こんなときはここへ
困ったとき
こまった・・・

電話番号

問合せ先

夜間や休日に病気になってしまった（内科）

最下段の「もし急病になったら…」参照
日曜・祝日・12月30日〜1月3日

倉敷市休日夜間急患センター
倉敷市新田2689

診療科目 内科・小児科

休日に歯が痛くなってしまった

倉敷歯科衛生センター診療所
診療科目 歯科

エイズについて相談したい

9:00〜12:30/

☎086-425-5020

13:00〜17:00
毎夜間

20:00〜23:00

最下段の「もし急病になったら…」参照

倉敷市昭和2-2-17

身体や心の健康について不安がある

受付時間

☎086-422-2122

日曜・祝日・12月29日〜1月3日
10:00〜12:00
13:00〜15:00

倉敷市保健所保健課精神保健係

☎086-434-9823

平日

8:30〜17:15

児島保健福祉センター児島保健推進室

☎086-473-4371

平日

8:30〜17:15

玉島保健福祉センター玉島保健推進室

☎086-522-8113

平日

8:30〜17:15

水島保健福祉センター水島保健推進室

☎086-446-1115

平日

8:30〜17:15

岡山市保健所

保健課

☎086-803-1263

平日

8:30〜17:00

岡山市保健所

中央保健センター

☎086-803-1265

平日

8:30〜17:00

エイズホットライン 倉敷市

☎086-434-9099

平日

9:00〜16:00

岡山市

☎086-803-1269

平日

9:00〜12:00

精神科に相談したい

精神科休日相談センター

☎086-225-9080

土・日曜・祝日 8:30〜翌8:30

青少年が抱える心と身体の悩みを相談したい

ヤングテレフォン・いじめ１１０番

☎086-231-3741

24時間

人生について悩んでいる

岡山いのちの電話相談

☎086-245-4343

24時間

ＪＡＦロードサービスセンター

☎0570-00-8139

24時間

岡山県交通事故相談所

☎086-226-7334

路上で車が故障してしまった
（中国5県は、NTTのプッシュ回線契約電話、もしくはプッシュ式公衆電話から、♯8139
で最寄りのJAFロードサービスセンターロードサービスセンターにアクセスできます）

