警察相談窓口のご案内
愛媛県警察相談窓口
・生活の安全に関する不安や悩みにかかる相談を受け付けています。
・ただし、「たった今、被害や交通事故に遭った」という場合や、「事件や交通事故を目撃
した」という場合などは、すぐに『１１０番』をダイヤルしてください。

警察署

電話番号

住所

・愛媛県警察本部

＃９１１０、０８９－９３１－９１１０ 松山市南堀端町２番地２

・四国中央警察署

０８９６-２４-０１１０

四国中央市三島中央５丁目４番２０号

・新居浜警察署

０８９７-３５-０１１０

新居浜市久保田町３丁目９番８号

・西条警察署

０８９７-５６-０１１０

西条市新田１３３番地１

・西条西警察署

０８９８-６４-０１１０

西条市壬生川１２４番地１

・今治警察署

０８９８-３４-０１１０

今治市旭町１丁目４番地２

・伯方警察署

０８９７-７２-０１１０

今治市伯方町木浦甲４６３９番地１

・松山東警察署

０８９-９４３-０１１０

松山市勝山町２丁目１３番地２

・松山西警察署

０８９-９５２-０１１０

松山市須賀町５番３６号

・松山南警察署

０８９-９５８-０１１０

松山市北土居３丁目６番１７号

・久万高原警察署

０８９２-２１-０１１０

上浮穴郡久万高原町久万５４２番地４

・伊予警察署

０８９-９８２-０１１０

伊予市下吾川９６０番地

・大洲警察署

０８９３-２５-１１１１

大洲市東大洲１６８６番地１

・八幡浜警察署

０８９４-２２-０１１０

八幡浜市広瀬２丁目１番５号

・西予警察署

０８９４-６２-０１１０

西予市卯之町４丁目６５９番地

・宇和島警察署

０８９５-２２-０１１０

宇和島市並松２丁目１番３０号

・愛南警察署

０８９５-７２-０１１０

南宇和郡愛南町御荘平城２９８２番地２
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他機関相談窓口のご案内
ＤＶ・女性の悩み等に関する相談
機関・団体名

相談窓口名

受付時間

対応できる相談内容

愛媛県福祉総合支援センター
女性支援グループ
０８９－９２７－３４９０

電話・面接相談

8:30～17:15
土日、祝日、年末年始を除く

・ 配偶者からの暴力
・ 家庭・生活相談等

愛媛県女性保護対策協議会
０８９－９２７－３４９０

女性夜間ダイヤル

18:00～20:00
祝日、年末年始を除く

・ 配偶者からの暴力
・ 家庭・生活相談等

一般相談

火曜～金曜日
来室 8:30～16:30
電話 8:30～17:30
土・日曜日
来室・電話 8:30～16:30
（祝日、年末年始を除く）

・ 配偶者からの暴力
・ 女性に関する相談

法律相談

13:30～15:30
第１、第2、第４の木曜日
（要予約）

弁護士による法律相談

心理相談

13:00～17:00
毎週木曜日
（祝日、年末年始を除く）

臨床心理士による心理相談

コムズ相談室
089-943-5770

火・水・金・土曜日
10:00～20:00
日曜・祝日
10:00～16:00

女性が抱えている悩み
※面接は要予約

愛媛県男女共同参画センター
松山市山越町４５０
０８９－９２６－１６４４

コムズ
（松山市男女共同参画推進センター）
松山市三番町６丁目４－20

コムズ男性電話相談 毎月第２水曜日、第４土曜日

089-943-5777
新居浜市配偶者暴力相談支援センター
０８９７－６５－１４８０

ＤＶ相談

（日時に変更あり、事前に連絡必要）
18:30～20:30

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

男性が抱えている悩み
※電話・面接要予約
配偶者からの暴力に関する相談

職業家庭生活相談

毎週土曜日
13：00～17：00
（祝日、年末年始を除く）

職業家庭生活相談

婦人相談

毎週水曜日
9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

女性に関する相談
※電話・面接要予約

新居浜市子育て支援課
０８９７－６５－１２４２

婦人相談

8:30～17:15

女性に関する相談

西条市子育て支援課女性係
０８９７－５２－１３７３

婦人相談

8:30～17:15

今治市子育て支援課
０８９８－３６－１５２９

婦人相談

8:30～17:15

松山市子育て支援課
０８９－９４８－６４１８

家庭・子育て相談室 8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

大洲市子育て支援課
０８９３－２４－５７１８

子育て相談室

八幡浜市社会福祉課
０８９４－２２－３１１１
０８９４－２２－２１６０

子育て虐待電話相談室

新居浜市女性総合センター
ウィメンズプラザ
０８９７－３７－１１１６

宇和島市役所福祉課
０８９５－４９－７０１７

（土日、祝日、年末年始を除く）

（土日、祝日、年末年始を除く）

（土日、祝日、年末年始を除く）

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

配偶者からの暴力に関する相談
配偶者からの暴力に関する相談
・ 家族の問題
・ 配偶者からの暴力に関する相談
配偶者からの暴力に関する相談等

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

配偶者からの暴力に関する相談
婦人相談

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）
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借金や消費生活等に関する相談
機関・団体名

