
　

自殺対策相談窓口一覧

あなたの気持ち、話してください。

こころのサインに気付いてください。

旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・
愛別町・上川町・東川町・美瑛町・幌加内町版



出典：自殺実態白書２０１３（ＮＰＯ法人ライフリンク発行）

北海道では毎日２～３名が自殺で亡くなっています。
上川中部でも毎年約７０人が自殺で亡くなっています。

自殺は様々な問題が複雑に重なり合い、追い込まれた末の死である
ことが明らかになっています。

悩みを抱えたこころは、パンクしそうにふくらんだ風船に似ています。

考えれば考えるほど、風船はふくらむばかりで、空気の出口をゆる

めようとしなくなってしまいます。

こんな時、突破口を切り開く第一歩が、だれかに話してみることです。
あなたもだれかに相談してみませんか？

自殺で亡くなった523人の、その一人ひとりの
亡くなるまでの軌跡を辿ると、そこには共通の
「自殺の危機経路」が浮かび上がってきた。
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１．市町の母子保健・子育て支援、こころの健康、介護に関する総合相談

１）旭川市

市町名
母子保健・子育て相談

・女性相談窓口
介護・高齢者相談窓口 受付時間 備考

「母子保健」
母子保健課

０１６６－２６－２３９５

「子どもに係る相談」
子ども総合相談センター

０１６６－２６－５５００

「女性の悩みに関する相談」

女性相談
０１６６－２５－６４１８

２）上川保健所管内町
市町名 母子保健・子育て支援窓口 介護・高齢者相談窓口 受付時間 備考

鷹栖町
８:３０～１７:１５

(月～金）
健康福祉課

（サンホールはぴねす内）

８:３０～１７:１５

(月～金）

当麻町
健康課

０１６６-８４-２１１１
地域包括支援センター
０１６６－８４－２１１１

８:３０～１７:１５(月～金）

比布町
保健センター

０１６６-８５-２５５５
地域包括支援センター

０１６６-８５-２１１２
８:３０～１７:１５

(月～金）

愛別町
保健福祉課

０１６５８-６-５１１１
地域包括支援センター

０１６５８-６-４７７１
８:３０～１７:１５

(月～金）

上川町
保健福祉課

０１６５８-２-４０５４
・４０５５

保健福祉課
０１６５８-２-４０５４

・４０５５

８:３０～１７:１５
(月～金）

美瑛町

①子ども・子育て支援
室

　０１６６-９２-４２６２
②子ども支援センター
　０１６６－９２－１０３

地域包括支援センター
０１６６-９２ｰ４２４８

８:３０～１７:１５
(月～金）

（※子ども支援センター
９：００～１２：００、１３：０

０～１７：００）

幌加内町
保健福祉課

０１６５-３５-３０９０
地域包括支援センター

０１６５-３５-３０９０
８:３０～１７:１５

(月～金）

介護・高齢者相談
は旭川市内１１ヶ所
の地域包括支援セ
ンターでも対応しま
す

生活福祉相談センター
０１６６－８７－２１１２

健康ふくし課ふくしグループ

０１６６－８３－５４３０

保健福祉課社会福祉室

０１６６-８２-２１１１

基幹相談支援センターここりん相談室

相　談　窓　口

旭川市

東神楽町

保健福祉課
０１６５８－６－５１１１

健康推進課

０１６６－２５－６３６４

保健福祉課
介護福祉グループ

０１６５８－２－４０５５

こころの健康相談窓口

８:４５～１７:１５
(月～金）

保健福祉課
０１６６-８２-２１１１

地域包括支援センター
０１６６-８２-２１１１

障害相談支援センター
０１６６－９２－４４７３

東川町
基幹相談支援センターここりん相談室

０１６６－８２－４００７

８:３０～１７:１５
(月～金）

保健福祉課しあわせ
福祉係

０１６５-３５-３０９０

健康ふくし課
０１６６-８３-５４３１

地域包括支援センター
０１６６-８３-５６００

障害者相談窓口

福祉課
０１６６－８４－２１１１

保健福祉課福祉係
０１６６－８５－４８０４

０１６６－８２－４００７

介護１１９番
（介護総合相談）

０１６６-２５-９１１９
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２．こころの相談
受付時間 備考

