
相談したいときは
　各相談窓口　

内容 場所・連絡先・日時

総合相談
18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談
を保育士、保健師等専門の職員がお受けします。
相談は、面接、電話、FAX、手紙で。面接希望の方は、事
前に電話連絡を。 ☎3228-7867

℻  3228-7875
手紙　 〒164-8501 

子ども家庭支援センター 
（住所不要）

児童虐待相談
子どもが虐待を受けているところを見たり、子どもの
身体に虐待によるあざや傷があるのを確認したなど
の明白な場合だけでなく、虐待を受けたのでは？と疑
われる場合も、迷わずご連絡ください。

ひとり親家庭
相談

母子・父子自立支援員によるひとり親家庭に対する支
援や制度の情報提供、住宅、仕事、生活等についての相
談をお受けします。

☎3228-5612
℻  3228-5657
子育てサービス担当

お子さんの
発達について

お子さんの発達について何か困ったことがある、どこ
に相談したらいいのかわからない、というときは、ご
連絡ください。

☎3228-5613
℻  3228-5680
子ども発達支援担当

 子ども家庭支援センター（区役所3階 子ども総合相談窓口） 
　子ども家庭支援センターは、18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談に応じると
ともに、子育て支援サービスや子育て情報の提供を行い、みなさんの子育てを応援しています。
　また、子ども家庭支援センターは、子どもへの虐待を未然に防止するため、育児をしてても【こ
れは虐待かも】【このままだと虐待しそう】というご心配や、ご近所やお知り合いで【虐待かも】と
いうことがあれば、ひとりで悩まず早めにご連絡、ご相談ください。相談者の秘密は守ります。

　受付時間は、特に記載のないものについては、祝日、12／29～1／3を除く月～金曜の8：30～
17：00です。
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場所・連絡先・日時
月～金8：30～19：00　土8：30～17：00
【休日】日曜、祝日、12／29～1／3

育児相談 中部すこやか福祉センター
中央3-19-1　☎3367-7788（代）　℻3367-7789
北部すこやか福祉センター
江古田4-31-10　☎3388-0240　℻3389-4339
南部すこやか福祉センター
弥生町5-11-26　☎3380-5551　℻3380-5532
鷺宮すこやか福祉センター
若宮3-58-10　☎3336-7111　℻3336-7134

各すこやか福祉センターの担当地域
についてはこちらから

ht tp : / /www . c i t y .
tokyo-nakano.lg.jp/
d e p t / 1 7 2 0 5 0 /
d025161.html

子育て専門相談

女性の健康の相談

発達相談

 すこやか福祉センター（区内4か所） 
　すこやか福祉センターは、子育てに関する各種相談、児童手当、医療費助成、一時保育の利用登
録など育児サービスの提供、各種講座の開催（P.16～17）、乳幼児の発育発達の確認、保健師・訪
問指導員の家庭訪問（P.17）子どもと子育て家庭を支えるネットワークづくりなどを行ってい
ます。お気軽にお越しください。

名称 所在地
地域事務所

電話番号 FAX
南中野 弥生町5-11-26 3382-1457 3382-1466
東　部 中央2-18-21 3363-0752 3363-0761
江古田 江原町2-3-15 3954-6812 3954-6955
野　方 野方5-3-1 3330-4201 3330-4146
鷺　宮 鷺宮3-22-5 3330-4112 3330-4118

 地域事務所（区内5か所） 
　地域事務所では、出生届、住民票の写し、戸籍証明書の発行等を行っています。

内容 場所・連絡先・日時
児童相談所
全国共通
ダイヤル

189 ※一部のIP電話はつながりません。
※通話料がかかります。

東京都杉並
児童相談所 子ども家庭支援センターやすこやか福祉セン

ターの窓口が閉まっているとき、困ったとき
に。

緊急時には、迷わず110番してください。

月～金曜日（祝日年末年始を除く）
9：00～17：00　☎5370-6001

東京都児童
相談センター

平日夜間・土日・祝日（年末年始含む）
☎03-5937-2330

警察署 中野警察署（生活安全課）　☎5342-0110
野方警察署（生活安全課）　☎3386-0110

 その他電話相談・虐待通告窓口 

内容 場所・連絡先・日時

子育て相談 就学前乳幼児の育児全般について、電話・面接
にて相談をお受けしています。

区立保育園　9：00～16：00
月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）
私立保育園　直接施設にお問い合わせください。

子育て教室 身体計測、保育体験、育児相談などをお受けし
ます。

区立保育園　私立保育園　
直接施設にお問い合わせください。

 保育園 　区立保育園P.45　私立保育園P.46～47
　保育園では、地域の区民の方を対象に、子育て相談、子育て教室などの事業を実施しています。
お気軽にお越しください。
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内容 場所・連絡先・日時