受付時間等

対応できる相談内容

愛媛県経営支援課
０８９－９１２－２４８０
東予地方局商工観光室
０８９７－５６－１３００
今治支局商工観光室
０８９８－２３－２５００

県知事登録貸金業者の監督等
中予地方局商工観光室
０８９－９０９－８７６０

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

八幡浜支局商工観光室
０８９４－２２－４１１１
南予地方局商工観光室
０８９５－２８－６１４６
四国財務局松山財務事務所
０８９－９４１－７１８５

四国財務局登録貸金業者の監督等
・ 貸金業に係る苦情・相談
・ 貸付自粛情報の登録

日本貸金業協会愛媛県支部
０５７０－０５１－０５１

9:00～17:30
（土日、祝日、年末年始を除く）

愛媛県消費生活センター
松山市山越４５０
相談 ０８９－９２５－３７００

9:00～17:00
・ 消費生活に関する相談
消費生活相談窓口 （水、土、日、祝日、年始年末を除く）
・ 悪質商法に係る相談
9:00～19:00（水曜のみ）

精神や心の問題に関する相談
機関・団体名
心と体の健康センター
０８９－９１１－３８８０

受付時間等

対応できる相談内容

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）
面接相談は予約制

思春期の悩み、ひきこもり、嗜癖問題、自殺関
連、発達障害等心の健康全般に関する相談

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）
面接相談は要予約

・ 心の病気や精神保健に関する相談
・ 思春期特有の悩みや不安に関する相談
・ 高齢者精神保健に関する相談

四国中央保健所保健課
０８９６－２３－３３６０
西条保健所健康増進課
０８９７－５６－１３００
今治保健所健康増進課
０８９８－２３－２５００
中予保健所健康増進課
０８９－９０９－８７５７
八幡浜保健所健康増進課
０８９４－２２－４１１１
宇和島保健所健康増進課
０８９５－２２－５２１１
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子育て、教育等に関する相談
機関・団体名
愛媛大学教育学部附属教育
実践総合センター
０８９－９１３－７８６３
相談専用 ０８９－９１３－１０３１

愛媛県総合教育センター
松山市上野町甲６５０
０８９－９６３－３１１１

相談窓口名

受付時間
10:00～12:00
13:00～16:00
（土日、祝日を除く）

心理教育相談

対応できる相談内容
児童思春期の心の問題
（一般成人も可）

子育て相談
０８９－９０９－７４２３

幼児・子育てに関する相談

支援相談
０８９－９０９－７４２４ 8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

特別な支援が必要な子供に関する相談

進路相談
０８９－９６３－３９８６

児童生徒の不登校・学校でのいじめ、進
路等に関する相談

いじめ相談ダイヤル２４
０５７０－０７８-３１０
０８９－９６０－８５２２

２４時間対応

いじめに関する相談

愛媛県東予子ども・女性支援センター
０８９７－４３－３０００
愛媛県福祉総合支援センター
０８９－９２２－５０４０

子育て支援電話相談

8:30～17:15

女性相談

（土日、祝日、年末年始を除く）

育児、不登校、いじめ等に関する相談
配偶者からの暴力
女性に関する相談

愛媛県南予子ども・女性支援センター
０８９５－２２－１２４５

交通事故の賠償等に関する相談
機関・団体名
愛媛県交通事故相談所
０８９－９４１－２１１１
（内線 ５５８６）

受付時間等
受付時間
9:00～15:00
相談時間
9:00～16:00
（土日、祝日、年末年始を除く）

対応できる相談内容

損害賠償、示談、保険金請求等に関する相談

ゴミ等の問題に関する相談
機関・団体名
愛媛県循環型社会推進課
０８９－９１２－２３５５
０１２０－１４９－５３０
四国中央保健所衛生環境課
０８９６－２３－３３６０
西条保健所環境保全課
０８９７－５６－１３００
今治保健所環境保全課
０８９８－２３－２５００
中予保健所環境保全課
０８９－９０９－８７５９
八幡浜保健所環境保全課
０８９４－２２－４１１１
宇和島保健所環境保全課
０８９５－２８－６１０９

相談窓口名

受付時間

対応できる相談内容

産業廃棄物
不法投棄１１０番

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）
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廃棄物の不法投棄や野焼きに関する相談

犯罪被害者支援に関する相談
機関・団体名
公益社団法人
被害者支援センターえひめ
０８９－９０５－０１５０

受付時間
10:00～16:00
毎週火曜から土曜日まで

対応できる相談内容
事件・事故の被害者やその家族の悩み

松山市に関する相談窓口
機関・団体名
松山市コールセンター
０８９－９４６－４８９４

受付時間
8:00～21:00
年中無休

対応できる相談内容
松山市に関する各種相談

法律に関する相談窓口
機関・団体名

受付時間

対応できる相談内容

日本司法支援センター
（法テラスサポートダイヤル）
０５７０－０７８-３７４

平 日 9:00～21:00
土曜日 9:00～17:00

日本司法支援センター
愛媛地方事務所（法テラス愛媛）
０５０－３３８３－５５８０

9:00～17:00
（土日、祝日を除く）

・ 法律に関する情報提供
・ 無料法律相談（収入制限あり）
※法律相談は要予約

日本司法支援センター
犯罪被害者支援ダイヤル
０５７０－０７９－７１４

平 日 9:00～21:00
土曜日 9:00～17:00

・ 犯罪被害者支援に関する情報提供
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・ 法律に関する情報提供

