
区分 名称 都道府県 市区町村 番地

1 こころの健康相談＠山形 行政 山形県地域福祉推進課 SNSを利用して心の健康に関する相談を受け付けています 18:30～22:00(年末年始を除く) 山形県
LINEアプリで友達登録をする
と相談が可能になります

LINEID:@950wtmqh

2 心の健康相談ダイヤル 行政
山形県精神保健福祉セ
ンター

心の健康に関する電話相談を受け付けています
9:00～12:00、13:00～17:00(土
日・祝日・年末年始を除く)

山形県 山形市 小白川町2-3-30
受付時間内に電話でご相談く
ださい

023-631-7060(心の健康相談ダイヤル)
9月10日から17日の1週間は、自殺予防週間
の取り組みとして相談時間を9時～17時（土
日含む）に拡大します。

3
こころの健康相談統一ダイ
ヤル

行政
山形県精神保健福祉セ
ンター

心の健康に関する電話相談を受け付けています
9:00～12:00、13:00～17:00(土
日・祝日・年末年始を除く)

山形県 山形市 小白川町2-3-30
受付時間内に電話でご相談く
ださい

0570-064-556(こころの健康相談統一ダイ
ヤル)

9月10日から17日の1週間は、自殺予防週間
の取り組みとして相談時間を9時～17時（土
日含む）に拡大します。

4
心の健康インターネット相
談

行政
山形県精神保健福祉セ
ンター

山形県内にお住まいの方の心の健康に関する相談(イン
ターネット)を受け付けています

随時受付(24時間) 山形県 山形市 小白川町2-3-30
山形県精神保健福祉センター
のホームページからアクセス
してください

023-624-1217(代表)
回答に時間を要しますので、お急ぎの場合
は心の健康相談ダイヤル等をご利用くださ
い。

5 自死遺族相談 行政 山形県精神保健福祉センター
大切な人や身近な人を自死で亡くされた方を対象に精神科
医師または保健師による個別相談(要予約)に応じています

要予約（お問合せください） 山形県 山形市 小白川町2-3-30
事前に電話でお問合せくださ
い

023-674-0139

6 自死遺族のつどい 行政 山形県精神保健福祉センター
大切な人や身近な人を自死で亡くされた方々が思いを語り
あう分かち合いの場です

月1回(第3金曜日午後) 山形県 山形市 小白川町2-3-30
初回参加時のみ事前に電話
でお問合せください

023-674-0139

7
アルコール家族ミーティン
グ

行政
山形県精神保健福祉セ
ンター

アルコール依存に悩む家族等のグループミーティングです 水曜日午後(第3水曜を除く) 山形県 山形市 小白川町2-3-30
初回参加時のみ事前に電話
でお問合せください

023-674-0139

8 依存症相談会 行政
山形県精神保健福祉セ
ンター

アルコール、薬物、ギャンブルの問題にお困りの方やその
ご家族の相談に応じます

要予約（お問合せください） 山形県 山形市 小白川町2-3-30 電話でお申込みください 023-674-0139

9 依存症家族学習会 行政
山形県精神保健福祉セ
ンター

アルコールやギャンブルの問題への対応について家族が
学習する場です

第3水曜日午後 山形県 山形市 小白川町2-3-30
初回参加時のみ事前に電話
でお問合せください

023-674-0139

10 ひきこもり相談 行政
山形県精神保健福祉セ
ンター

ひきこもっている本人や家族の相談に応じています
月・火・木・金9:00～12:00、
13:00～17:00

山形県 山形市 小白川町2-3-30 まずは電話でご相談ください 023-631-7141(ひきこもり相談専用)

11 自殺予防普及啓発展示 行政 山形県村山保健所
パネル展示、リーフレット・パンフレットの設置、ポスターの
掲示

令和４年９月５日(月)～９月９日
(金)

山形県 山形市 城南町1-1-1 霞城セントラル1階アトリウム
023-627-1184(村山保健所精神保健福祉
担当)

実施期間については変更になる場合があり
ます。

12 自殺予防普及啓発展示 行政 山形県村山保健所
パネル展示、リーフレット・パンフレットの設置、ポスターの
掲示

令和４年９月５日(月)～９月16
日(金)

山形県 山形市十日町1-6-6 村山保健所
023-627-1184(村山保健所精神保健福祉
担当)

