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警察相談電話

性犯罪被害相談電話

暴力団等相談

いじめ110番

犯罪被害者支援室

生活の安全に関する不安や悩み等に関する相談

性犯罪の被害に遭われてお悩みの方へ

暴力団に関してお悩みの方へ

子どものいじめに関してお悩みの方へ

各警察署相談窓口

宮城県警察

☎022−221−7171

☎♯8103（ハートさん）

☎♯9110　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 022－266－9110 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

☎022−222−8930

☎022−221−7867

警 察 署 電 話 番 号

宮 城 県

犯罪等の被害にあわれた方や家族が受ける苦痛

支  援  内  容

支  援  内  容

毎年11月25日から12月1日は 犯罪被害者週間です。

よりそう手　つないでできる　心の輪
（R4 犯罪被害者週間標語より）

犯罪被害者のための民間支援団体窓口

性暴力等の被害を受けてお悩みの方へ

宮城県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体

公益社団法人
   みやぎ被害者支援センター

相談受付

電話相談
面接相談（要予約）

付添い支援（要予約）

自助グループへの支援

同じような被害に遭われた被害者の方へ交流
場所の提供や活動の支援を行います。

※緊急の場合はその限りではありません

　 　

※相談者の同意と予約のうえで行います

※相談は、性別を問わず受け付けています。

※上記時間以外は、国の夜間休日コールセンターに繋がり、
　24時間365日相談を受け付けます。 

※女性相談員が対応します。
※土曜日は、男性相談員による相談も行っております。
※警察に届出をしなくても、支援は受けられます。

な　や　み　は　こ　こ　よ

こ こ ろ
　

フ ォ ロ ー

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

公益社団法人
　全国被害者支援ネットワーク

けやきホットライン

相談受付ナビダイヤル

性暴力被害相談支援センター宮城

®

電話相談

環境に優しい植物油インキを使用しています。 R5.3  作成

精神的な苦痛

社会的な苦痛

身体的な苦痛

経済的な苦痛

周囲の無責任なうわさ話や
心ないマスコミの取材や報道などによるストレス

事件や事故にあったことによるショックや
それに伴う体の不調

怪我やその後の後遺症に苦しむなど

入院等に伴う医療費の増大、
転職 ・ 失職などによる経済的困窮

犯罪被害等に

あわれた方へ

広げよう被害者支援の輪

支  援  内  容
電話相談

メール相談

面接相談（要予約）

付添い支援（要予約）

産婦人科医療機関の紹介など

犯罪等の被害にあわれた方や

そのご家族の方々の支援を

行っています。

ひとりで悩まず、ご相談ください。

宮城県警察では、犯罪の被害者となられた方々のために、
次のような支援窓口を設置しています。

犯罪被害者支援・ 犯罪被害給付制度に関する相談

（内線）2693・2694・2695・2697

（プッシュホン）

24時間（担当課対応は平日8:30～17:15）

月～金（祝日・年末年始除く）　8:30～17:15

☎022−222−7171
☎022−246−7171
☎022−233−7171
☎022−231−7171
☎022−375−7171
☎022−390−7171
☎022−362−4141
☎022−345−0101
☎0225−95−4141
☎0226−22−7171
☎0220−22−2121
☎0220−52−2121
☎0225−62−3411
☎0226−46−3131
☎0229−22−2311
☎0229−33−2321
☎0228−32−3111
☎0228−22−1101
☎0229−82−2249
☎0229−63−2311
☎0223−22−4341
☎0224−53−2211
☎0224−25−2138
☎0224−63−2211
☎0223−34−2111

　犯罪等が起こり、 不幸にして被害にあわれる方
がいます。
　犯罪の被害にあわれた方は、 命を奪われる、 怪
我をさせられる、 物を盗まれるなどの直接的な被
害だけでなく、 被害のあとに生じる様々な問題に
苦しめられながら日々の生活を送られています。
　そのご家族、 ご遺族も同じ思いで日々の生活を
送られています。

