健師

       　    電話（０８８４）２８－９８７８（健康増進担当直通）
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阿南市保健センター

〒774-0045　阿南市宝田町荒井6番地1
電話 （０８８４）２２－１５９０　　　ＦＡＸ （０８８４）２２－１８９４
E-mail　hocenter@anan.i-tokushima.jp

【実施内容】

　１　精神保健相談

　　　心の悩みを持つご本人やご家族等の体の不調、精神疾患についての個別相談

　　　・保健師による相談：平日（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：００

　２　精神疾患を有する方の社会参加グループ活動（ソーシャルクラブ阿南）

　　　調理実習やレクリェーション等を通じて、仲間同士で交流を深め、生活訓練を行う

　　　・毎月１回程度実施（年間１０回予定）

　３　こころの体温計

　　　阿南市のホームページに「こころの体温計」を導入

　　　簡単な質問に答えることで、現在のストレス状態を知ることができ、ストレス原因

　　に応じた専門家に相談ができるよう、各種相談機関を掲載

　４　こころの健康講演会など開催

　　　年に１～２回「こころの健康教室」として、講演会等を実施

【施設の特徴・大切にしていること】

　専門職である保健師が相談に応じると共に、必要に応じ、関係機関をご紹介いたし
ます。

　プライバシーの保護に配慮しております。

【メッセージ】

　一人で悩まず、ご相談ください。一緒に解決方法を探しましょう。

【連絡先】　阿南市保健センター　保健師

　　　　　　　　電話　０８８４－２２－１５９０
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那賀町保健センター

〒771-5410　那賀郡那賀町大久保字大西3番地2　　　　　　　　　　　　　　
電話 （０８８４）６２－３８９２〈代表〉　　　ＦＡＸ （０８８４）６２－３８９３

【実施内容】
  １．電話相談等支援事業
      心の悩みを持つご本人やご家族等の体の不調、病気についての個別相談
      ･保健師による電話、面接相談：平日（祝日･年末年始を除く）
                                   ８：３０～１７：１５
  ２．心の健康相談日
      毎月第２金曜日１０：００～１２：００を心の健康相談日と定めて
　　　精神保健福祉士が相談。

【施設の特徴・大切にしていること】
    ・保健師が常時相談できる体制に努めながら､必要であれば関係機関と連携を
　　 とりながらすすめています。
    ・プライバシーの保護に配慮しております。

【メッセージ】
    ・一人で悩まず、お気軽に一度相談してください。一緒に解決方法をさがしていき
　　 ましょう。

【連絡先】
        保健センター　　
        電話（０８８４）６２－３８９２
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那賀町　保健医療福祉課

〒771-5495　那賀郡那賀町延野字王子原31-1
電話 （０８８４）６２－１１４１　　ＦＡＸ （０８８４）６２－１１１５

【実施内容】

　・相談窓口

　・精神障害者保健福祉手帳の申請受付

　・自立支援医療費（精神通院）の申請受付

　・障害者総合支援法サービスの申請受付・支給決定

　・その他精神保健福祉に関すること

【連絡先】
　　　那賀町役場（相生庁舎内）
　　　保健医療福祉課　障害福祉担当
　　　電話（０８８４）６２－１１４１
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阿南市社会福祉協議会

〒774-0030　阿南市富岡町北通33番地1　ひまわり会館内
電話 （０８８４）２３-７２８８　　　ＦＡＸ （０８８４）２２-７１４２

【実施内容】
　○日常生活自立支援事業
　　　認知症高齢者や知的・精神障がい者の方で判断能力が十分でない方に対して、
　　日常生活を送る上で必要な福祉サービスが円滑に利用できるよう支援する事業で
　　す。
　　　具体的には、福祉サービスについての情報提供や相談援助、公共料金・医療費
　　等の支払い、大切な書類等をお預かりすることで、 安定した生活が送れるよう支援
　　します。

　○生活福祉資金貸付制度
　　　低所得者・障がい者・高齢者世帯等に対して、資金貸付と相談・支援を行うことに
　　より、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度
　　です。

　○指定障害福祉サービス事業
　　　障害者総合支援法に基づき、市町村から障害支援区分の認定、支給決定を受け
　　た方が、ホームヘルプサービス等を利用できます。

【施設の特徴・大切にしていること】
　　行政機関や関係団体、施設等と連携して、相談支援を行っています。

【メッセージ】
　　まずは、お電話でお問い合わせください。

【連絡先】・阿南市社会福祉協議会　　　　　 　　（０８８４）２３-７２８８
　　　　　　・ホームヘルプサービス阿南市社協　（０８８４）２３-７２８０
　　　　　　※平日　８：３０～１７：１５（祝日・年末年始等を除く）

ひまわり会館
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那賀町社会福祉協議会

〒771-5406　那賀郡那賀町延野字王子原31-1 相生老人福祉センター1階
電話 （０８８４）６４－００２６　　　ＦＡＸ （０８８４）６４－００６５
E-mail nakasyakyo@mb.pikara.ne.jp 

