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＊ 生活上の悩みや相談等、お気軽にご利用ください。 

●県・市関係 

ご相談窓口 主な相談内容 所在地・電話番号 等 

南砺市地域包括医療ケア部 

福祉課（障害福祉係） 

身体 

知的 

精神 

〒932-0293 南砺市北川 166 番地 1 

TEL 23‐2009（直通） 

 FAX 82‐4657 

e-mail fukushika@city.nanto.lg.jp 

南砺市教育委員会教育部  〒939-1692 南砺市荒木 1550 番地 

こども課（保育園係） 保育 
TEL 23‐2010（直通） 

FAX 52-6342 

こども課（子育て支援係） 

女性・こども相談室 
児童福祉 

TEL 23‐2010（直通） 

TEL 23‐2026（直通） 

FAX 52-6342（共通） 

富山県障害者相談センター 
身体 

知的 

〒931-8443 富山市下飯野 36 

TEL 076‐438‐5560（代表） 

FAX 076‐438‐5585 

富山県高岡児童相談所 児童 

〒933-0045 高岡市本丸町 12-12 

TEL 0766‐21‐2124 

FAX 0766‐22‐1392 

富山県心の健康センター 精神 

〒939-8222  富山市蜷川 459-1 

TEL 076‐428‐1511 

FAX 076‐428‐1510 

ひきこもり地域支援センター ひきこもり   TEL 076‐428‐0616（専用） 

依存症相談支援センター 依存症 TEL 076‐428‐3957（専用） 

自殺対策推進センター こころの電話 TEL 076‐428‐0606（専用） 

富山県砺波厚生センター 
精神 

難病 

〒939-1506 南砺市高儀 147 

TEL 22‐3511（代） 

FAX 22‐7235 

富山県高次脳機能障害 

支援センター 

高次脳  

機能障がい 

〒931-8443 富山市下飯野 36 

TEL 076‐438‐2233 

富山県発達障害者支援センター

「ほっぷ」 
発達障がい 

〒931-8443 富山市下飯野 36 

TEL 076‐438‐2233 

FAX  076‐438‐8411 

児童発達支援センター 

わらび学園 
障がい児 

〒939-1561 南砺市福野 87-8 

TEL 22‐6055 

FAX 22‐6011 
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●基幹相談支援事業所（相談窓口） 
 

砺波圏域障害者基幹相談支援センター 

 

砺波市幸町 1-7 

TEL 33-6252 

FAX 33-6275 
 

●指定相談支援事業所（相談窓口） 

相談支援センターあい 

（南砺市旅川福祉交流館内） 

南砺市院林 82-1 

TEL 22‐3535 

障がい者サポートセンターきらり 
砺波市幸町 1-7 

TEL 33‐1552 

地域活動支援センターとなみ野 
砺波市出町中央 13-1 

 TEL 23‐6540 

地域生活支援センターひまわり 
小矢部市埴生 1476  

TEL 0766‐67‐7340 

わくわく小矢部相談支援事業所 
小矢部市新富町 4-1 

 TEL 0766‐67‐5360 

 

●障がい者の就業・生活支援に関する相談窓口 

障害者就業・生活支援センター 

（障がい者サポートセンターきらり内） 

砺波市幸町 1-7 

 TEL 33‐1552 

  

●障がい者の成年後見制度利用に関する相談窓口 

呉西地区 成年後見センター 
高岡市清水町 1-7-30 

 TEL 92－0810 

  

●障がい者の虐待防止に関する相談窓口 

南砺市障害者虐待防止センター 

（南砺市福祉課内） 

南砺市北川 166-1 

 TEL 23‐2009 

 

●障がいを理由とする差別に関する相談窓口 

富山県障害福祉課相談室 

（障害福祉課内） 

富山市新総曲輪 1-7 

 TEL 076‐444‐3959 

 FAX 076‐444‐3494 

南砺市地域包括医療ケア部 福祉課障害福祉係 

（南砺市地域包括ケアセンター内） 

南砺市北川 166-1 

 TEL 23‐2009（直通） 

 FAX 82‐4657 

e-mail fukushika@city.nanto.lg.jp 

mailto:fukushika@city.nanto.lg.jp


  - 3 -

地域相談員 

障害者相談員（身体障害者相談員及び

知的障害者相談員）と兼任 

連絡先は 13 ページに記載 

 

●障がい者の心の健康に関する相談窓口 

南砺市 健康課 保健センター 

南砺市梅野 2007-5 

 TEL 52‐1767 

 FAX 52‐6511 

 

●申請・受付・相談窓口（各地区市民センター） 

ご相談窓口 所在地・電話番号 等 

ふくし総合窓口 南砺市荒木 1550      TEL 23－2032 FAX 53‐1044 

城端市民センター 南砺市城端 1046   TEL 62－1213 FAX 62‐3500 

平市民センター 南砺市下梨 2240   TEL 23－2040 FAX 66‐2130 

上平市民センター 南砺市上平細島 879  TEL 23－2043 FAX 67‐3030 

利賀市民センター 南砺市利賀村 171     TEL 23－2046 FAX 68‐2119 

井波市民センター 南砺市井波 520      TEL 82‐1181 FAX 82‐8218 

井口市民センター 南砺市蛇喰 1009      TEL 23－2053 FAX 64‐8077 

福野市民センター 南砺市苗島 4880      TEL 22‐1101 FAX 23‐1607 

 

 

 

※令和２年７月１日から、統合庁舎の設置に伴い、体制が変わりました。 
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 市から委嘱された相談員が、障がい者の方や家族からの相談に応じ、また、各種手続きの支援

等を行います。日常生活の中で心配ごとなどがありましたら、お気軽にご相談ください。 

 

○身体障害者相談員                     

氏  名 性別  住   所 地 区 電話番号 

福江  明 男 南砺市松原新 福 野 22‐3607 

藤井 千悦 男 南砺市野尻 福 野 22‐3611 

中坪 隆伸 男 南砺市柴田屋 福 野 22‐2580 

高田  治 男 南砺市森 福 野 22‐5108 

立野 嘉久 男 南砺市天池 福 光 52‐1167 

片岸  勉 男 南砺市遊部 福 光 52‐1263 

川邊 邦明 男 南砺市才川七 福 光 55‐1605 

齊藤 憲一 男 南砺市荒木 福 光 52‐1323 

石﨑 慶二 男 南砺市和泉 福 光 52‐1003 

梅本 直明 男 南砺市野田 城 端 62‐2208 

山田 睦海 男 南砺市大鋸屋 城 端 62‐2240 

前田 久夫 男 南砺市大鋸屋 城 端 62‐2040 

古田 隆司 男 南砺市藤橋 井 波 82‐0678 

山田 富雄 男 南砺市井波 井 波 82‐0841 

玉井 順一 男 南砺市北市 井 波 82‐1720 

今井 勝紀 男 南砺市池尻 井 口 64‐2465 

野原 善幸 男 南砺市利賀村岩渕 利 賀 68－2614 

 

 

○知的障害者相談員                  

氏  名 性別 住    所 電話番号 

伊東 和美 女 南砺市是安 62‐0727 

長谷川京子 女 南砺市井波軸屋 82‐1018 

西部 博代 女 南砺市本江 22‐5219 

木下千惠子 女 南砺市福光 52‐0124 

 

 

 

 

 

 

障害者相談員 