 ２４時間

  木曜９:００～
　　　　月曜１５:３０連続

火・水曜９:００～１５:３０

　毎日１６：００～２１：００
　（毎月１０日８:００
　　　　～翌１１日８:００）

通話料無料

１０:００～２２:００
ナビダイヤル受付セ
ンターに順次おつな
ぎします。

 １０:００～１５:００
（月・火・木・金）

８:４５～１７:１５

（月～金）

８：４５～１７：３０
（月～金）

９:００～２１:００（月～金）

１０:００～１６:００

 （土・日・祝日）

３．健康に関する相談
分類 受付時間 備考

１０:００～１６:００
（月～金）

２４時間

 １０:００～１６:００
（水・土・日・祝日休み）

１１:００～１６:００
（月～金）

あなたが「自分にお
酒の問題がある」と
思うなら、HCOにお
問い合わせくださ
い。

常駐のスタッフがおりませ
んので、お返事に時間が
かかる場合がありますの
で、御了承ください。

ギャンブルの問題を
もつ当事者のミー
ティングを実施して
います。

電話対応時間
１０:００～１２:００

（月曜日と木曜日）

ギャンブルの問題に影
響を受けた家族や友
人のミーティングをして
います。旭川市内でも
開催しています。

薬物
依存

９:００～１７:００
（月～金）

当事者スタッフが対
応します

北海道いのちの電話

０１２０-７８３-５５６
日本いのちの電話連盟
自殺予防いのちの電話

日本いのちの電話連盟
ナビダイヤル

０５７０-７８３-５５６

０１１-７５０-０９１９　北海道ダルク

　ホームページ
　　　　　　　http//www.gajapan.jp/

　メール　gajapan@rj9.so-net.ne.jp

アルコール
依存

アルコホーリクス・アノニマス
AA北海道セントラルオフィス

（HCO）

対象地区：旭川市
面接は予約制で
す。電話で予約願
います。

旭川市保健所健康推進課

０１６６-４６-５９９２

０１１-２３１-４３４３

０５７０-０６４-５５６
北海道立精神保健福祉センター

こころの電話相談

　面接予約
０１６６-２４-１９００

旭川連合断酒会

旭川いのちの電話 ０１６６-２３-４３４３

０１６６-５７-６７０１

自助グループ・アラ
ノンのグループや
書籍の紹介になり
ます。

０１１-５５７-４３２９
メール　hcoaa@yahoo.co.jp

当事者および専門
相談員が対応しま
す

 ９:００～２１:００

０４５－６４２－８７７７

緊急連絡先
０８０-６０９３-５６７０

０１６６-２９-０１２３

０９０－１５２７－４４８９

 ９:００～２１:００

うつ

対象地区：
鷹栖町・東神楽町・
当麻町・比布町・愛
別町・上川町・東川
町・美瑛町・幌加内
町

上川保健所健康推進課健康支援係

面接は予約制です
面接場所：
 旭川市５条庁舎

一般社団法人北・ほっかいどう
総合カウンセリング支援センター
北･ほっかいどう被害者相談室

連絡先

心の悩み相談
０１６６-２７-７６１１

祝日は前日から翌
日まで連続

相談窓口

０１６６-２５-６３６４

相談窓口

一般社団法人明るいうつの会

特定非営利活動（NPO）法人アラ
ノン・ジャパン事務局（GSO）

 (アルコール依存の問題を持つ
人との関わりにより影響を受けた

家族と友人の集まり）

連絡先

GA日本インフォメーションセン
ター

　ホームページ
　　　http://www.gam-anon.jp

　０３-６６５９-４８７９
　メール　info@gam-anon.jp

一般社団法人ギャマノン
日本サービスオフィス

ギャンブル
依存
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分類 受付時間 備考

８:３０～１７:３０
（月～金、平日のみ）

面接相談は完全予
約制です。（お電話
で予約下さい）

 １０:００～１７:００
（月～金）

精神障がい

常駐のスタッフがおりませ
んので、お返事に時間が
かかる場合がありますの
で、御了承ください。

家族相談会（無料）
毎月第４土曜日
13:30～16:00

　２４時間

８:００～２０:００

（事務局）
070-0824
旭川市錦町19丁目
2166-234(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
陽の木 内)

