相談窓口

保健所での相談
保健所では、HIV陽性の方が地域で安心して療養生活が送れるよう、担当の保健師が療
養相談や療養支援のサービスコーディネートのお手伝いをしています。また、精神保健
等の相談も受けています。プライバシーは守られますので、安心して利用してください。
神奈川県内の保健所等一覧（平成23年4月1日現在）
神
保健所名
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奈

川

県

域

電話番号

保健所名

電話番号

平塚保健福祉事務所

0463(32)0130

秦野保健福祉事務所

0463(82)1428

鎌倉保健福祉事務所

0467(24)3900

厚木保健福祉事務所

046(224)1111

小田原保健福祉事務所

0465(32)8000

大和保健福祉事務所

046(261)2948

茅ケ崎保健福祉事務所

0467(85)1171

足柄上保健福祉事務所

0465(83)5111

三崎保健福祉事務所

046(882)6811
横

保健所名

浜

電話番号

市

内
保健所名

電話番号

鶴見福祉保健センター

045(510)1832

金沢福祉保健センター

045(788)7840

神奈川福祉保健センター

045(411)7138

港北福祉保健センター

045(540)2362

西福祉保健センター

045(320)8439

緑福祉保健センター

045(930)2357

中福祉保健センター

045(224)8332

青葉福祉保健センター

045(978)2438

南福祉保健センター

045(743)8242

都筑福祉保健センター

045(948)2350

港南福祉保健センター

045(847)8438

戸塚福祉保健センター

045(866)8426

保土ケ谷福祉保健センター 045(334)6347

栄福祉保健センター

045(894)6964

旭福祉保健センター

045(954)6146

泉福祉保健センター

045(800)2445

磯子福祉保健センター

045(750)2445

瀬谷福祉保健センター

045(367)5744

川
保健所名

崎

電話番号

川崎区役所
保健福祉センター

市

内
保健所名

電話番号

044(856)3254

幸区役所
保健福祉センター

044(556)6648

多摩区役所
保健福祉センター

044(935)3301

中原区役所
保健福祉センター

044(744)3261

麻生区役所
保健福祉センター

044(965)5157

高津区役所
保健福祉センター

044(861)3313

川崎市日曜検査・相談室

044(200)1466

相

模

原

市

内

保健所名

相模原市保健所

藤

横
電話番号

042(769)8260
沢

市

保健所名

横須賀市保健所

須

賀

市

内

相談窓口

044(201)3212

宮前区役所
保健福祉センター

電話番号

046(825)6117
（エイズ専用電話）

内

保健所名

藤沢市保健所

電話番号

0466(50)3593

専門相談員の派遣について
(神奈川県）
●神奈川県HIV保健センター（神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課内）
電話：045(210)4793(直通)
受付 月〜金曜日（祝日・土日・年末年始除く）8時30分〜17時15分
(横浜市）
●横浜市健康福祉局健康安全課
電話：045(671)2729
(川崎市）
●川崎市健康福祉局健康安全室
電話：044(200)2439

協力歯科診療所について
●㈳神奈川県歯科医師会事業課第一係
電話：045(681)2172
受付 月〜金曜日 10〜17時
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NGO・NPOでの相談
NGO・NPO団体によってHIV陽性者向けの相談等が行われています。詳しくは各団体
へお問い合わせください。
HIV陽性者向けの電話相談・ケア提供を行っている団体
団体名・URL

電話番号

NPO法人アカー

03(3380)2269

http://www.
occur.or.jp

●電話相談
（日本語）
祝日を除く火〜木曜 20:00〜22:00

03(3383)5556

●HIV+のための法律相談
（予約制）
祝日を除く月〜金曜 12:00〜20:00
（予約受付時間）

HIVと人権・
情報センター東京
http://www.
npo-jhc.com/

03(5259)0619

せかんどかみんぐあうと
http://www.
pwalounge.net
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事業内容

社会福祉法人
はばたき福祉事業団
http://www.
habatakifukushi.jp/

03(5385)0542

03(5228)1239

0120(02)8341

03(3361)8964

http://www.
ptokyo.com/

ライフ・エイズ・
（LAP）
プロジェクト
http://www.lap.jp/

●福祉支援／ケア／カウンセリング／シェルター運営／
栄養支援
●電話相談
（日本語・予約制）
月〜金曜 12:00〜20:00
（予約受付時間）
※祝日・研修会等による休みを除く