実施期間については変更になる場合があり
ます。

13 街頭啓発活動 行政 山形県村山保健所
啓発物品（リーフレット、クリアファイル、ポケットティッシュ
等）の配布

令和４年９月９日(金) 山形県 山形市 JR山形駅改札周辺（山形市香澄町１-１-１)
023-627-1184(村山保健所精神保健福祉
担当)

実施期間については変更になる場合があり
ます。

14 精神保健福祉相談 行政 山形県村山保健所 精神科医師による相談を予約制で受け付ています。 毎月２回 山形県 山形市 十日町１－６－６　村山保健所内
相談を希望する場合は、事前
に電話でお申し込みください。

023-627-1184
（村山保健所精神保健福祉担当）

15 精神保健福祉相談 行政 山形県村山保健所 保健師による相談を受け付けています。
土日・祝日、年末年始を除く平
日８：３０～１７：１５

山形県 山形市 十日町１－６－６　村山保健所内
相談を希望する場合は、電話
でお申し込みください。

023-627-1184
（村山保健所精神保健福祉担当）

16 ひきこもり相談 行政 山形県村山保健所 精神科医師による相談を予約制で受け付ています。 毎月１～２回 山形県 山形市 十日町１－６－６　村山保健所内
相談を希望する場合は、事前
に電話でお申し込みください。

023-627-1184
（村山保健所精神保健福祉担当）

17 ひきこもり相談 行政 山形県村山保健所 保健師による相談を受け付けています。
土日・祝日、年末年始を除く平
日
８：３０～１７：１５

山形県 山形市 十日町１－６－６　村山保健所内
相談を希望する場合は、電話
でお申し込みください。

023-627-1184
（村山保健所精神保健福祉担当）

18 精神保健福祉相談 行政 山形県最上保健所 精神科医師による相談を予約制で受け付けています。 毎月第３火曜日16:00～ 山形県 新庄市 金沢字大道上2034 事前に電話で御予約ください。
0233-29-1266（最上保健所精神保健福祉
担当）

19 精神保健福祉相談 行政 山形県最上保健所 保健師による相談を受け付けています。
土日・祝祭日・年末年始を除く
平日

山形県 新庄市 金沢字大道上2034
面接を希望される場合は、電
話でお申し込みください。

0233-29-1266（最上保健所精神保健福祉
担当）

事業名
実施主体

事業内容

事業内容説明
日時 備考

場所
参加方法 問合せ先



20 思春期の心の健康相談 行政 山形県最上保健所 精神科医師による相談を予約制で受け付けています。 毎月第３水曜日12:50～ 山形県 新庄市 金沢字大道上2034 事前に電話で御予約ください。
0233-29-1266（最上保健所精神保健福祉
担当）

21 心の健康相談 行政 山形県最上保健所 公認心理士による相談を予約制で受け付けています。 毎月第２火曜日13:30～ 山形県 新庄市 金沢字大道上2034 事前に電話で御予約ください。
0233-29-1266（最上保健所精神保健福祉
担当）

22 こころの健康相談 行政 山形県置賜保健所
精神科医師、保健師による心の健康相談を受け付けており
ます。精神科医師による相談は対面のみで予約制となりま
す。

精神科医師　月２回（要予約）、
保健師　随時

山形県 米沢市
金池7-1-50（置賜総合支庁内）、長井市高野町2-3-2（置賜総合
支庁西置賜地域振興局）

精神科医師による相談は事前
にお電話でご予約ください。

0238-22-3015（置賜保健所精神保健福祉
担当）

23 自殺予防普及啓発 行政 山形県置賜保健所
心の健康に関するポスターの掲示、リーフレット・パンフレッ
ト等の設置。テレビやラジオでの放送を行います。

令和4年9月9日（金）～9月16日
（金）

山形県 米沢市
金池7-1-50（置賜総合支庁内）、長井市高野町2-3-2（置賜総合
支庁西置賜地域振興局）

0238-22-3016（置賜保健所精神保健福祉
担当）

24 精神保健福祉相談 行政 山形県庄内保健所
精神科医師による個別相談を受け付けております（予約
制）。

月1回 山形県 三川町 大字横山字袖東19-1庄内総合支庁内、他
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

0235-66-4931（庄内保健所精神保健福祉
担当）

新型コロナウイルス感染症の流行状況によ
り、中止とする場合があります。

25 自死遺族の集い 行政 山形県庄内保健所 自死遺族のわかち合いの場を設けております。 年6回 山形県 三川町 大字横山字袖東19-1庄内総合支庁内
事前にお申し込みがなくても
当日参加が可能です。

