相談・貸付・融資
区の相談
各相談は一部を除き、祝日、シビックセンター休館日、年末年始はお休みです。また、事前に予約が必要なものは各相談窓口
に問合せください。
相談項目
法律相談

相談・貸付・融資
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税務相談

不動産相談

区民相談

▼区の相談

交通事故相談

相談内容
土地、家屋、相続、金銭貸借など
法律全般にわたる相談

日時など
火・金曜、第2・４月曜
13：00〜16：00（予約制）

相続税、贈与税、土地・家屋の売買につ
いての税、所得税など税務問題全般の
木曜
相談
13：00〜16：00（予約制）
土地や建物などの不動産売買、賃貸借、
区内に所有する空き家に関する相談

交通事故に関する示談の方法、保険請求 月・水・金曜
手続きなどの相談
８
：30〜17：00
近隣トラブルやいじめ、名誉き損などの 第３月曜
人権問題の相談
13：00〜16：00

行政相談

国の行政全般についての苦情、意見、要 第１月曜
望などの相談
13：00〜16：00
消費生活上のトラブルや商品・サービス 月〜金曜
に対する疑問・苦情等の相談
9：30〜16：00

経営相談

経営・金融などの相談

創業相談

創業に関する相談

空家等に関する
相談
（要事前申請）

分譲マンション
管理上の相談
（要事前申込）

内職あっせん相談

生活に困った時

月〜金曜
9：30〜17：00（受付は16：30まで）
※創業相談は予約制

広報課行政情報センター
（シビックセンター２階）
☎5803-1329
広報課
（シビックセンター14階相談室）
☎5803-1129
消費生活センター
（シビックセンター地下２階）
消費者相談 ☎5803-1106
受付：東京商工会議所文京支部
（シビックセンター地下2階）
☎5842-6731
経済課（シビックセンター地下2階）
☎5803-1173

月〜金曜
空家等に関する相談
9：00〜17：00の間で1回につき1時間以内
※一 年間（4月1日から翌年3月31日ま
日程は申請後調整
で）、一人3回まで
対象：区内空家の所有者および権利者

住環境課（シビックセンター18階）
月〜金曜
☎5803-1374
分譲マンション管理上の様々な問題に関
9：00〜17：00の間で1回につき1時間以内
する相談（相談員：マンション管理士）
相談希望日の10日前までに申込書を提出
※一 年間（4月1日から翌年3月31日ま
対象 : 区内分譲マンションの区分所有者
で）、一人2回まで
および居住者

内職についての求職、求人などの相談

月〜金曜
13：00〜16：00

生活が困難になったときの相談

月〜金曜
8：30〜17：00

母子および父子、または女性の生活や就
月〜金曜
母子・父子・女性相談 労上のこと、夫や恋人からの暴力などの
９
：00〜17：00
相談
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広報課
（シビックセンター14階相談室）
☎5803-1129

月〜金曜
広報課行政情報センター
区政に関する質問や日常生活上の一般 8：30〜17：00
（シビックセンター２階）
的な相談
外国語は面談のみ（英語・中国語・韓国語・
☎5803-1328
スペイン語・ベトナム語 等）

人権身の上相談

消費者相談

相談窓口・電話番号

勤労者共済会
（シビックセンター地下２階）
☎5803-1108

生活福祉課
（シビックセンター９階）
☎5803-1216

相談項目

相談内容

日時など
●

子育てに
関する相談

子どもと家庭に関する相談
（児童虐待に関する相談を含む）

●

一般相談
月～金曜

9：00 ～ 17：00
子ども家庭支援センター
専門相談
（シビックセンター５階）
一般相談後に、相談内容に応じて心理
☎5803-1109
士・小児科医・弁護士等の相談も利用
できます

子ども応援
サポート室

月〜金曜 9:00 ～ 17:00
子育て世帯の経済的な困り事等の相談 （時間外は留守番電話対応）
メール（区ホームページより受付）

子どもの最善の
利益を守る
法律専門相談

第２・第４火曜 10:00 ～ 、11:00～
子どもの利益を守るための法律的な相談
第３木曜
   18:00 ～、19:00～
（離婚や養育費、子どもとの面会交流等）
（電話予約制）

男女平等センター
相談室

男女平等センター相談室
本郷４-８-３
予約受付：子ども家庭支援センター
☎5803-1894（9:00～17:00）
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広報課
（シビックセンター14階相談室）
☎5803-1129

