
大分類 中分類 小分類
市担当部・支所、課など
（連絡・相談先一覧）

関係行政機関など
（連絡・相談先一覧）

事業者
（連絡先一覧）

地域活動団体
（連絡先一覧）

社会福祉協議会
　出雲市社会福祉協議会
　℡23-3781
市内医療機関
  出雲医師会
　℡21-1131
島根県薬剤師会出雲・斐川支部
  ℡21-7115（支部長方）

民生委員児童委員協議会
 事務局：出雲市社会福祉協議会
　℡23-3781
要保護児童対策地域協議会
　事務局：市役所少子対策課
　℡21-6604
子育てサポーター
　事務局：市役所健康増進課
　℡21-6532
保護司会、更生保護女性会
　松江保護観察所
　℡0852-21-3767
保育所保護者会
　各保育所（園）
幼稚園PTA
　各幼稚園
小・中学校PTA
　事務局：各小中学校
人権擁護委員会

　　⑥ 弱者虐待　　安全で安心なまちづくりスクラム
    〈安全・安心を脅かす要因に対応する総合的な取組み表PartⅥ〉

児童虐待 児童虐待

児童虐待等相談窓口
◎本庁　子育て支援課
　℡21-6604
・平田支所 健康福祉課
　℡63-5780
・佐田支所 市民福祉課
　℡84－0118
・多伎支所 市民福祉課
　℡86－3116
・湖陵支所 市民福祉課
　℡43－1215
・大社支所 市民福祉課
　℡53－3116
◎子育て支援センター
　いずも子育て支援センター　など
　℡21－5772　など
◎子ども支援センター
　℡0120－84－7867（相談電話）
℡21－4444

◎県出雲児童相談所
　℡21-0007
◎県出雲警察署
　℡24-0110
関係相談窓口
○県出雲保健所
　℡21-8785
○県教育委員会　総務課企画スタッフ
　℡0852-22-5406
○島根大学医学部付属病院
  ℡23-2111
○県立中央病院
　℡22-5111
○松江地方法務局
　（「子どもの人権110番」）
　℡0120-007-110、0852-32-4200
○日本司法支援センター
　島根地方事務所(法テラス島根)
℡050-3383-5500

もしものときの連絡・相談先 もしものときの連絡・相談先

人権擁護委員会
　松江地方法務局出雲支局（人権相談所）
　℡21-0721
自治会・町内会
　事務局：各コミュニティセンターなど
　出雲市自治会連合会事務局：市役所自治
振興課
　℡21-6560

高齢者虐待に関する相談窓口
◎高齢者あんしん支援センター
・出雲高齢者あんしん支援センター
　℡25－0707
・平田高齢者あんしん支援センター
　℡63－8200
・佐田高齢者あんしん支援センター
　℡84－0019
・多伎高齢者あんしん支援センター
　℡86－7122
・湖陵高齢者あんしん支援センター
　℡43－7611
・大社高齢者あんしん支援センター
　℡53－3232

◎県出雲警察署（生活安全課）
　℡24－0110
◎県出雲保健所
　℡21-0007
◎県出雲児童相談所（女性相談窓口）
　℡21-8789
関係相談窓口
○島根大学医学部付属病院
  ℡23-2111
○県立中央病院
　℡22-5111
○松江地方法務局
　（「女性の人権110番」）

℡0852-26-8869

島根県社会福祉協議会
　島根県高齢者・障害者総合相談センター
　（シルバー110番）
　℡0852－32－5955
市内医療機関
  出雲医師会
　℡21-1131　FAX22-8011
介護サービス事業者
市内社会福祉施設・社会福祉事業所
関係営利事業者

民生委員児童委員協議会
 事務局：出雲市社会福祉協議会
　℡23-3781
人権擁護委員会
　松江地方法務局出雲支局（人権相談所）
　℡21-0721
高齢者クラブ連合会
　事務局：出雲市社会福祉協議会
自治会・町内会
　事務局：各コミュニティセンターなど
　出雲市自治会連合会事務局：市役所自治
振興課
　℡21-6560

児童虐待 児童虐待 　℡21 4444
関連する市の窓口
○教育委員会
　　学校教育課　児童生徒支援室
　　℡21－6204
　　幼児教育室
　　℡21－6191
　　青少年育成課
　（子ども支援センター所管課）
　　℡21－6297
○市民活動支援課
　（女性相談センター所管課）
　　℡21-6528
○福祉推進課（障がい児関係）
　　℡21-6694
○健康増進課（母子保健）
　　℡21-6532
○総合医療センター（医療関係）
　　℡63-5111

