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話をするだけで、ほっと気持ちが
楽になるかもしれません。

ボランティアに関心がある方も
お気軽にお問合せください。

仕事ができない…

生活が苦しい…

地域の身近な福祉相談窓口地域の身近な福祉相談窓口
地域で共に生きる

最近、近所の高齢者の
○○さんが心配なの。

自分が高齢になったとき、
引きこもりの子どものこと
が心配で…

子育て、子どものことに
ついて
悩みがあるのだけれど…

定年後、何か
地域の役に立ちたいなあ

金沢市地域福祉計画に基づき、金沢市と市社会福祉協議会が協働して、地区社会福祉協議会に身近
な相談窓口を開設しています。最寄りの相談窓口をお気軽にご利用ください。

おひとり、おひとりの
状況や気持ちに寄り添い、
解決に向けて一緒に考えます。

ゴミが
捨てられない…

電話でも来所でもOK！
電話の場合は、「福祉相談」であることをお伝えください。
来所の場合は、相談室にご案内します。
電話がつながらない、どこに相談したらいいかわからないなどの場合
金沢市社会福祉協議会
☎２３１－３５７１ へ
（平日9時～17時、土・日・祝日・年末年始はお休み）

子育てと親の介護の
両立について
誰かと話がしたいな…

  南部エリア　

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

野　町 野町会館 241-3204
月～金

10:00～16:00

十一屋 平和町会館 244-1132
月～金

9:00～12:00

泉　野 第四善隣館 241-3316
月～金

9:00～14:00

内　川 内川公民館 247-2263
月～木

10:00～14:00

長坂台 まずは
お電話ください 080-7574-2255

月～金
10:00～15:00

弥　生 弥生公民館 243-7560
月～金

10:00～15:00

富　樫 富樫公民館 241-5327
月～金

10:00～12:00

三　馬 会館みんま 243-2734
月～金

10:00～16:00

額 額公民館 259-6666
月～金

9:00～12:00

四十万 まずは
お電話ください 205-6043

月・水・金
9:00～12:00

扇　台 扇台公民館 296-0606
月～金

9:00～13:00

伏見台 伏見台公民館 243-3341
月～金

10:00～15:00

米　泉 米泉公民館 241-8924
月～金

10:00～16:00

  北部エリア　

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

馬　場 馬場福祉会館 252-3959
月～金

9:00～12:00

浅　野
浅野町

福祉センター
253-0294

月・火・木・金
9:00～12:00

森　山 森山善隣館 252-0817
月～金

9:30～16:30

小　坂 まずは
お電話ください 090-4880-9761

火・木・土
9:00～12:00

森　本
森本市民
センター

258-1130
火・木・金

9:00～12:00

夕日寺 夕日寺公民館 251-0027
月～金

9:00～16:30

千　坂 千坂児童館 258-3969
火・水・金

10:00～12:00

  西部エリア　

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

米　丸
米丸

あすなろ苑
291-2947

月～金
10:00～16:00

二　塚 二塚公民館 249-3474
月～金

10:00～16:00

安　原 安原公民館 249-0772
月・水・金

9:00～12:00

押　野 押野公民館 247-0856
月・水・金

9:00～12:00

新神田 新神田公民館 291-0025
月～金

10:00～16:00

西南部 西南部児童館 240-3878
月・木・金

10:00～12:00

三　和 三和文化会館 240-7831
月・水・金

10:00～15:00
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生活が苦しい…

地域の身近な福祉相談窓口地域の身近な福祉相談窓口
地域で共に生きる

最近、近所の高齢者の
○○さんが心配なの。

自分が高齢になったとき、
引きこもりの子どものこと
が心配で…

子育て、子どものことに
ついて
悩みがあるのだけれど…

定年後、何か
地域の役に立ちたいなあ

金沢市地域福祉計画に基づき、金沢市と市社会福祉協議会が協働して、地区社会福祉協議会に身近
な相談窓口を開設しています。最寄りの相談窓口をお気軽にご利用ください。

おひとり、おひとりの
状況や気持ちに寄り添い、
解決に向けて一緒に考えます。

ゴミが
捨てられない…

電話でも来所でもOK！
電話の場合は、「福祉相談」であることをお伝えください。
来所の場合は、相談室にご案内します。
電話がつながらない、どこに相談したらいいかわからないなどの場合
金沢市社会福祉協議会
☎２３１－３５７１ へ
（平日9時～17時、土・日・祝日・年末年始はお休み）

子育てと親の介護の
両立について
誰かと話がしたいな…

  駅西・臨海エリア　

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

長　田 長田会館 223-8400
月～金

9:00～12:00

大野町 大野町公民館 268-3896
月～金

9:00～17:00

戸　板 戸板会館 223-8040
月～金

9:00～17:00

大　徳 大徳公民館 268-5611
月～金

9:00～17:00

金　石 金石会館 267-2774
月～金

9:00～12:00

西 西公民館 262-6716
月～金

10:00～12:00

諸　江 諸江公民館 263-1687
月～金

9:00～12:00

鞍　月 鞍月文化会館 254-5425
月～木

9:30～15:00

浅野川 浅野川公民館 238-3680
月・水・金

 9:00～12:00

粟　崎
粟崎

文化センター
238-3072

月・水・金
9:00～16:00

川　北 大浦公民館 238-5845
月・水・金

9:00～16:00

  東部エリア　

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

小立野
小立野

文化会館
264-0004

月～金
9:00～17:00

材　木
材木善隣館

交流センター
222-1380

月～金
10:00～16:00

味噌蔵 第三善隣館 221-0962
月～金

9:00～16:00

崎　浦 崎浦公民館 231-6851
月・水・金

10:00～12:00

犀　川 犀川公民館 229-0949
月・水・金

10:00～17:00

湯　涌 湯涌公民館 235-1852
月～金

9:00～17:00

浅　川 田上公民館 222-4422
月～金

9:00～16:00

  中央エリア　

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

新　竪 新竪会館 231-0258
月～金

10:00～16:00

菊　川 永井善隣館 265-6053
月～金

9:30～16:00

中　村 中村会館 247-4447
月～金

10:00～14:00

長　町 長町公民館 231-5730
月～金

10:00～15:00

松ケ枝 まずは
お電話ください 080-7249-0212

月～金
9:00～12:00

長土塀
長土塀

こども園
231-1755

月～水
10:00～15:00

芳 斎 芳斎公民館 090-1528-7226
月・水・金

10:00～12:00

此　花 此花会館 221-0938
月～金

9:00～12:00

瓢　箪 瓢箪町公民館 221-1476
月・火・木・金
10:00～15:00

相談員は、日ごろから地域福祉活動に従事している地区社会福祉協議会職員などで、金沢市が指定する研修を修了し
た人たちです。
相談者のプライバシーは守られますので、安心してご相談ください。