家族・職場・地域 での 人間関係、パ ート
ナーなどからの暴力、LGBT（SOGI）や
性（性被害）、自分自身の生き方などの
相談（カウンセリング）

月曜 10：00 ～ 16：00（受付は15：00まで）
水曜 14：00 ～ 20：00（受付は19：00まで） 男女平等センター相談室
金曜 10：00 ～ 20：00（受付は19：00まで） 本郷4-8-3
予約制（電話相談も可）
☎3812-7149（相談専用）
※性別・年齢にかかわりなく受付けます。（祝日、全館清掃日、12/28〜1/4は除く）

発達および教育に関する相談
月～金曜、第２・４土曜
0〜18歳までの子どもの発達や教育に
8：30 ～ 17：15（予約制）
関する悩みや心配事の相談

教育センター総合相談室
湯島4-7-10 ☎5800-2594

電話教育相談
匿名や来所できない方のための教育相談

教育センター 電話教育相談
☎5800-2595

いじめ電話相談
いじめに悩んでいる児童・生徒・保護者
からの相談

高齢者の総合相談
●

介護や介護予防に関すること

●

権利擁護に関すること

●

保健・医療・福祉サービスなどに
関すること

●

認知症に関すること

高齢者に
関する相談

▼区の相談

教育センター
総合相談室

青少年の非行・不良化の悩みごとなどの 水曜
相談
13：00 ～ 16：00

子ども家庭支援センター
（シビックセンター５階）
☎5803-1900

相談・貸付・融資

青少年相談

相談窓口・電話番号

24時間／年中無休
教育センター いじめ電話相談
☎5800-2596

月～金曜
９
：00 ～ 19：00
土・日曜、祝日、12/29～１/３
９
：00 ～ 17：30

高齢者あんしん相談センター富坂
白山5-16-3 ☎3942-8128
高齢者あんしん相談センター大塚
大塚4-50-1 ☎3941-9678

高齢者あんしん相談センター本富士
湯島4-9-8 ☎3811-8088
高齢者あんしん相談センター駒込
千駄木5-19-2 ☎3827-5422

高齢者あんしん相談センター富坂分室
小石川2-18-18 ☎5805-5032
月～土曜
9：00 ～ 17：30
（日曜、祝日、12/29〜1/3は休み）

高齢者あんしん相談センター大塚分室
音羽1-15-12 ☎6304-1093

高齢者あんしん相談センター本富士分室
西片2-19-15 ☎3813-7888
高齢者あんしん相談センター駒込分室
本駒込2-28-10 ☎6912-1461

高齢者の相談

月～金曜
養護老人ホームへ の 入所相談・権利
8：30 ～ 17：00
擁護・福祉サービスなどに関すること

●

高齢福祉課高齢者相談係
（シビックセンター９階）
☎5803-1382

第２火曜・第4金曜
13：15 ～ 14：45

文京福祉センター江戸川橋
小日向2-16-15
☎5940-2901

第1・3火曜
13：15 ～ 14：45

文京福祉センター湯島
本郷3-10-18
☎3814-9245

看護士による高齢者の健康相談
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相談項目
介護保険に
関する相談

精神保健相談

相談・貸付・融資

38

相談内容

日時など

介護サービス・事業者に関することなど 月〜金曜
介護保険についての相談
8：30〜17：00

専門医による相談

健康相談

保健師等による健康に関する相談

栄養相談

栄養士による栄養や食生活に
ついての相談

月〜金曜
8：30〜17：00

歯・口に関する相談

ネウボラ相談※1

保健師等による妊娠・出産・子育てに
ついての相談

※1ネウボラ相談は、八千代助産院でも
実施。9：00〜17：00（通年対応）
☎5940-2102

区民葬儀の相談
区民葬儀取扱指定店の紹介

月〜金曜
8：30〜17：00

医療相談

▼区の相談

かかりつけ医・
在宅療養相談

月〜金曜
9：00〜17：00
●在宅療養に伴う医療・介護連携に関す
（祝日、12/29〜1/3は休み）
る相談など
かかりつけ医に関する医療相談

●

※母と子のための相談（アレルギー相談・歯科保健相談）➡ P43
※健康相談 ➡ P51

文の京 街景色
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介護保険課介護保険相談係
（シビックセンター９階）
☎5803-1383

各保健サービスセンターへ問合せ
（予約制）

歯科衛生士による歯・口の健康に
ついての相談

区民葬儀相談

相談窓口・電話番号

保健サービスセンター
（シビックセンター３階・事務室8階）
☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所
千駄木5-20-18
☎3821-5106