0235-66-4931（庄内保健所精神保健福祉
担当）

新型コロナウイルス感染症の流行状況によ
り、中止とする場合があります。

26 ひきこもり相談 行政 山形県庄内保健所 保健師による相談を受け付けております。 月1回 山形県 三川町 大字横山字袖東19-1庄内総合支庁内
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

0235-66-4931（庄内保健所精神保健福祉
担当）

新型コロナウイルス感染症の流行状況によ
り、中止とする場合があります。

27
こころの健康づくりに関す
る健康教育

行政 山形県庄内保健所 こころの健康についての出前講座を受け付けております。 随時 山形県 管内の企業・団体等
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

0235-66-4931（庄内保健所精神保健福祉
担当）

新型コロナウイルス感染症の流行状況によ
り、中止とする場合があります。

28 自殺予防週間普及啓発 行政 山形県庄内保健所
パネル展示、ポスター展示、パンフレット設置、啓発物品設
置、啓発物品街頭配布

令和4年9月 山形県 三川町 大字横山字袖東19-1庄内総合支庁内、他
0235-66-4931（庄内保健所精神保健福祉
担当）

新型コロナウイルス感染症の流行状況によ
り、実施内容を変更する場合があります。

29 電話相談 民間
社会福祉法人 山形いの
ちの電話

つらく苦しんでいるひと、悩めるひとの想いを聴かせていた
だいています。名前を言う必要はありません。相談は無料
で受け付けています。

毎日13:00～22:00 山形県 直接お電話ください。 (相談電話)023-645-4343
毎月10日8:00～24時間フリーダイヤル相談
実施0120-783-556

30 無料法律相談 民間
NPO法人山形さくらんぼ
の会

借金や生活苦に悩む方を対象に法律相談を受付ます。 毎週火曜日18:00～20:00 山形県 山形市 本町一丁目7-28 YTプリンスビル401
事前の申し込みは不要です。
直接ご連絡ください。

023-633-9353

31
メンタルヘルス人材育成・
普及啓発活動事業

民間 NPO法人オープンハウスこんぺいとうポスターの掲示、チラシの設置
令和4年9月10日（土)～16日
(金)

山形県 新庄市 最上地域の行政、所要箇所 0233-29-2301（自殺対策担当）

32 法律相談 行政 山形市 弁護士による法律に関する悩み相談を行います。
毎月第2～第4金曜日(16:00～
18:00)

山形県 山形市 城西町2-2-22
事前にお電話でお申込みくだ
さい。日程変更の場合あり。

023-645-8077 男女共同参画センター
毎月、月初めに予約開始。(例:8月分は、8月
1日から予約受付)

33 一般相談 行政 山形市
女性カウンセラーによる心の悩みに関する相談を受けてい
ます。

祝日、年末年始を除く毎日
時間は曜日によって異なります
予約制

山形県 山形市 城西町2-2-22
事前にお電話でお申込みくだ
さい。

023-645-8077 男女共同参画センター

34 青少年の悩み相談事業 行政 山形市
少年相談員による青少年の悩み全般を受ける電話、メール
による相談事業。希望や内容により面談する。(メールによ
る相談は24時間受付)

月～金13:00～17:00祝日を除く 山形県 山形市 旅篭町2-3-25
電話、メール、来所による相談
(要予約)

・少年電話相談:023-631-4425・少年メール
相談

35 高齢者の総合相談 行政 山形市 健康についての相談を受けています。
月曜～金曜日8:30～17:15※年
末年始・祝日除く

山形県 山形市 旅篭町2-3-25 特になし
023(641)1212(山形市長寿支援課:内線567・
568)

36 生活サポート相談窓口 行政 山形市
失業や離職、病気などの理由で経済的な不安や困り事を感
じている方の相談を受け、各関係機関と連携しながら支援
していく窓口です。

祝日、年末年始を除く平日8:30
～17:30

山形県 山形市
旅篭町2-3-25(山形市役所)城西町2-2-22(山形市社会福祉協議
会)

窓口での相談を希望する方は
事前に電話でのお申し込みを
おすすめします。

023-641-1212内線537(山形市役所)、023-
676-7223(山形市社会福祉協議会)