９:００～１６:３０（月～金）
９:００～１１:３０（土）

初診は事前に問い
合わせ、予約が必

要。

女性
８:４５～１７:３０

（月～金）

対象地区：
鷹栖町・東神楽町・
当麻町・比布町・愛
別町・上川町・東川
町・美瑛町・幌加内
町

９:００～１８:００
 （月～土）

９:００～１７:００（月～金）
 ９:００～１２:３０（土）

９:００～１７:００
（月～土）

障がいのある方の
一般就労について
のご相談を受けま
す。面談をご希望
の方は事前に予約
が必要です。

８:３０～１７:１５
（月～金）

対象：当麻町、比
布町、愛別町、上
川町の住民の方

※その他にも、障がいの特性に応じた相談支援を行っている事業所があります。

９:００～１７:００
（月～土）

０１６６-３８-１００１
上川中南部障害者就業・生活

支援センターきたのまち

高次脳機
能障がい

脳外傷友の会コロポックル道北 ０１６６－８５－６４６０

０１６６－８４－７１１１

障がい

０１６６-３８-１１８０

北海道発達障害者支援
道北地域センターきたのまち

旭川精神障害者家族連合会

上川保健所健康推進課
女性の健康サポートセンター

脳外傷友の会「コロポックル」

医療法人社団　旭川圭泉会病院
認知症疾患医療センター

０１６６‐２４‐７６９０

かみかわ相談支援センター
ねっと

旭川市障害者総合相談支援
センター　あそーと

０１６６-４６-５９９２

０１６６-３７-２８１０

上川中部基幹相談支援センター
きたよん

０１６６-７３-５９３６

北海道難病連旭川支部

０１１-８５８-５６００

難病

０１６６-５２-７７６０

０１６６-７６-１８０３
FAX　０１６６－７６－１８２３

９:００～１７:００
（月～金）

基本的に面談は身
近な支援者の方と
一緒に来所をお願
いしています。市町
村の相談窓口や基
幹相談支援事業所
にご相談の上ご連
絡をお願いします。

０１６６-３８-１００１

当事者が病気・生
活等々、何にでも
相談対応します

月曜日以外は面接
相談も可能です

月曜日以外は面接
相談も可能です

認知症

０１６６－５３－８８５３
医療法人社団志恩会

相川記念病院
認知症疾患医療センター

９:００～１６:３０
（月～金）メール相談

ninchi.c@keisenkai.or.jp

旭川認知症の人と家族を支える会
(やまびこ会)

０１６６-５２-７７６０

若年性認知症の人と家族の会
(旭川ひまわりの会)

０９０-３８９８-０４１８（担当　石井）
FAX　0166-67-2455

ﾒｰﾙ　hinoki34@ab.auone-net.jp
URL asahikawa-himawari.com

相談窓口 連絡先
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４．消費生活に関する相談
受付時間 備考