℡050 3383 5500
保育所（園）
　市立保育所(園）、私立保育所(園）
幼稚園
　市立幼稚園、私立幼稚園
小学校
　市立小学校
中学校
　市立中学校、私立中学校
高等学校
　県立高校、私立高校
大学
　県立大学、国立大学
その他学校
　専門学校、その他学校

障がい者の虐待等に関する相談
◎福祉推進課（障がい者福祉）
　℡21－6694
・平田支所 健康福祉課
　℡63－5780
・佐田支所 市民福祉課
　℡84－0118
・多伎支所 市民福祉課
　℡86－3116

◎県出雲保健所
　℡21-8785
◎県出雲児童相談所
　℡21-8789
◎県出雲警察署
　℡24-0110
関係相談窓口
○県教育委員会　総務課企画スタッフ

℡0852-22-5406

島根県社会福祉協議会
　・島根県高齢者・障害者総合相談セン
ター（障がい者110番）
　℡0852－32－5991
出雲市社会福祉協議会
　℡23-3781
市内医療機関
  出雲医師会

℡21-1131

民生委員児童委員協議会
 事務局：出雲市社会福祉協議会
　℡23-3781
保護司会、更生保護女性会
　松江保護観察所
　℡0852-21-3767
人権擁護委員会
　松江地方法務局出雲支局（人権相談所）

℡21-0721

高齢者虐
待

高齢者虐
待

　℡53 3232
◎高齢者福祉課（高齢者あんしんセンター
所管課）
　℡21－6967
・平田支所 健康福祉課
　℡63－5780
・佐田支所 市民福祉課
　℡84－0118
・多伎支所 市民福祉課
　℡86－3116
・湖陵支所 市民福祉課
　℡43－1215
・大社支所 市民福祉課
　℡53－3116
関連する市の窓口
○市民活動支援課（女性相談センター所管
課）
　　℡21－6528
○総合医療センター（医療関係）
　　℡63－5111
その他関係部署
○福祉推進課（生活保護等関係）
　　℡21－6694

℡0852 26 8869
○日本司法支援センター島根地方事務所(法
テラス島根)
　℡050-3383-5500

⑥
弱
者
虐
待

障がい者
虐待

障がい者
虐待

　℡86 3116
・湖陵支所 市民福祉課
　℡43－1215
・大社支所 市民福祉課
　℡53－3116
関連する市の窓口
○健康増進課（母子保健）
　　℡21－6532
○総合医療センター（医療関係）
　　℡63－5111

℡0852 22 5406
○島根大学医学部付属病院
  ℡23-2111
○県立中央病院
　℡22-5111
○松江地方法務局
　（「子どもの人権110番」）
　℡0120-007-110、0852-32-4200
　（「女性の人権ホットライン」）
　℡0852-26-8869
○日本司法支援センター島根地方事務所(法
テラス島根)
　℡050-3383-5500

℡21 1131
介護サービス事業者
市内社会福祉施設・社会福祉事業所
関係事業者・相談支援事業所（障がい者）

℡21 0721
自治会・町内会
　出雲市自治会連合会事務局
（市役所自治振興課内）
　℡21-6560

その他人
権侵害

その他の
人権侵害

その他人権侵害に関する相談
○人権同和政策課（市隣保館）
　℡22－7508
○市民活動支援課（女性）
　℡22－2055
○子育て支援課（児童）
　℡21－6604
○青少年育成課（青少年）
　℡21－6297
○福祉推進課（障がい者）
　℡21－6694
○教育委員会　学校教育課（児童・生徒）
　℡21－6224
○高齢者福祉課（高齢者）
　℡21－6967
○政策企画課（外国人）
　℡21－6576
○健康増進課（患者・感染者等）

◎松江地方法務局　人権擁護課
　　℡0852-32-4260
　・松江地方法務局出雲支局
　℡21－0721
◎島根県人権啓発推進センター
　℡0852-22-7701
◎日本司法支援センター
　島根地方事務所(法テラス島根)
　℡050-3383-5500
◎県出雲児童相談所
　℡21-8789
◎県出雲警察署
　℡24-0110
関係相談窓口
○県出雲保健所
　℡21-8785
○県教育委員会　総務課企画スタッフ
℡0852-22-5406

出雲市社会福祉協議会
　℡23-3781
島根県弁護士会
　℡0852－21－3450

民生委員児童委員協議会
 事務局：出雲市社会福祉協議会
　℡23-3781
保護司会、更生保護女性会
　松江保護観察所
　℡0852-21-3767
人権擁護委員会
　松江地方法務局出雲支局（人権相談所）
　℡21-0721
自治会・町内会
　事務局：各コミュニティセンターなど
　出雲市自治会連合会事務局：市役所自治
振興課
　℡21-6560

○健康増進課（患者 感染者等）
　℡21－6532

℡0852 22 5406
○しまね国際センター
　℡0852－31－5056