37 健康相談 行政 山形市 健康についての相談を受けています
土日・祝日、年末年始を除く平
日8:30～17:15

山形県 山形市 城南町1-1-1 霞城セントラル4階 特になし

023-616-7271(山形市保健所健康増進
係)、023-616-7272(山形市保健所成人保
健係)、023-616-7274(山形市保健所感染
症予防係)、023-616-7275(山形市保健所
精神保健係)

38
メンタルチェックシステム
「こころの体温計」

行政 山形市
インターネットを活用し、こころの健康状態のセルフチェック
ができます。結果に応じて、各種相談窓口が表示されます。

通年 山形県 山形市 城南町1-1-1 霞城セントラル4階 特になし 023-616-7275(山形市保健所精神保健係)

39 精神保健福祉相談 行政 山形市
精神保健福祉士・保健師による相談(電話、来所)、精神科
医師による相談(来所)

(月)～(金)8:30～17:15(祝日、
年末年始を除く)、月1回の予約
制

山形県 山形市 城南町1-1-1 霞城セントラル4階
来所相談を希望する場合は、
事前に電話でお申し込みくだ
さい。

023-616-7275(山形市保健所精神保健係)



40 ひきこもり相談 行政 山形市
精神保健福祉士・保健師による相談(電話、来所)、精神科
医師による相談(来所)

(月)～(金)8:30～17:15(祝日、
年末年始を除く)、月1回の予約
制

山形県 山形市 城南町1-1-1 霞城セントラル4階
来所相談を希望する場合は、
事前に電話でお申し込みくだ
さい。

023-616-7275(山形市保健所精神保健係)

41
米沢市ひきこもりサポート
事業

行政 米沢市
ひきこもりに関する相談窓口の設置及び周知、居場所づく
り、訪問支援を行います。

通年　月曜日から金曜日9：00
～17：30

山形県 米沢市 東2丁目8-116
居場所の利用には事前に申し
込みが必要です。

0238-21-6436
お問い合わせの際には、「米沢市ひきこもり
サポート事業」と指定してください。

42 自殺予防週間の周知啓発 行政 米沢市 自殺予防週間の周知啓発を行います ９月 山形県 米沢市

43
自殺対策強化月間の周知
啓発

行政 米沢市 自殺対策強化月間の周知啓発を行います ３月 山形県 米沢市

44 自殺対策特別展示 行政 米沢市
自殺予防週間、自殺対策強化月間に啓発のため展示を行
います

３月 山形県 米沢市

45
定住自立圏構想における
自殺対策担当者会議

行政 米沢市
圏域市町での自殺対策担当者会議を行い、対策の強化を
図ります

山形県 米沢市

46
定住自立圏構想における
自殺対策研修会

行政 米沢市 圏域市町を対象とした自殺対策に係る研修会を実施します 山形県 米沢市

47
こころの健康連絡推進会
議

行政 米沢市 米沢市内の関係機関の情報共有、連携強化を図ります 山形県 米沢市

48 こころの健康相談 行政 鶴岡市
こころの健康について看護師が個別に相談に応じていま
す。

おおむね毎週金曜日 13:15～
14:15　14:30～15:30

山形県 鶴岡市 泉町5番30号 総合保健福祉センター にこふる
事前にお電話でご予約くださ
い。

0235-35-0156(鶴岡市 健康課) 1回2人までの予約制です。

49 若者ひきこもり相談 行政 鶴岡市
概ね40歳未満の方やその家族が対象です。精神保健福祉
士が対応します。

おおむね毎週金曜日 13:15～
14:15　14:30～15:30

山形県 鶴岡市 泉町5番30号 総合保健福祉センター にこふる
事前にお電話でご予約くださ
い。

0235-35-0156(鶴岡市 健康課) 1回2人までの予約制です。

50 普及啓発 行政 鶴岡市
市HP、SNS、チラシ、ポケットティッシュ等による相談窓口等
の周知

通年　（相談先周知ポケット
ティッシュ配布は9月・3月）

山形県 鶴岡市 泉町5番30号 総合保健福祉センター にこふる 0235-35-0156(鶴岡市 健康課)

51 こころの健康相談 行政 寒河江市 精神科医師による予約制による個別相談 毎月第2火曜日　14：００～ 山形県 寒河江市 中央2丁目2番1号 事前の申し込み要 0237-85-0973（寒河江市健康福祉課）