【実施内容】
  １ くらしサポートセンター那賀（生活困窮者自立支援相談）
　　 さまざまな理由により生活に困窮している人、又はその近親者等からの相談を受
    けて支援を行ないます。
  ２ 日常生活自立支援事業
　　 高齢や障がい等により判断能力が十分でない方で、日常生活に必要となる福祉
　　サービスの利用や金銭管理が困難な人の代わりに、専門員が福祉サービスの利
　　用援助や日常の金銭管理などを行ないます。
　３ 生活福祉資金貸付制度
    　高齢・障がい者等世帯に対して、資金貸付と相談支援を行うことにより、世帯の経
　　済的自立や在宅福祉、社会参加の促進を目的とした制度です。
　４ 法人後見事業
  　  高齢・障がい者等で意思決定が困難な人の判断能力を補うため、社会福祉協議
　　会が成年後見人、保佐人または補助人となることにより、 成年被後見人、被保佐
　　人、被補助人の財産管理、身上監護を行い、その権利を擁護することを目的とした
　　事業です。

【施設の特徴・大切にしていること】

　相談員が対応します。行政機関や福祉施設等と連携した相談支援の取り組みを行っ
ています。
【メッセージ】
  まずはお電話にてお問合せください。状況に応じて訪問等を行ないます。
【連絡先】
　１ くらしサポートセンター那賀　担当（本所） ０８８４－６４－００２６
　２ 日常生活自立支援事業　    担当（上那賀支所） ０８８４－６７－０１１３
　３ 生活福祉資金貸付制度　    担当（本所） ０８８４－６４－００２６
　４ 法人後見事業　                 担当（鷲敷支所） ０８８４－６２－２１４８
  ※平日　８：３０～１７：００（祝日・年末年始等を除く）対応可
  ※土日祝の個別相談窓口　９：００～１７：００　専用回線 ０８０－７５２０－２０８９
  　 各種申請や手続き等は平日の対応となります。
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阿南市教育委員会

【実施内容】
・教育調査を通じて、お子さんの特性に応じた適切な学びの場について支援します。

・就学先や就学後の状況等について、保護者からの相談をお受けします。

・教育・医療・福祉・保健・行政の連携を深めるため、阿南市特別支援連携協議会にお
いて、特別支援教育に関する研修会及び情報交換の場を設けています。

・「阿南市支援シート」を、保護者と学校（保育所・幼稚園等）・関係機関等がともに作成
し、保育所・幼稚園等、小学校、中学校のそれぞれの段階における取組を引き継いで
いくことで、切れ目のない支援が行えるようにしています。

【メッセージ】
　○お子さんの就学・進学・進級について，お気軽にご相談ください。
　○阿南市ＨＰには「子どもたちのよりよき支援のための機関リスト」（リソースブック）
　　を掲載しています。ぜひご覧ください。
        　　　http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2015091000042/

【連絡先】
　　 阿南市教育委員会　学校教育課　電話０８８４－２２－３３９０
      阿南市教育委員会　教育研究所　電話０８８４－２２－３３９５

〒774-8501　阿南市富岡町トノ町12番地3
電話 （０８８４）２２－３３９０　　　ＦＡＸ （０８８４）２２－４７８５

教育委員会は阿南市役所（高層部）５階です。
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那賀町教育委員会

〒771-5295　那賀町和食郷字南川104番地1
電話 （０８８４）６２－１１０６　　　ＦＡＸ （０８８４）６２－１１９５
E-mail kyoiku@naka.i-tokushima.jp

スクールカウンセラー

 【相談内容】
　　児童・生徒・保護者が抱える学校生活・家庭環境における不安や悩み等
　  相談内容は問いません。

 【相談受付窓口】
  ①（拠点校）那賀町立鷲敷中学校
　         　〒７７１－５２０３　那賀町和食郷字南川１１９番地
　　         電話（０８８４）６２－２０１６
　       　  ＦＡＸ（０８８４）６２－１１３９

　　 ■鷲敷中学校を拠点校として鷲敷地区の２校を巡回しています。
　　　　詳しい巡回日についてはお問い合わせください。
       

  ②（拠点校）那賀町立相生中学校
　         　〒７７１－５４０６　那賀町延野字大原１００番地
　　         電話（０８８４）６２－００２４
　           ＦＡＸ（０８８４）６２－０１４０

　　 ■相生中学校を拠点として、相生・木沢・上那賀・平谷・木頭の５地区・計４校を
　　　  巡回しています。詳しい巡回日についてはお問い合わせください。

 【連絡先】
    那賀町教育委員会　学校教育担当
　 　〒７７１－５２９５　那賀町和食郷字南川１０４番地１
　   電話（０８８４）６２－１１０６ 　 ＦＡＸ（０８８４）６２－１１９５
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徳島県南部障がい者就業・生活支援センター
よりそい

〒779-1235　　阿南市那賀川町苅屋25番地
電話 （０８８４）４９－５８３０　　　FAX （０８８４）４２－２８３９
E-mail　yorisoi@bansou.or.jp