９:００～１６:３０
（月～金）

面接相談も可能で
す

９:００～１７:００
（月～金）

対象地区：
旭川市・鷹栖町・東
神楽町・当麻町・比
布町・愛別町・上川
町・東川町

５．労働に関する相談
受付時間 備考

１０:００～１７:００
（月～金）

通話料無料

８:３０～１７:１５
（月～金）

１７:００～２０:００
（月～金）

１３：００～１６：００（土）
通話料無料

８:４５～１７:３０
（月～金）

６．多重債務・法律に関する相談
受付時間 備考

情報提供
９:３０～１５:３０
法律相談受付
９:００～１７:００

（月～金）

９:００～１７:００
（月～金）

７．生活困窮に関する相談
受付時間 備考

８：４５～１７：１５
（月～金）

対象地区：旭川市

９:００～１８:００
（月～金）

対象地区：
上川管内１９町村

連絡先

上川総合振興局商工労働観光課

司法書士会総合相談センター・あさひかわ

北海道中小企業労働相談所
労働相談ホットライン

相談窓口

０５70-0７８３９１

北海道立消費生活センター

相談窓口

旭川公共職業安定所職業相談・紹介

相談窓口

相談窓口 連絡先

北海道労働組合総連合
労働相談ホットライン

電話　０１６６－２３－１１３４
FAX　０１６６－２２－８０２０

旭川市自立サポートセンター

０５０-７５０５-０９９９

０１６６-９９-４７０３
旭川労働基準監督署

総合労働相談コーナー

旭川市消費生活センター

連絡先

０１６６-２２-８２２８

０１２０-３７８-０６０

０１６６-５１-７８３７

０１６６-４６-５９３８

８:３０～１７:１５（月～金）
０１６６-５１-０１７６

４１＃

０１２０-８１-６１０５

固定電話からは全
国一律３分9.35円
(税別)
携帯電話からは20
秒11円程度(税別)
公衆電話からは全
国一律１分11円

連絡先

　　　　　　おなやみなし

０５７０－０７８３７４

かみかわ生活あんしんセンター ０１６６－３８－８８００

９:００～２１:００（月～金）
９:００～１７:００ （土）

法テラス・サポートダイヤル

法テラス旭川
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受付時間

８:４５～１７:１５
（月～金）

８:４５～１７:１５
（月～金）

８:３０～１７:１５
（月～金）

８:３０～１７:１５
（月～金）

８:３０～１７:１５
（月～金）

８:３０～１７:００
（月～金）

８:３０～１７:１５
（月～金）

８:１５～１７:００
（月～金）

８:３０～１７:１５
（月～金）

８:３０～１７:１５
（月～金）

８:３０～１７:１５
（月～金）

８:４５～１７:３０
（月～金）

８:４５～１７:３０
（月～金）

『生活福祉資金』『臨時特例つなぎ資金』に
ついて対応します

『臨時特例つなぎ資金』
住居のない離職者で、次の条件に該当する
方への当面の生活費の貸付け
①失業等給付、住宅手当等の公的給付制度
　または就職安定資金融資等の公的貸付制
　度の申請を受理されており、かつ給付等の
　開始までの生活に困窮している
②貸付け希望者名義の金融機関の口座が
　ある