52 こころの体温計 行政 寒河江市
インターネットを活用し、こころの健康状態をセルフチェック
できます。各種相談窓口も紹介しています。

通年 山形県 寒河江市 中央2丁目2番1号 0237-85-0973（寒河江市健康福祉課）

53 自殺予防普及啓発事業 行政 寒河江市 市報・HPに相談窓口掲載。高校生対象にパンフレット配布。 9月 山形県 寒河江市 中央2丁目2番1号 0237-85-0973（寒河江市健康福祉課）

54 弁護士による無料相談 行政 上山市
弁護士による無料の法律相談です。個別相談です。予約制
です。

通年。月1回。13時30分～15時
30分。電話で予約が必要で
す。

山形県 上山市 河崎一丁目1-10
あらかじめ電話で予約が必要
です。

023-672-1111(内線157)上山市役所 健康
推進課 地域保健係

1回の予約可能件数は4件まで

55
小中学生と保護者のこころ
の相談会

行政 上山市
臨床心理士による無料の個別相談です。予約制です。小中
学生の子どもとの関わり方や、不登校などを含めた悩みな
どを相談できます。

通年。年4回。13時30分～15時
30分。電話で予約が必要で
す。

山形県 上山市 河崎一丁目1-10
あらかじめ電話で予約が必要
です。

023-672-1111(内線157)上山市役所 健康
推進課 地域保健係

1回の予約可能件数は2件まで

56
こころの健康相談・ひきこも
り相談

行政 上山市
精神科医による無料の個別相談です。予約制です。心の相
談、ひきこもりに関する相談ができます。

通年。年4回。13時30分～15時
30分。電話で予約が必要で
す。

山形県 上山市 河崎一丁目1-10
あらかじめ電話で予約が必要
です。

023-672-1111(内線157)上山市役所 健康
推進課 地域保健係

1回の予約可能件数は2件まで

57 無料法律相談 行政 長井市 弁護士による個別法律相談。
毎月月1回第3水曜日
10：00～15：00

山形県 長井市 栄町１-１ 事前に電話で予約ください。
0238-82-8008
（市民相談センター）

58 こころの悩み相談会 行政 天童市 こころの健康に関して保健師が相談に応じます。
令和4年9月13日（火）13：30～
15：30

山形県 天童市 駅西5丁目2番2号
予約制です。開催日前日まで
お申し込みください。

023-652-0884

・来所される際はマスク着用の上お越しくだ
さい。・新型コロナウイルス感染症の影響に
より、中止または延期となる場合がありま
す。

59 相談活動支援者研修会 行政 天童市
教職員等を対象に、SOSの受け止め方の研修会を行いま
す。

令和4年9月15日（木）15：00～
16：30

山形県 天童市 駅西5丁目2番2号 一般の公募は行いません。 023-652-0884

・来所される際はマスク着用の上お越しくだ
さい。・新型コロナウイルス感染症の影響に
より、中止または延期となる場合がありま
す。



60 こころの体温計 合同 天童市
インターネットを活用し、こころの健康状態のセルフチェック
ができます。また、各種相談窓口が掲載されています。

通年 山形県 天童市 駅西5丁目2番2号
予約制です。開催日前日まで
お申し込みください。

023-652-0884

61 健康相談 行政 東根市 こころと身体の健康に関する相談を受け付けております。
月～金曜日8：30～17：15（土・
日・祝日・年末年始を除く）

山形県 東根市 中央1-5-1 直接お連絡ください。
0237-43-1155（東根市子育て健康課成人
健康係）

62 こころの体温計 行政 東根市
インターネットを活用し、こころの健康状態をセルフチェック
できます。各種相談窓口も紹介しております。

通年 山形県 東根市 中央1-5-1
市のホームページからアクセ
スしてください。

0237-43-1155（東根市子育て健康課成人
健康係）

63 おとなの健康相談日 行政 尾花沢市
心身の健康についての相談を受け付けています。本人以外
の家族等の来所も可能です。

毎月第１月曜日　13：30～15：
30

山形県 尾花沢市 若葉町1-2-3
事前の申し込みは不要です。
直接来所ください

尾花沢市健康増進課：0237-22-1111（内線
621）

会場は尾花沢市役所内保健センターです

64 心と体の健康相談 行政 尾花沢市 電話・来所等の心の相談について、保健師が対応します。 平日　8：30～17：15随時 山形県 尾花沢市 若葉町1-2-3
事前の申し込みは不要です。
直接ご連絡ください。