【実施内容】
    徳島県南部地域の就労支援の拠点として、働くことや生活に関する様々な悩みをお

持ちの障がい（身体・知的・精神・発達障がい・難病疾患等）のある方に対し、就業面
及び生活面の支援を一体的に行います。　　
  ○「働くことを希望している」障がいのある方に対し、ハローワークと連携しながら
　　就職に向けた支援を行います。
  ○「現在働いている」障がいのある方に対し、安定して長く働くことができるように
　　いろいろな相談に応じながら支援を行います。また、毎日の生活で困っている事、
　　悩みなどの相談に応じながらアドバイスをし支援を行います。
  ○「障がいのある方をこれから雇用しようと考えている」事業所や「すでに雇用してい　　
　　る」事業所に対し、情報の提供や安定した雇用に向けた支援を行います。

【施設の特徴・大切にしていること】
  ○「働きたい気持ち」に、よりそって支援します。
  ○ 個人情報の保護に配慮しております。

【メッセージ】
    在宅で必要なサポートを得ながら、自分らしく生活しませんか。
    「できるか、できないか」でなく、どのようなサポートがあれば
    「できる」を本人と共に考えていきます。
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あなんパーソナル・サポート・センター

〒774-0030　阿南市富岡町玉塚21　里美ビル１階
電話 （０８８４）２４－８７５４　　　FAX （０８８４）２４－８７６４
E-mail anan-psc@eco.ocn.ne.jp

【実施内容】

１　自立相談支援事業
    ・生活保護に至る前の段階から早期に支援します（第二のセーフティーネット）
    ・生活と就労に関する支援員を配置し、ワンストップ型の相談窓口による、情報と
　　サービスの拠点として機能（ニート、引きこもり、長期不就労の方への個別支援）
    ・地域ネットワークの強化など地域作りも担っています（社会資源による支援）
２　就労準備支援事業
　　・相談内容にあわせた、就労支援メニューで自立をサポートします。

【施設の特徴・大切にしていること】
 ・「踏み出そう新しい明日へ！」を合言葉に、生活困窮者の自立促進に向けた総合支
援を行っています。（秘密厳守・相談無料）

【メッセージ】

・一人で悩まずに、まずはお困りのことをお聞かせください。地域の窓口として一緒に
考え、解決へのお手伝いをします。
・ご家族などまわりの方からの相談も行っています。

【連絡先】

阿南市委託事業　運営：公益社団法人徳島県労働者福祉協議会
          あなんパーソナル・サポート・センター
          フリーダイヤル　０１２０－９２８－７６４

【相談日】月～金曜日　８時３０分～１７時１５分　（土・日・祝日・年末年始は除く）
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徳島南部ライフサポートセンター
「暮らしのなんでも相談室」

〒774-0030　阿南市富岡町玉塚21　里美ビル1階
電話 （０８８４）２４－９５０１　　　ＦＡＸ （０８８４）２４－９５０３
E-mail nanbu-life@vanilla.ocn.ne.jp

【実施内容】
　１．仕事相談
　　・賃金等の労働条件、不当解雇、パワハラ、セクハラなど様々なご相談をお受け
　　　しています。
　２．保険・金融相談
　　・多重債務、年金、金銭トラブルなどのご相談にお答えします。ケースによって
　　　は専門的な機関と連携して対応します。
　３．暮らし、生活相談
　　・子育て、介護、消費者問題、ＤＶ、相隣関係などのご相談をお受けします。
　４．法律相談
　　・離婚、相続、税金などのご相談に対応いたします。
　　・専門的な問題は法律事務所の弁護士がご相談をお受けします（初回無料）。
  　※あらかじめお電話をください。

【施設の特徴・大切にしていること】
    ・専門のアドバイザーと連携してあなたの暮らしを応援・サポートします。
    ワンストップで対応し何回、何日でもじっくりとご相談をお受けします。

【メッセージ】
　　まずはお気軽にお電話をください。プライバシーは守られます。

【連絡先】
徳島南部ライフサポートセンター「暮らしのなんでも相談室」（無料）
　・相談場所：南部ライフサポートセンター　　電話：０８８４－２４－９５０１
　・月～金曜日　１０：００～１７：００
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阿南

警察署

阿南市

役所

富岡東

高校

NTT

阿南郵便局

阿

南

駅

阿南警察署

〒774-0030　阿南市富岡町トノ町1番地4
電話 （０８８４）２２－０１１０　　　ＦＡＸ （０８８４）２２－７６１６

【実施内容】

警察の安全相談ダイヤル

短縮ダイヤル「＃９１１０」　または　０８８－６５３－９１１０

警察では，

　☆　犯罪からの被害の未然防止に関する相談

　☆　県民の日常生活の安全と平穏に関することの相談

などについて，24時間応じています。

　警察の相談窓口として，警察本部の「警察総合相談センター」のほか，各警察署でも

警察安全相談係（０８８４－２２－０１１０）が皆様の相談に対応します。

お気軽に相談してください。

（ただし，平日の午前８時３０分から午後５時１５分以外，当直員の対応となります。）
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