０１６６-８２-７５０５

０１６６-８７-４４５１

０１６６-８４-５７１１

０１６５－３６-２５１０

旭川市社会福祉協議会

０１６５８-２-３３４３

比布町社会福祉協議会

上川町社会福祉協議会

愛別町社会福祉協議会

０１６６-２３-１１８５

連絡先

０１６６-４６-５９３８

東川町社会福祉協議会

相談窓口

旭川市福祉保険部生活支援課

８．生活資金貸付け相談

０１６５８-６-６８００

『勤労者福祉資金』について対応します

０１１-２０４-５３４６

当麻町社会福祉協議会

幌加内町社会福祉協議会

美瑛町社会福祉協議会

０１６６-８５-２９４３

東神楽町社会福祉協議会

上川総合振興局
商工労働観光課

北海道経済部地域経済局
中小企業課

０１６６-８３-５４２４

備考

０１６６-９２-０７３３

鷹栖町社会福祉協議会

『生活つなぎ資金』について対応します
・対象地区：旭川市
・相談に１時間程度必要なため、午前中は１
１時まで、午後は４時までにご来庁願います

０１６６-２５-９１０８

『生活福祉資金』
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等へ
の必要に合わせた資金の貸し付け

※市町村により、上記以外にも独自事業
を実施している場合がありますので、直
接、お問い合わせ下さい。

6



９．犯罪（トラブル）による被害等に関する相談
受付時間 備考

 １０:００～１５:００
 （月・火・木・金）

 １０:００～１５:００
 （月・火・木・金）

７：３０～２２：００
（１２／２９～１／３除く）

１０:００～１６:００
 （月～金）

１０:００～１６:００
（月～金）

８:４５～１７:３０
（月～金）

夜間・休日は当直
で受け付け（２４時
間対応）

８:４５～１７:３０
（月～金）

１３:００～１５:３０
（概ね1ヶ月に1回）

８:４５～１７:１５
（月～金）

対象地区：旭川市

９:００～１７:００
（月～金）

祝日、年末年始を除く

月～金 １３:００～２０:００
（土日祝祭日、12/29～

1/3を除く）

女性の性暴力被害
の相談に対応しま
す

祝日、年末年始を除く

　　　　　　　　　　　　　　　なくことないよ

被害者相談
０１６６-２４-１９００

面接は予約制です
面接場所：
　旭川市５条庁舎

８:４５～１７:３０
（月～金）

夜間・休日は当直
で受け付け（２４時
間対応）

女性・ＤＶ相談に対
応します

１８:００～２１:００
（月～金）

メール相談利用に
ついては、左記
URLにアクセスの
上、必要事項を入
力してください。

８:３０～１７:１５
（月～金）

旭川地方法務局
女性の人権ホットライン

旭川市配偶者暴力相談支援センター

性暴力被害者支援センター北海道
ＳＡＣＲＡＣＨ(さくらこ)

０５０-３７８６-０７９９

上川総合振興局
配偶者暴力相談支援センター

メール相談　http://www.jinken.go.jp/

０１６６-３４-９１１０　#９１１０
北海道警察旭川方面本部

相談センター

０１１-２３２-８７４０
北海道家庭生活総合カウンセリングセンター

北海道被害者相談室

北海道警察旭川方面本部
性犯罪被害１１０番

相談窓口

北海道交通事故相談所

０５７０-０７０-８１０

ウィメンズネット旭川 ０１６６-２４-１３８８

０１６６-２５-６４１８

０５７０－０７９７１４

０１２０-６７７-１１０　＃８１０３

上川総合振興局交通事故相談所

面接予約電話
０１６６-４６-５９２３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハートさん

 面接予約
０１６６-２４-１９００

犯罪被害者等電話相談
０５７０－７８３－５５４

連絡先

一般社団法人北・ほっかいどう
総合カウンセリング支援センター
北･ほっかいどう被害者相談室

性暴力専用ダイヤル
０１１－２１１－８２８６

メール相談
kansei.dousei2@pref.

hokkaido.lg.jp

FAX相談
０１１-２３２-７４５２

９:００～２１:００（月～金）
９:００～１７:００（土）

法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル

０１６６-４６-５０８１

０５０-３５３３-４７０３
０１１-２０４-５２２０

祝日、年末年始を除
く。
電話相談は対応で
きません。
相談は、年間12回を
予定していますの
で、事前に日程等を
電話で確認してくだ
さい。

９:００～１６:３０
（月～金）

専門員面接巡回相談
０１６６-４６-５９２３

固定電話からは全
国一律３分9.35円
(税別)
携帯電話からは20
秒11円程度(税別)
公衆電話からは全
国一律１分11円
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１０．子ども・いじめ・学校に関する相談
受付時間 備考

通話料無料

メール相談利用について
は、左記URLにアクセス
の上、必要事項を入力し
てください。

 ２４時間

８:４５～１７:３０
（月～金）

８:４５～１７:３０
（月～金）

 毎日２４時間 通話料無料

返信に数日かかる
ことがあります。

子ども専用
フリーダイ
ヤル

０１２０－５２８５０６

８:４５～１７:３０
（月～金）

対象地区：
上川管内１９町村

８:４５～１７:３０
（月～金）

児童虐待通告・相
談については年中
２４時間対応

１１．自死遺族・わかちあい
受付時間 備考

８:４５～１７:３０
（月～金）

８:４５～１７:１５
（月～金）

旭川自死遺族わ
かちあいの会を開
催

旭川市保健所　健康推進課 ０１６６－２５－６３６４

旭川地方法務局
子どもの人権１１０番

 １６:００～２１:００
（毎日）

子ども相談室キラキラ星

メール相談
bacillusman425@yahoo.co.jp

１０:００～２０:００

子どもからの
SOS、子どもに関
する保護者からの
相談に応じます。

相談窓口

通話料無料
対象：１８歳未満

８:３０～１７:１５
（月～金）

httpｓ://www.jinken.go.jp/

メール相談
kamikyo.seigaku1@pref.