●ケア提供

（携帯・公衆電話
からも可）

ぷれいす東京

●電話相談
（日本語）
月・水曜 16:00〜19:00

●電話相談
（日本語）
月〜金曜 10:00〜16:00
●薬害エイズ被害者の救済事業及び
HIV感染者
（障害者）
・HCV・血友病医療福祉相談
●HIV陽性者とパートナー、家族のための電話相談
（厚生労働省委託事業）
月〜土曜 13:00〜20:00
●対面相談サービスの予約電話
（HIV陽性者とパートナー、家族向け）
月〜土曜 12:00〜19:00
●HIV陽性者とパートナー、
家族のための「ネスト・プログ
ラム」
の運営／ボランティア・スタッフの派遣

03(3361)8909

●HIV感染不安の電話相談
日曜 13:00〜17:00

03(5386)1575

●ゲイによるゲイのためのHIV/エイズ電話相談
土曜 19:00〜21:00

03(5685)9644

●電話相談
（日本語） 毎週土曜 16:00〜19:00
●ケア提供

HIV 陽性者の交流会を行っている団体
団体名

連絡先電話

URL

NPO法人アカー

03(3383)5556 http://www.occur.or.jp/

せかんどかみんぐあうと

03(5385)0542 http://www.pwalounge.net

日本HIV陽性者ネットワーク・
ジャンププラス（JaNP+）

03(5367)8558 http://www.janpplus.jp/
http://www.ptokyo.com/
http://web-nest.ptokyo.com/

ライフ・エイズ・プロジェクト
（LAP） 03(5685)9644 http://www.lap.jp/

相談窓口

ぷれいす東京
「ネスト・プログラム」 03(3361)8964

外国語での相談を行なっている団体
団体名・URL

AMDA国際医療情報
センター東京
http://amda-imic.
com/

シェア＝国際保健協力
市民の会
http://share.or.jp/

電話番号

事業内容

03(5285)8088

●電話による医療情報提供
日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語
…月〜金曜 9:00〜17:00
ポルトガル語…月・水・金曜 9:00〜17:00
フィリピン語…水曜 13:00〜17:00
ベトナム語…木曜 13:00〜17:00

050(3424)0195（直） ●日本語・英語の医療相談
03(5807)7581
月〜金曜 10:00〜17:00
080(3791)3630

●タイ語電話相談
／
木曜 9:00〜16:00
（担当：TAWAN*）
土曜 17:30〜22:00
（担当：
シェア）

*TAWANは在日タイ人の健康をサポートするグループです。

Tokyo English Life
Line

03(5774)0992

●電話相談
（英語のみ・年中無休） 9:00〜23:00

03(4550)1147（日本語）
（予約制）
http://www.telljp.com 03(4550)1146（英語） ●対面のカウンセリング・サービス

社会福祉法人
横浜いのちの電話
http://www.yind.jp

045(335)4343

●エイズ 悩み電話相談・日本語(24時間対応）

045(332)5673

●聴覚・言語障害者のためのファクス相談
月〜土曜 9:00〜17:00

045(336)2488
0120(66)2488

●ポルトガル語相談
水曜 10:00〜21:00／土曜 12:00〜21:00

045(336)2477
0120(66)2477

●スペイン語相談
水曜 10:00〜14:00、
19:00〜21:00
木・金曜 19:00〜21:00／土曜 12:00〜21:00

NPO法人ANY

（AIDSネットワーク横浜）

http://www.
netpro.ne.jp/~any/

045(201)8808

●HIV・AIDS電話相談
英語・日本語相談・同性愛…月曜 17:00〜20:00
(同性愛以外のその他相談も受付）

日本語相談
…水曜 18:00〜21:00／土曜 15:00〜18:00
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その他の電話相談
団体名・URL

電話番号

社会福祉法人川崎いのちの電話
http://kawasaki-inochinodenwa.org/

044(733)4343

事業内容

●日本語電話相談
24時間対応
●毎月10日はフリーダイヤル
（期間以外は地域ごとに相談を受けています）

一般社団法人日本いのちの電話連盟

0120(738)556

http://www.find-j.jp/

公益財団法人エイズ予防財団

0120(177)812
03(5259)1815

http://www.jfap.or.jp/index.htm

毎月10日 8:00〜翌日8:00
（24時間無料）
（2011年4月10日〜2012年3月10日）
●電話相談
月〜金曜
（祝日は除く）
10:00〜13:00,14:00〜17:00