子育て相談 日常的な子育てに関する相談を電話、面接等で
お受けしています。

区立幼稚園　8：30～17：00
月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）
私立幼稚園・認定こども園　直接施設にお問
い合わせください。

 幼稚園・認定こども園 　区立幼稚園P.51　認定こども園P.53　私立幼稚園P.53～54
　子育て相談、親子で参加できるコーナーや園庭開放などの事業を行っています。

内容 場所・連絡先・日時

電話育児相談 育児不安について、電話で相談をお受けします。
聖オディリアホーム乳児院
9：30～17：00　
☎5971-8071

 乳児院 
　聖オディリアホーム乳児院（上鷺宮5-28-28）

内容 連絡先・日時

子育て電話相談 子育てに関する相談を電話にてお受けします。 毎日7：00～22：00（休日も利用可）
相談専用電話　☎3381-2211

 母子生活支援施設 

 教育センター（野方1-35-3） 
内容 連絡先・日時

教育相談
子どもの教育上の悩みやいろいろな問題を解
決するために専門の相談員がお受けします。
面接による相談は予約制です。

月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）
10：00～18：00
☎3385-9313

電話教育相談 教育上の悩みなど、電話による相談をお受けし
ます。

月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）
9：00～17：00
☎3385-8001

内容 連絡先・日時

女性相談
ＤＶやセクハラ、ストーカーなどの身体的・精
神的・性的な暴力についての悩み、その他女性
の生き方の悩みについて相談をお受けします。

月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）
8：30～17：00
☎3228-5556

 生活相談窓口 

内容 場所・連絡先・日時

東京ウィメンズプ
ラザ一般相談等

女性の生き方・夫婦、親子の問題・学校や職場で
の人間関係・セクハラやＤＶの被害などについ
て、電話相談と面接による相談をお受けしま
す。（面接は要予約）

年末年始を除く毎日
9：00～21：00
☎5467-2455

東京都女性
相談センター
一般相談等

女性の生き方・夫婦間、親子の問題・ＤＶなど女
性からのさまざまな相談をお受けします。（面
接は要予約）

月～金曜日（祝日年末年始を除く）
9：00～20：00
☎5261-3110

緊急時は 上記に関する緊急時
警察　110番（24時間）
東京都女性相談センター
（夜間・休日のみ）
☎5261-3911

 東京都配偶者暴力相談支援センター 
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内容 連絡先・日時

消費生活相談
スマートフォン、携帯電話やインターネットで
の迷惑メールや不当請求、訪問販売や電話勧誘
による被害、契約上のトラブルなどについて、
原則電話で相談をお受けします。

月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）
9：30～16：00
☎3389-1196

 中野区消費生活センター（区役所1階 24番窓口） 

内容 連絡先・日時

外国人
相談コーナー

外国人が日々の生活で困ったことや悩んでいる
ことについて相談をお受けします。

月～金曜日（祝日、12／29～1／3除く）
9：00～17：00
☎5342-9169
℻3383-0728
http://www.anic.jp/

 中野区国際交流協会（中野2-9-7 なかのZERO西館） 

内容 連絡先・日時

就職の相談

仕事と子育ての両立を希望する方のための就職
支援をしています。
お子さん連れでも利用しやすい環境で、個々の
希望やニーズにあったきめ細かい就職相談を
行っています。

月～金曜日（祝日12／29～1／3除く）
10：00～18：00
☎3409-8609
http://tokyo-mother.jsite.mhlw.go.jp

 マザーズハローワーク東京（渋谷区渋谷1-13-7 ヒューリック渋谷ビル3階） 

 民生委員・児童委員、主任児童委員 

　民生委員・児童委員、主任児童委員は子どもと子育て家庭の身近な相談相手です。

◉ひとりで悩まないで
◇妊娠、出産について心配なこと　　◇子どもの成長についての悩み
◇子育てやしつけについての悩み　 ◇子どもの生活状況についての悩み

主任児童委員
　民生委員・児童委員の中から指名さ
れ、児童福祉に関する活動を専門的に

担当します。

民生委員・児童委員
　地域の子どもや子育てに関する相
談窓口です。すべての民生委員は児童

委員を兼ねています。

　民生委員・児童委員と主任児童委員は、ともに連携・協力して子どもや子育て家庭に対する支
援を行います。
●児童手当や母子福祉資金などの制度の利用をお手伝いします。
● 地域の関係機関・団体や地域住民と連携し、子どもと子育て家庭を支援する取り組みを行いま
す。
●民生・児童委員、主任児童委員は、活動で得た個人の情報を守る「守秘義務」があります。
● 民生・児童委員、主任児童委員は担当する地域が決まっています。担当委員についてはお問い
合わせください。

地域支えあい活動支援担当　☎3228-5582　℻3228-5620　または各すこやか福祉センター（P.78）問

80 子育て支援ハンドブック おひるね

相
談
し
た
い
と
き
は


	１８１０中野区2(KG)行政最終（作業用）