hokkaido.lg.jp

北海道子ども相談支援センター

ＮＰＯ法人チャイルドラインほっかいどう

連絡先

２４時間子どもSOSダイヤル

０１６６-４６-５９９０

メール相談
11yoshino＠gmail.com

(ｱﾀﾏは半角数字のｲﾁが2つ)

０１２０-００７-１１０

０１２０-０-７８３１０

旭川市子ども総合相談センター

上川教育局

教育相談電話
０１６６-４６-５２４３

相談窓口

北海道警察
少年相談１１０番

０１２０-９９-７７７７
チャット相談　https//childline.or.jp

０１２０-６７７-１１０

０１６６－６２－７２１５
０９０－５９８７－４９０２

北海道旭川児童相談所 ０１６６-２３-８１９５

自死遺族の思いを語る集い「癒しの会」

対象地区：旭川市

メール相談
kodomosodan@city.asahikawa.

hokkaido.jp

８:４５～１７:１５
（月～金）

月・木の電話相談は
２０:００まで

自死遺族の「癒し
の会」を開催

０１１-８６４-７０００

０９０-５０７６-０３９９（吉野淳一）

北海道立精神保健福祉センター

０１２０－３８８２－５６

児童相談係：０１６６－２６－５５０
３

発達相談係：０１６６－２６－５５０

 ８:００～２３:００

連絡先

メール相談
doken-sodan＠hokkaido-c.ed.jp

上川総合振興局保健環境部社会福祉課
家庭児童相談室
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１２．精神科病院
受付時間 備考

８:３０～１２:００（月～金）
［外来診療受付時間］

初診は他院の紹介
状と事前の問い合
わせ、予約が必要

８:００～１１:３０（月～金）
［外来診療受付時間］

初診は予約が必要

９:００～１６:３０（月～金）
９:００～１１:３０ （土）
［外来診療受付時間］

初診は予約が必要

９:００～１２:００（月～金）
［外来診療受付時間］

初診は事前に問い
合わせ、予約が必
要

９:００～１１:３０（月～金）
［外来診療受付時間］

初診は予約が必要

９:００～１５:３０（月水金）
１３:３０～１５:３０（火）
９:００～1２:００（木）

※第１・３木曜のみ９:００
～１５:３０

初診は事前に問い
合わせ、予約が必
要

０１６６-３６-７７８４

医療法人社団志恩会　相川記念病院
医療相談室

０１６６-２４-３１８１

医療法人社団圭泉会　旭川圭泉会病院
社会復帰・地域医療連携部医療相談室

市立旭川病院

０１６６-５１-３４２１

医療法人社団六樹会　聖台病院 ０１６６-８３-３５２２

連絡先

０１６６-６５-２１１１

　 詳細については各機関にご確認ください。

相談窓口

旭川医科大学病院

※相談される場合は各機関によって専門とする相談内容や対象が異なります。

医療法人順真会　メイプル病院 ０１６６-２２-７２４５

編集・発行：平成２３年２月２４日 上川中部自殺対策連絡会議

改 訂 ：平成３１年２月５日

【事務局】
北海道上川保健所（上川総合振興局保健環境部保健行政室）
健康推進課

〒０７９－８６１０

北海道旭川市永山６条１９丁目１ 上川合同庁舎
ＴＥＬ：０１６６-４６-５９９２

このパンフレットは様々な問題で悩んでいる方や、

その方を心配しているご家族やお友達のために作成しました。

こころが疲れた時、不安や問題を抱えている時、１人で抱えこまないでください。
問題解決のお手伝いができる様々な相談窓口がありますので、ぜひご活用ください。
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