情報提供サイト
ウェブサイト名・URL

HIVマップ〜すぐに役立つHIV（エイズ）の情報サイト〜

［PC］http://www.hiv-map.net/
［携帯］http://www.hiv-map.net/mobile

34

国立国際医療センター エイズ治療・研究開発センター（ACC）
「患者ノート」
［PC］http://www.acc.go.jp/client/dokuhon_frame.htm
関東甲信越HIV/AIDS情報ネット「制度の手引き」
［PC］http://kkse-net.jp/tebiki.html
HIV検査・相談マップ〜全国HIV/エイズ検査・相談窓口情報サイト〜

［PC］http://www.hivkensa.com/index.html
［携帯］http://www.hivkensa.com/m/index.html

コミュニティセンター
community center akta
セクシュアリティや年齢に関係なく誰でも利用できるオープンスペースです。HIVや性感染症
に関する相談・検査の情報やセーファーセックスのガイド、新宿二丁目やセクシュアリティに
まつわる情報、HIV陽性者の手記を集めた冊子などを揃えています。

その他の相談

相談窓口

電話：03(3226)8998（同番号でファクシミリによる対応も可能です）
開館：毎日16:00〜22:00（毎週月曜、毎月第2日曜、年末年始を除く）
http://www.akta.jp

人権侵害や差別についての相談
人権侵害や法律に関する相談は下記で受け付けています。

人権に関する相談

●みんなの人権110番(全国共通）
人権相談ダイヤル：0570(003)110
＊この電話番号はおかけになった場所の最寄りの法務局につながります。
受付時間 平日 8:30〜17:15
PHS・一部のIP電話等からはご利用できない場合があります。
法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じます。
●インターネット人権受付相談窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

法律に関する相談

●横浜弁護士会 相談予約受付ダイヤル
受付時間 月〜金曜 9:30〜17:00
http://www.yokoben.or.jp

045(211)7700

行政機関
機関名

連絡先電話番号・URL

045(210)4793
神奈川県保健福祉局
保健医療部健康危機管理課 http://www.pref.kanagawa.jp/div/1369/
横浜市健康福祉局
健康安全課

045(671)2729
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/
kansensyo/hiv.html

044(200)2439
川崎市健康福祉局
健康安全室エイズ・結核担当 http://www.city.kawasaki.jp/35/35sippei/home/aids/index.htm
相模原市健康福祉局
保健所疾病対策課

042(769)8260
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kenko/kansenyobo/001040.html

046(825)6117(エイズ専用）
横須賀市役所 健康部
保健所健康づくり課 感染症担当 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/g_info/l100000646.html
藤沢市保健所
保健予防課

0466(50)3593
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hokenyobo/
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「たんぽ ぽ」の 由 来
冊子タイトルの「たんぽぽ」は、平成 5 年に作成
した初版時の表紙のたんぽぽの写真から名づけら
れました。たんぽぽの写真は、当時「大阪HIV訴
訟」原告団代表として、実名を公表して活動をさ
れていた石田吉明さんが撮影したものを、ご厚意
で使わせていただいたものです。今回の改訂にあ
たってデザインも一新しましたが、タイトルはそ
のまま「たんぽぽ」とすることにしました。

「病者が病者でいられる社会」 1990年 5月 万博日本庭園
（撮影：石田吉明）
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神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課
神奈川県横浜市中区日本大通１ 電話：045-210-1111
（代表）

編

集

東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課エイズ対策係
東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 電話:03-5320-4487
神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課
（P26〜39）
神奈川県横浜市中区日本大通１ 電話:045-210-1111
（代表）

制作協力

特定非営利活動法人 ぷれいす東京

デザイン

加納啓善

写真提供

田口弘樹（P3, 23）新山可奈（P5）宮澤文康（P7, 12, 15, 25, 29）本多晃（cover）

＊
「私的使用のための複製」
や「引用」
など著作権法上認められた場合を除き、
無断で複製・転用することはできない。
「ⓒ東京都福祉保健局,2010」

印

刷

株式会社 共栄堂

