
地域総合支援センター
ち いき そう ごう し えん

ひきこもり 生活困窮
せいかつこんきゅう

子どもの問題
こ もんだい

福祉まるごと相談窓口
ふく  し そうだんまどぐち●お住まいの地域を担当する地域総合支援センターをご利用ください。

《担当中学校区》 朝霧・大蔵
《所在地》 あさぎり福祉センター内
　　　　（松が丘5丁目7－22）
《でんわ》 915－0091 《ファックス》 915－0092

あさぎり・おおくら総合支援センター
《夜間・休日の緊急相談専門用電話》 078－924－4567

や かん きゅうじつ そう だん せん もん よう でん わきんきゅう

《開所時間》 月～金曜日の午前8時55分～午後5時40分
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高齢者虐待
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明 石 市 委 託 関機

福祉に関するさまざまな相談を受け付けています。

「どこに相談したらいいだろう？」などと困ったときは

お気軽にご相談ください！
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そうだんき  がる

かん そうだん う つ
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《担当中学校区》 錦城・衣川
《所在地》 明石市役所北庁舎（旧保健センター）1階
　　　　（相生町2丁目5－15）
《でんわ》 915－2631 《ファックス》 915－2632

きんじょう・きぬがわ総合支援センター

《担当中学校区》 望海・野々池
《所在地》 総合福祉センター1階
　　　　（貴崎1丁目5－13）
《でんわ》 924－9113 《ファックス》 925－2799

にしあかし総合支援センター
《担当中学校区》 大久保・大久保北・江井島・高丘
《所在地》 夜間休日応急診療所2階
　　　　（大久保町八木743－33）
《でんわ》 934－8986 《ファックス》 934－8987

おおくぼ総合支援センター

《担当中学校区》 魚住東・魚住
《所在地》 魚住市民センター2階
　　　　（魚住町西岡500－1）
《でんわ》 948－5081 《ファックス》 948－5082

うおずみ総合支援センター
《担当中学校区》 二見
《所在地》 ふれあいプラザあかし西1階
　　　　（二見町東二見1836－1）
《でんわ》 945－3170 《ファックス》 945－3171

ふたみ総合支援センター
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福祉に関するさまざまな相談を受け付けています。センター職員がお話を

お聞きして、市や他の関係機関などと連携し、困りごとの解決に

むけた支援をします。

ふく  し

《こんなときに相談してください》

○困りごとの相談先がわからない。

○いろいろな問題があり、どこへ相談したらいいかわからない。

（認知症の親とひきこもりの子の世帯など）

○すでにある制度やしくみでは、解決が難しい。

○親・祖父母・きょうだいなどの世話がたいへんで

　学校に行くことが難しい。

そうだん

こま

○ささえあいに関する学習会の開催

○地域の情報をあつめたり発信するなどの支援

○近所での居場所（気軽に集える場所）や通いの場づくり

○住民同士のささえあいのしくみづくりなど、地域に必要なことを

　共有しながら地域でささえあう体制づくりの支援をします。
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○虐待防止・成年後見制度の活用・消費者被害の相談などを

　通して、権利を守ります。

○介護予防に役立つさまざまな教室などを行います。

○より暮らしやすい地域になるよう、他の機関や市民の

　みなさんとのネットワークづくりを進めます。

○認知症に関する相談や認知症予防の啓発をします。

○要介護認定の相談や申請受付を行います。

○支援が必要な人へ介護サービスが利用できるように支援します。
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福祉まるごと相談支援
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地域総合支援センターでは、
何らかの生活のしづらさがあっても、
みなさんがそれぞれ家族や地域とつながりを持って
自分らしく暮らせるよう支援し、
孤立することのない地域づくりをめざします！
お電話、訪問での相談をお受けします。
近隣の方からの相談にも対応しています。

こうれいしゃ けん り まも おうえんかい ご   よ  ぼう

権利の擁護や介護予防の応援
けん り かい ごよう ご よ ぼう おうえん

高齢者の権利を守り、介護予防を応援します。

地域でささえあうしくみづくりの支援
ち いき し  えん

く なか こま なや う

暮らしの中の困りごとや悩みなどをお受けします。

たらいまわしにはしません

近所で体操できる
ところをつくりましょう

きんじょ たいそう

高額な物を買わされた
こうがく

認知症が心配… ネットワークづくり
にん ち しょう しんぱいもの か