☎022−301−7830
火～金（祝日・年末年始除く）　10:00～16:00

0570−783−554

0１２0−556−460

毎日　7：30～22：00（12/29～1/3を除く）

※緊急性が高い場合は、公益社団法人みやぎ被害者支
　援センターと連携して対応します

月～金　10:00～20:00
土　10:00～16:00

（祝日・年末年始除く）

被害者の悲痛な気持ちに時効なし

犯罪被害者等を
みんなで支えて
いきます

犯罪被害者等を
みんなで支えて
いきます
犯罪被害者やそのご家族に対しては、

県や市町村、県警、民間支援センターなど

さまざまな関係機関がお互いに

連携協力して、犯罪被害者等

支援に関する取組を実施

しています。

相談窓口のご案内



犯罪被害者支援相談窓口

各市町村被害者支援に関する相談窓口

仙台市　　市民生活課

【仙台市犯罪被害者等支援総合相談窓口】

☎0225－23－6635

☎022－355－6486

☎0226－22－3411

☎0224－22－1452

☎022－724－7164

☎0224－63－2123

☎022－368－1141

☎0223－23－0584

☎0220－58－2118

☎0228－22－1340

☎0225－82－1111

☎0229－23－9125

☎022－358－3180

☎0224－33－2211

☎0224－37－2331

☎0224－53－2111

☎0224－83－2111

☎0224－55－2111

☎0224－84－2111

☎0224－72－3020

☎0223－34－1113

☎0223－37－1111

☎022－354－5782

☎022－357－7437

☎022－767－2174

☎022－345－1112

☎022－359－5500

☎022－345－5111

☎0229－65－2111

☎0229－63－5264

☎0229－43－2116

☎0229－32－2946

☎0225－54－3131

☎0226－46－2601

精神的に不安を抱える方へ

宮城県精神保健福祉センター

配偶者・交際相手からの暴力にお悩みの方へ

～ご相談の内容に応じて対応することができる相談窓口を案内します～

宮城県 環境生活部 共同参画社会推進課

月～金（祝日・年末年始除く）　9：00～12：00、13：00～17：00

月～金（祝日・年末年始除く）　9：00～17：00

☎022－211－3783

　

☎0229－23－0302

☎022－265－2229

☎0229－23－1603

☎022－265－2191

　
☎022－217－2279☎022－214－6151

こころの相談電話 

宮城県女性相談センター（県配偶者暴力相談支援センター）

☎022－256－0965相談専用電話 

面接相談予約電話 

　

　

