
番号
(再掲)

大分類 中分類 運営団体名 相談窓口名称 相談方法 電話番号等 受付・利用時間等 事業内容

電話相談
TEL:072-245-9197

FAX:072-241-0088

月～金曜日9:00～17:30

(祝日・年末年始を除く)

面接相談
堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1堺市立健康福祉プラ

ザ3階

月～金曜日9:00～17:30

(祝日・年末年始を除く)

面接予約
TEL:072-248-2518

FAX:072-248-0723

月～金曜日9:00～17:30

(祝日・年末年始を除く)

FAX相談 FAX:072-248-0723

面接相談（要予約）
堺市北区百舌鳥赤畑町1-3-1堺市三国ヶ丘庁舎

5階

月～金曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

Web問い合せ

38
子ども・若者につ

いての相談窓口

子ども・若者・家庭

に関する総合相談
各区子育て支援課 家庭児童相談 電話相談・面接相談 ※各区役所連絡先を参照してください

月～金曜日9:00～17:30

(祝日・年末年始を除く)

家庭における18歳未満の子どもの養育に関する様々な相談

を受け付けています。また虐待の相談や通告の窓口にもなっ

ています。

電話相談
TEL:072-252-3521

FAX:072-252-3522

月～土曜日9:00～17:00

（祝日・年末年始を除く）

面接相談 堺市北区東上野芝町2-499
月～金曜日9:00～17:00

(祝日・年末年始を除く)

面接予約 TEL:06-6943-6099
月～金曜日10:00～16:00

(祝日、年末年始、その他休業日を除く)

面接相談（要予約） 大阪市中央区和泉町1-1-6大阪司法書士会館

毎週水曜日13:00～16:00

（祝日、年末年始、その他休業日を除く）

※第3水曜日は予約不要

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観

点から、休止の場合があります。事前に電

話またはホームページでご確認ください。

電話相談
TEL:0120-007-110

　　　ぜろぜろななのひゃくとおばん

月～金曜日8:30～17:15

（土・日・祝日・年末年始を除く）

※ご利用の際には、電話番号をお確かめの

上、くれぐれもお間違えおないようお願い

いたします。一部のIP電話からは接続でき

ません。

メール相談

法務省インターネット人権相談受付窓口

https://www.jinken.go.jp/kodomo（専用入

力フォーム）

代表電話受付TEL:072-245-9192
月～金曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

ひきこもり相談専用

TEL:072-241-0880

月～金曜日10:00～12:00

（祝日・年末年始を除く）

面接相談（要予約）
堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1　堺市立健康福祉プ

ラザ3階

月～金曜日

（祝日・年末年始を除く）

9:00～17:30の中で予約時に相談

いじめや体罰、不登校や親による虐待等の子どもの人権に関

する相談窓口です。

子ども・若者・家庭

に関する総合相談

子ども・若者につ

いての相談窓口
大阪司法書士会

女性とこどものための専門相談

会

児童虐待や非行・不登校・障害など、18歳未満の子どもに

かかわる相談について専門的な指導・援助等を行う機関で

す。また、虐待の相談や通告の窓口にもなっています。

子ども・若者・家庭

に関する総合相談
子ども家庭課※委託事業

子ども・若者につ

いての相談窓口

子ども・若者・家庭

に関する総合相談
こころの健康センター ひきこもり相談

電話相談

面接予約
ひきこもりでお困りのご本人やご家族と一緒に問題の整理を

行っています。また、ひきこもりの背景に応じた適切な相談

機関等の照会も行っています。精神保健福祉士、心理士等が

対応します。

DV、セクシュアル・ハラスメント、児童虐待、離婚問題な

ど女性とこどもの人権にかかわる相談に司法書士が対応しま

す。

子ども・若者につ

いての相談窓口

子ども・若者・家庭

に関する総合相談
大阪法務局 子どもの人権110番

子ども・若者につ

いての相談窓口

子ども・若者・家庭

に関する総合相談
子ども家庭課※委託事業

ユースサポートセンター（子ど

も・若者総合相談センター／堺

地域若者サポートステーショ

ン）

37

39

36

子ども・若者につ

いての相談窓口

子ども家庭支援センター清心寮

(リーフ)

子どもに関する相談窓口です。子どもに関する相談に応じ、

定期的に親子講座やプレイルームの開放等を行っています。

また、児童養護施設を退所した若者からの相談に応じ、就職

支援も行っています。

子ども相談所子ども相談所
子ども・若者・家庭

に関する総合相談

子ども・若者につ

いての相談窓口

ひきこもり、不登校、ニート、非行などの困難を抱える子ど

も・若者（49歳以下）やその家族、関係者などの悩みの相

談にのり、必要な支援を行います。また、働きたくても、働

くことに不安がある若者や仕事に就いても長続きしないなど

の悩みを抱える若者とその家族の相談にのり、一人ひとりに

適した働き方を一緒に考えていきます。

40

41

42（3）



番号
(再掲)