電話相談：0237-22-1111（内線621）メール
相談：kenko@city.obanazawa.yamagata.jp

メール相談については回答に時間がかかる
場合があります。

65 健康相談 行政 南陽市
保健師による生活習慣病や心の健康相談を受け付けてお
ります。

8:30～17:15(土・日・祝日・年末
年始を除く)

山形県 南陽市 三間通436-1
0238-40-1691(すこやか子育て課すこやか
係)

66
高齢者相談(宮内・吉野・金
山・漆山・中川地区)

行政 南陽市
保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーによる高齢者相
談を受け付けております。(宮内・吉野・金山・漆山・中川地
区)

8:30～17:15(土・日・祝日・年末
年始を除く)

山形県 南陽市 三間通436-1
0238-40-1646(南陽市地域包括支援セン
ター)

67
高齢者相談(赤湯・沖郷・梨
郷地区)

民間
社会福祉法人南陽市社
会福祉協議会

保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーによる高齢者相
談を受け付けております。(赤湯・沖郷・梨郷地区)

8:30～17:15(土・日・祝日・年末
年始を除く)

山形県 南陽市 赤湯215-2 健康長寿センター
0238-50-1018(南陽市社会福祉協議会地
域包括支援センター)

68 ひきこもり相談・支援 合同 南陽市プラットフォーム
ひきこもりの相談に関係機関が連携し、包括的な支援を行
います。

8:30～17:15(土・日・祝日・年末
年始を除く)

山形県 南陽市 三間通436-1 0238-40-1643(福祉課生活福祉係)

69 健康相談 行政 山辺町 保健師が心の健康に関する相談を受け付けております。
月～金曜日8:30～17:00(土日
祝・年末年始を除く)

山形県 山辺町 山辺町大字大塚８３６－１ 事前予約または随時 023-667-1177
保健師が不在の場合は折り返し連絡いたし
ます。

70 こころの健康相談 行政 中山町
精神保健福祉士によるこころの健康相談を受け付けており
ます。

年３回、第２回：令和４年９月30
日(金)13：30～

山形県 中山町 大字柳沢2336番地１
事前にお電話にてご予約くだ
さい。

023-662-2836
指定の日程で都合が悪い場合はご相談くだ
さい。

71 健康相談 行政 山形県河北町
こころ、からだなど、健康に関する相談について随時受け付
けております。

月～金曜日8:30～17:15 (土・
日・祝日・年末年始を除く)

山形県 河北町 河北町谷地戊81
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

0237-73-5158

72 健康相談 行政 大石田町
保健師による心と身体の健康に関する相談を受け付けてお
ります。

通年毎月第1・3月曜日13:30～
15:30 ※祝日除く

山形県 大石田町 緑町1番地 大石田町役場内
事前の申し込みは不要です。
直接ご連絡ください。

0237-35-2111(保健福祉課保健衛生担当)
表示時間以外でも随時相談を受け付けてい
ます。

73 心の健康相談 行政 金山町 心の健康についてなど相談を受け付けています。
通年　毎月第4月曜日　13：30
～16：00

山形県 金山町 金山町大字金山571
完全予約制ですので、事前に
お申込みください。

金山町役場健康福祉課健康係　℡：0233-
29-5624

74 心の健康に関する相談 行政 真室川町
心の健康に関して臨床心理士による相談を受け付けており
ます。

偶数月の月1回。日程はお問い
合わせください。

山形県 真室川町 大字新町469-1
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

0233-62-3436

75 ゲートキーパー養成講座 行政 真室川町 町民を対象としたゲートキーパー養成講座 年1回。 山形県 真室川町 大字新町469-1
事前にお電話でお申し込みく
ださい。

0233-62-3436

76 コーヒーサロン陽だまり 民間 ほっとハートまむろ川 気軽に立ち寄り、お話しをする場です。
毎月第2,第4火曜日。13時30分
～16時まで。

山形県 真室川町 大字新町469-1
事前の申し込みは不要です。
参加費100円を持参してくださ
い。

0233-62-3436

77 普及啓発 行政 真室川町
町広報誌に自殺対策強化月間・自殺対策予防週間、相談
窓口、こころの健康に関する記事を掲載します。

９月 山形県 真室川町 大字新町469-1 0233-62-3436

78 こころの健康相談 行政 川西町 保健師がこころの健康に関する相談に応じます。
8：30～17：15（土日、祝日、年
末年始を除く）

山形県 川西町 大字上小松977-1川西町役場 随時受け付けています。
電話：0238-42-6640　川西町役場健康子育
て課