☎022－224－0014

仙台市精神保健福祉総合センター（はあとぽーと仙台）

電話相談　はあとライン

電話相談　ナイトライン

面接相談（予約制・仙台市民）

☎022－268－5145

☎022－725－3660

県内児童相談所

　中央児童相談所

　北部児童相談所

　東部児童相談所

　東部児童相談所気仙沼支所

（仙台市にお住まいの方） 
　仙台市児童相談所 

☎022－784－3583

☎0229－22－0030

☎0225－95－1121

☎0226－21－1020

☎022－718－2580

※以上のほか、児童相談所虐待対応ダイヤル にお電話ください。

県営住宅への転居をお考えの方へ

宮城県住宅供給公社 

※市町村が設置する公営住宅への転居をお考えの方は、
　各市町村の公営住宅担当課へご連絡ください。

就職をお考えの方へ

ハローワーク仙台 

ハローワーク大和 

ハローワーク石巻 

ハローワーク塩釜 

ハローワーク古川 

ハローワーク大河原 

ハローワーク白石

ハローワーク築館 

ハローワーク迫 

ハローワーク気仙沼 

☎022－299－8811

☎022－345－2350

☎0225－95－0158

☎022－362－3361

☎0229－22－2305

☎0224－53－1042

☎0224－25－3107

☎0228－22－2531

☎0220－22－8609

☎0226－24－1716

☎022－211－2517

☎022－211－2532

経済的な悩みを抱えている方へ

宮城県保健福祉部社会福祉課

（仙台市にお住まいの方）　　 仙台市各区保健福祉センター

（仙台市以外の市にお住まいの方） 　各市福祉事務所

（町村にお住まいの方）　　　 県内各保健福祉事務所生活支援班

（仙台市にお住まいの方） 　 仙台市各区役所保育給付課・
総合支所保健福祉課
　（仙台市以外にお住まいの方） 県内各保健福祉事務所

生活保護・
生活困窮者
自立相談

母子・
父子家庭

経済的な悩みを抱えている方へ

宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課

職場内で問題を抱えている方へ

宮城労働局総合労働相談コーナー

仙台総合労働相談コーナー 

石巻総合労働相談コーナー 

古川総合労働相談コーナー 

大河原総合労働相談コーナー

 瀬峰総合労働相談コーナー 

気仙沼総合労働相談コーナー 

（男女差別・セクハラ等の場合は）
雇用環境・均等室 

☎022－299－8834

☎022－299－9075

☎0225－22－3366

☎0229－22－2112

☎0224－53－2154

☎0228－38－3131

☎0226－25－6921

☎022－299－8844

☎022－211－2432・2433

☎022－211－3123

交通事故の相談窓口

宮城県庁交通事故相談室

※お近くの県合同庁舎（仙台を除く）内にある「県民サービスセンター」
　でもオンラインによる相談ができます（要予約）

消費生活トラブルで悩みを抱えている方へ

宮城県消費生活センター 

いずれも祝日・振替休日・年末年始を除く。
ただし祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

消費者ホットライン 

※最寄りの消費生活相談窓口につながります。

法的トラブルで悩みを抱えている方へ

日本司法支援センター（法テラス）

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル

※IP電話からは、 
☎0120－079714

☎03－6745－5601

※IP電話からは、 
☎0570－078369
☎050－3383－5535

法テラス宮城 

☎022－211－2570

☎022－211－2557

①一般相談

②男性相談員による男性相談

☎022－211－2570
③LGBT（性的マイノリティ）相談

みやぎ男女共同参画相談室

石巻市 総合相談センター

塩竈市 市民安全課

気仙沼市 市民相談室

白石市 危機管理課

名取市 防災安全課

角田市 防災安全課

多賀城市 危機管理課

岩沼市 生活環境課

登米市 市民生活課

栗原市 社会福祉課

東松島市 防災課

大崎市 社会福祉課

富谷市 防災安全課

蔵王町 総務課

七ケ宿町　 健康福祉課

大河原町 総務課

村田町 総務課

柴田町 総務課

川崎町 総務課

丸森町 総務課

亘理町 町民生活課

山元町 総務課

松島町 総務課環境防災班　　

七ヶ浜町 防災対策室　

利府町 危機対策課

大和町 総務課危機対策室　　

大郷町 総務課

大衡村 総務課

色麻町 総務課

加美町 総務課危機管理室　　

涌谷町 総務課防災交通班　　

美里町 健康福祉課

女川町 町民生活課

南三陸町 保健福祉課

月～金（祝日・年末年始除く）　9：00～12：00
13：00～17：00

月～金（祝日・年末年始除く）　10：00～12：00
13：00～16：00

月・水～金（祝日・年末年始除く）　　９：00～1７：00
火（祝日・年末年始除く）　　９：00～1９：00

木・土（祝日・年末年始除く）　　１７：３0～２１：00
日（祝日・年末年始除く）　　１３：00～1９：00

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：00

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：00

毎週水曜日（祝日・年末年始除く）　12：00～17：00

毎月第２・４火曜日（祝日・年末年始除く）　12：00～16：00
☎022－211－2570④法律相談（予約制）

毎月第４木曜日（祝日の場合変動あり）　13：00～16：30

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：00

月～金（祝日・年末年始、LGBT相談時間を除く）8：30～16：45

毎日（年中無休）　１８：00～22：00

仙台市「女性への暴力相談電話」 

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～1７：15
※仙台市児童相談所は 8：30～1７：00

みやぎ夜間・休日DVほっとライン

「189（いちはやく）」

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：15

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：15

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：15

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：15

月～金　9：00～17：00
土・日　9：00～16：00

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～17：15

月～金（祝日・年末年始除く）　8：30～16：45

月～金（祝日・年末年始除く）　9：00～16：30

☎188（いやや！）

月～金　9：00～21：00
土　9：00～17：00

（いずれも祝日・年末年始除く）

月～金　9：00～17：00
（祝日・年末年始除く）

子ども（18歳未満）のことでお悩みの方へ