交通事故について相談したい

倉敷市交通事故相談所

☎086-426-3110
☎086-235-3310

平日

平日

9:00〜12:00

平日

9:00〜12:00

13:00〜16:00
13:00〜16:00
火〜土曜（祝日を除く）

ストーカーについて相談したい

岡山県男女共同参画推進センター

性犯罪について相談したい

性犯罪被害相談電話

悪質商法の被害に遭った

生活環境110番

☎086-231-9449

24時間

倉敷市消費生活センター

☎086-426-3115

24時間

購買した商品やサービスのことで困っている
苦情を言いたい

岡山県消費生活センター

☎086-226-0999

警察への相談
（困りごと、悩みごと）

警察総合相談電話

☎＃9110

24時間

警察に対する要望を伝えたい
苦情を言いたい

県民の声110番（さわやかコール）

☎086-233-0110

24時間

消費者金融やキャッシングで悩んでいる

中国財務局岡山財務事務所

☎086-223-1131

平日

0120-001797

17:00〜翌8:30

9:30〜16:30
平日

火〜日曜

9:00〜17:00

9:00〜12:00
13:00〜17:00

8:30〜17:00

困ったとき
こまった・・・

法律について相談したい

問合せ先

電話番号

受付時間

法テラス岡山

☎050-3383-5491

平日

問合せ先

電話番号

受付時間

倉敷警察署

☎086-426-0110

24時間

玉島警察署

☎086-522-0110

24時間

水島警察署

☎086-444-0110

24時間

☎086-446-4839

24時間

9：00〜17：00

知りたいとき
知りたい・・・

警察

連島中央交番

平日 8:30〜17:15

倉敷市役所

☎086-426-3030

玉島支所

☎086-522-8111

水島支所

☎086-446-1111

庄支所

☎086-462-1212

倉敷郵便局

☎086-422-0040

玉島郵便局

☎086-522-2510

水島郵便局

☎086-444-9610

倉敷駅（みどりの窓口）

☎086-422-5100

4:50〜23:00

☎086-422-0249

9:00〜18:00

新倉敷駅（みどりの窓口）

☎086-526-8312

5:00〜23:00

両備バス

霞橋営業所

☎086-444-7122

平日 9:30〜17:30

水島臨海鉄道

総合案内

☎086-446-0931

平日 8:30〜17:30

遺失物案内

☎086-422-0884

平日 6:00〜19:00

テレフォンサービス

☎086-724-4350

24時間

岡山県運転免許センター（岡山）

☎086-724-2200

平日 8:30〜17:00

岡山県免許更新センター（倉敷）

☎086-426-0110

平日 8:30〜17:00

事故証明に関する問い合わせ

安全運転センター

☎086-724-4360

平日 8:30〜17:00

車の検査について知りたい

中国運輸局岡山陸運支局

☎086-286-8121

市役所

郵便局

ＪＲ西日本

（案内・忘れ物）

運転免許に関する手続きを知りたい

車の登録について知りたい

中国運輸局岡山陸運支局

☎050-5540-2072

道路情報、交通情報が知りたい

日本道路交通情報センター岡山センター

☎050-3369-6633

木曜のみ午後7時
平日 8:30〜17:15
木曜のみ午後7時
平日 8:30〜17:15
木曜のみ午後7時
平日 8:30〜17:15
木曜のみ午後7時
平日 9:00〜19:00
時間外窓口(24時間）
平日 9:00〜17:00
時間外窓口8:00〜20:00
平日 9:00〜19:00
時間外窓口

8:00〜20:00

平日 8:40〜12:00/
13:00〜16:00
平日 8:40〜12:00/
13:00〜16:00
月〜土曜

7:30〜18:00

知りたいとき
知りたい・
・
・

国民年金について知りたい
（主に学生の納付特例制度について、支払い等は下記の管
轄の社会保険事務所になります）

厚生年金、健康保険について知りたい

ボランティア活動について知りたい。参加したい

救急病院の案内

求職相談

問合せ先

電話番号

受付時間

倉敷市市民課国民年金係

☎086-426-3291

平日 8:30〜17:15

岡山市国民年金課

☎086-803-1135

平日 8:30〜17:15

倉敷西年金事務所

☎086-525-4142

平日 8:30〜17:15

倉敷東年金事務所

☎086-423-6150

平日 8:30〜17:15

岡山西年金事務所

☎086-214-2163

平日 8:30〜17:15

岡山東年金事務所

☎086-270-7925

平日 8:30〜17:15

岡山県社会福祉協議会

☎086-226-2822

倉敷市東社会福祉協議会

☎086-434-3301

岡山市内救急病院案内

☎086-231-0119

倉敷市

もし急病になったら、下記を参照
のこと

ハローワーク倉敷中央

☎086-424-3333

平日 8:30〜17:15

ハローワーク児島

☎086-473-2411

平日 8:30〜17:15

ハローワーク玉島

☎086-522-8609

平日 8:30〜17:15

24時間

もし急病になったら・・・（倉敷市内） キャンパスライフガイドも参照のこと
内

科

診療機関

地区

診療時間

倉敷市休日夜間
急患センター

市内全域

休日
夜間

9:00〜17:00
20:30〜23:00

倉
水

敷
島

休日

9:00〜17:00

児

島

夜間

21:00〜23:00

玉

島

休日

9:00〜17:00

夜間

21: 00〜23:00

当番医
（市内の医療機関が
交代で診療を行って
います。）

歯

科

問合せ先

倉
水

敷
島

休日

10:00〜15:00

当番医
（日曜日のみ）

児

島

休日

9:00〜15:00

玉島口腔衛生
センター

玉

島

休日

10:00〜15:00

倉敷歯科衛生
センター診療所

備考

倉敷市新田2689

☎086-425-5020
倉敷市役本庁宿直室

宿直室☎086-426-3033
テレフォンガイド

児島☎086-472-1123

応答時間
20:00〜22:00

玉島支所宿直室

☎086-522-8110
テレフォンガイド

☎086-522-1123
倉敷市昭和2-2-17

☎086-422-2122
児島支所宿直室

☎086-473-1111
玉島阿賀崎1-1-2

☎086-522-2780

※いずれの場合も①往診はしません。②急患に限ります。③保険証を必ずお持ちください。

応答時間
20:00〜22:00