福祉政策課
（シビックセンター11階）
☎5803-1202
高齢福祉課
（小石川医師会館内）
かかりつけ医・在宅療養相談窓口
☎6912-0810

国・都・その他の相談
相談項目

相談内容

担当・相談場所

☎5388-3134

●

東京都生活文化局広報広聴部情報公開課

都政情報公開

☎5320-7725

●

行政苦情110番（総務省東京行政評価事務所）

国政についての相談

法制度および
関係機関（法律相談・公的窓口等）の
紹介

☎3987-0229

文京都税事務所

☎3812-3241

小石川税務署（自動音声でご案内します）
本郷税務署（自動音声でご案内します）

☎3811-1141
☎3811-3171

法律など

人権相談

●

●
●

法テラスサポートダイヤル（日本司法支援センター）
月〜金曜＝９
：00〜21：00
土曜＝９
：00〜17：00
（祝日、年末年始を除く）

●

東京都交通事故相談所
（東京都生活文化局広報広聴部都民の声課）

●

みんなの人権110番（東京法務局人権擁護部）

●

東京都生活文化局広報広聴部都民の声課
英語＝月〜金曜（祝日、12/29〜1/3を除く）

●

外国人相談

☎5320-7744

☎3446-0999
☎3235-1155
☎5614-0189

東京都計量検定所

☎5617-6635

日本年金機構文京年金事務所
（国民年金、厚生年金保険、健康保険）

☎3945-1141

ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
●ねんきん予約受付専用ダイヤル
●ねんきん加入者ダイヤル
（国民年金加入者向け）
●ねんきん加入者ダイヤル
（事業所、厚生年金加入者向け）

☎0570-058-555
☎0570-05-1165
☎0570-05-4890
☎0570-003-004
☎0570-007-123

●

●
●

東京都子供の健康相談室（小児救急相談）
月〜金曜（休日、年末年始を除く）＝18：00〜翌朝8：00、
土・日曜、休日、年末年始＝8：00〜翌朝8：00

☎5285-8898
短縮「#8000」

東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課

☎3227-3335

東京都立精神保健福祉センター
こころの電話相談
月〜金曜（祝日、年末年始を除く）＝9：00〜17：00

☎3844-2212

夜間こころの電話相談
毎日 17：00〜22：00（受付は21：30まで）

☎5155-5028

●

健康と医療

☎5213-1372
（IP 電話用）

国民生活センター
東京都消費生活総合センター
●全国消費生活相談員協会
●

エイズについての電話相談

☎0570-003-110

☎5320-7700

計量についての相談

お子さんの健康・救急に関する相談

☎5320-7733

韓国語＝水曜（祝日、12/29〜1/3を除く）

●

国民年金・厚生年金保険・健康保険
などの相談

☎6745-5600
（IP 電話用）

☎5320-7766

●

生活・年金・保険

☎0570-078374

中国語＝火・金曜（祝日、12/29〜1/3を除く）

消費生活相談

●
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▼国・都・その他の相談

交通事故相談

☎3363-1100
（IP 電話用）

相談・貸付・融資

国税についての相談

☎0570-090110

総務省東京総合行政相談所

●

都税についての相談

話

東京都生活文化局広報広聴部都民の声課

都政一般相談

●

行政・税金

電

●

精神保健福祉相談
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相談項目

相談内容

担当・相談場所
東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
医療機関案内（毎日24時間）
保健医療福祉相談 月〜金曜＝９
：00 ～ 20：00
（祝日、12/29〜1/3を除く）

電

話

●

医療機関案内

保健医療福祉相談

健康と医療
かかりつけ歯科医・口腔ケアなどに
関する医療相談
福祉サービス利用援助事業
財産保全管理サービス
成年後見制度の相談

相談・貸付・融資

40

認知症てれほん相談

文京区地域包括ケア歯科相談窓口
（東京都文京区小石川歯科医師会・東京都文京区歯科医師会） ☎090-4544-8020
月～金曜＝11：00～16：00（祝日、8/13～16、12/29～1/4を除く）

●

●

祉

（公社）認知症の人と家族の会
火・金曜10：00〜15：00

●

心身に障害のある方の相談

東京都心身障害者福祉センター
都立精神保健福祉センター

東京都難病相談・支援センター
● 東京都発達障害者支援センター
● 東京都障害者福祉会館
●

（相談専用）

☎5802-1892
☎3426-2318
☎3455-6321

▼国・都・その他の相談

●

東京都児童相談センター

☎5937-2314

心身障害者の職業相談

●

東京障害者職業センター

☎6673-3938

障害者の職業訓練の相談

●

東京障害者職業能力開発校

☎042-341-1411

求人・求職の相談

●

ハローワーク飯田橋（公共職業安定所）

☎3812-8609

就業相談、キャリア・カウンセリング

●

東京しごとセンター

☎5211-1571

労働問題の相談

●

東京都労働相談情報センター（東京都ろうどう110番）

☎0570-00-6110

中小企業施策等の相談

●

中小企業庁広報相談室

☎3501-4667

●
●

東京都産業労働局金融部金融課
東京信用保証協会上野支店

☎5320-4874
☎3847-3171

子どもの総合相談

●

東京都児童相談センターよいこに電話相談

☎3366-4152

幼児から高校生相当年齢までの教育
相談および高校進級・進路・入学に関
する相談

●

東京都教育相談センター

☎0120-53-8288

●

東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課
東京都特別支援教育推進室

☎5228-3433

●

東京都住宅供給公社都営住宅募集センター

☎3498-8894

障害のある子どもの就学相談
都営住宅の入居者募集および募集相
談、公社住宅の入居相談

☎5320-4958

賃貸ホットライン
宅地建物取引業法の規制対象に
ついての相談
弁護士による不動産取引特別相談室
（予約制）
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☎3235-2946
☎3844-2212

☎5261-3110

中小企業向け融資相談

住まいと環境

☎5367-2339

東京都女性相談センター

子どもの相談
（児童虐待に関する相談を含む）

子ども・教育

東京都支部

☎3812-3156

●

母子・女性の生活・緊急保護の相談

仕事・中小企業

社会福祉協議会権利擁護センター（あんしんサポート文京）

●

●

福

☎5272-0303

●

東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課

☎5320-5071

☎5320-5015

貸 付・融 資
内

母子・父子

容

20歳未満のお子さんを扶養している母子父子家庭に
貸付（母子および父子福祉資金）

担

当

頁

電

話

生活福祉課

P86

☎5803-1216

教育総務課

P49

☎5803-1291

●

私立高校等に入学する生徒を持つ保護者への支度資金の
融資あっせん（私立高校等入学支度資金融資あっせん）
●

私立中学校に通う生徒の保護者が学費の支払が困難
になった場合に、保護者に対し貸付
（緊急支援奨学資金）

社会福祉協議会総務係

●

高校等に進学または在学する生徒に貸付
（東京都育英資金）
育

☎3812-3040

P49

☎5206-7929

P49

☎5206-7926

（財）東京都私学財団

▼貸付・融資

教

P50

相談・貸付・融資

高校・高専・短大・大学・専修学校に進学または在学する
生徒のいる低所得世帯に貸付（教育支援資金）
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●

入学支度金制度のある都内の私立高校等に入学する
生徒の保護者に貸付
（入学支度金）

高専・短大・大学・大学院・専修学校（専門課程）進学
または在学の生徒に貸付

申込：在学する学校へ

独立行政法人日本学生支援機構

P49

社会福祉協議会総務係

P50

☎3812-3040

国保年金課

P74

☎5803-1193

社会福祉協議会総務係

P84

☎3812-3040

福祉政策課

P24

☎5803-1202

●

返還：☎0570-666-301

年度の４月から受験までの学習塾等の費用の貸付
( 学習塾等受講料貸付金 )
●

対象となる学校の受験料の貸付
（受験料貸付金）

健

康

福祉・生活

高額な医療費の支払いが困難な国民健康保険加入
世帯に高額療養費相当額の90％以内の額を貸付
（高額療養費の貸付）

●

世帯の生活の安定と経済的自立を図るため低所得・
障害者・高齢者世帯に貸付（生活福祉資金）

●

災害救助法適用世帯の世帯主に貸付（災害援護資金）

●

都内の中小企業者および事業協同組合への融資あっせん

●

区内中小企業（法人・個人）への事業資金の融資あっせん

●

東京都産業労働局金融部金融課

P104 ☎5320-4877

経済課

P103 ☎5803-1173

中小企業

住

宅

木造住宅密集地域内において、耐火または準耐火構造
の自己用住宅を建替えにより建設する際の、金融機関
の融資金に対する利子補給助成
（個人住宅利子補給助成制度）
マンションの共用部分を修繕・改修する場合の、
住宅金融支援機構の融資金に対する利子補給助成
（マンション改良工事助成制度）

東京都住宅政策本部住宅企画部
民間住宅課

P94

☎5320-4952

東京都住宅政策本部住宅企画部
マンション課

P94

☎5320-5004

●

●
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