大分類 中分類 運営団体名 相談窓口名称 相談方法 電話番号等 受付・利用時間等 事業内容

電話相談

面接予約

TEL:072-224-7766

FAX:072-224-7773

月～金曜日9:00～12:00、13:00 ～ 17:00

（受付は16:00まで）（祝日・年末年始を

除く）

夜間相談：第2木曜日17:00～19:30第1・3

日曜日10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00

（受付は15:00まで）（祝日・年末年始を

除く）

面接相談「就労相談、

ひとり親家庭相談」

月 ～ 金曜日 9:00 ～ 12:00、13:00 ～

17:00（受付は16:00まで）（祝日・年末

年始を除く）

夜間相談：第2木曜日17:00～19:30第1・3

日曜日　10:00 ～ 12:00、13:00 ～

16:00（受付は15:00まで）（祝日・年末

年始を除く）

面接相談「専門員によ

り将来の生活設計アド

バイス」

火曜日 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

（受付は16:00まで）（祝日・年末年始を

除く）

面接相談（要予約）

「法律相談」

第1金曜・第2水曜日・第3木曜日14:00 ～

15:00、15:30 ～ 16:30（祝日の際は振

替）

面接相談（要予約）

「家計相談」

日時はお問い合わせください。

休日・夜間相談あり。

44
子ども・若者につ

いての相談窓口

子ども・若者・家庭

に関する総合相談
子ども家庭課 各区ひとり親相談

電話相談

面接相談

※各区役所連絡先(子育て支援課)を参照してく

ださい。

月～金曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

※母子・父子自立支援員による相談は、

月・火・木・金曜日の9:00～16:00

離婚後の不安などひとり親家庭・寡婦の生活上の相談、自立

のための相談や子どもの養育などの相談を受け付けていま

す。

電話相談・面接予約・

面接相談（要予約）

堺区子育て支援課　TEL:072-228-7023

中区子育て支援課　TEL:072-278-0178

東区子育て支援課　TEL:072-287-8612

西区子育て支援課　TEL:072-271-1949

南区子育て支援課　TEL:072-290-1744

北区子育て支援課　TEL:072-258-6621

美原区子育て支援課　TEL:072-363-4151

※FAX、住所は各区役所連絡先を参照してくだ

さい。

月～金曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

メール相談

http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hugh

ug/sodan/kenkokosodate/mail.html

子育て支援情報サイト「さかい☆ＨＵＧはぐ

ネット」の相談専用フォーム

さかいっこひろば

堺市堺区三国ヶ丘御幸通154ジョルノ3階

TEL:072-275-7601

FAX:072-275-7609

10:00～17:00（ジョルノの休館日と年末

年始を除く）

子どもの発達相談（予約優先）

さかいっこひろば内

TEL:072-275-7601

FAX:072-275-7609

月～金曜日10:00～17:00（ジョルノの休

館日と年末年始を除く）

電話相談

面接予約

TEL:072-275-8506

FAX:072-275-8507

月～金曜日、第2土曜日9:00～17:30

(祝日・年末年始を除く)

※受付は17:00まで

面接相談（要予約）
堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1堺市立健康福祉プラ

ザ3階

月～金曜日、第2土曜日（初回の方のみ）

9:00～17:30(祝日・年末年始を除く)

子どもと保護者のみなさんが、集い、憩い、交流し、学べる

場です。子育てに関する相談や情報提供も行います。また、

子どもの発達相談を医師や心理士がお受けし、助言をはじ

め、必要に応じて療育や医療などの専門機関への紹介も行い

ます。※12歳以下の子どもとその保護者が対象です。子ど

もだけ、または大人だけで施設入場はできません。

堺市内にお住まいの、自閉症、アスペルガー症候群、その他

の広汎性発達障害（PDD）、学習障害（LD）、注意欠陥多

動性障害（ADHD）など発達障害のある（疑いも含む）ご本

人とその家族、関係機関。相談者の年齢は問いません。

母子家庭等就業・自立支援セン

ター

ひとり親家庭の母・父や寡婦のための就労相談、ひとり親家

庭生活相談、専門員における将来の生活設計アドバイス、弁

護士による法律相談、ファイナンシャルプランナーによる家

計相談を受け付けています。

堺市堺区南瓦町2-1堺市総合福祉会館2階（一

財）堺市母子寡婦福祉会堺市母子家庭等就業・

自立支援センター

43

子育て支援課職員が子育てに関する相談を受け付けていま

す。

47

子ども・若者・家庭

に関する総合相談
子ども家庭課※委託事業

子育て相談

子ども・若者につ

いての相談窓口
育児・発達・障害 障害支援課※委託事業 発達障害者支援センター

子ども・若者につ

いての相談窓口

子ども・若者につ

いての相談窓口
育児・発達・障害 子ども育成課・障害支援課 さかいっこひろば

45

46

子ども・若者につ

いての相談窓口
育児・発達・障害 子ども育成課・各区子育て

支援課



番号
(再掲)

大分類 中分類 運営団体名 相談窓口名称 相談方法 電話番号等 受付・利用時間等 事業内容

48
子ども・若者につ

いての相談窓口
育児・発達・障害 教育委員会事務局　支援教

育課
学校教育部　支援教育課 電話相談

TEL:072-228-7436

FAX:072-228-7421

月～金曜日9:00～17:30

(祝日・年末年始を除く)

※新小学校一年生の就学相談は、お住まい

の校区の各小学校で実施しています。

障害のある幼児児童生徒の就学や教育に関する相談窓口で

す。

49
子ども・若者につ

いての相談窓口
人権や虐待 子ども相談所 子ども虐待ダイヤル 電話相談 TEL:072-241-0066 24時間・365日　※虐待通告受付

「子どもが虐待されているのでは？」「近くに子育てに悩ん

でいる人がいる」と思った時や、「子育てが辛くて子どもに

あたってしまう」などお悩みの時は、お知らせください。

連絡〈通告〉された方の秘密は守られます。

50
子ども・若者につ

いての相談窓口
人権や虐待 NPO法人児童虐待防止協会 子どもの虐待ホットライン 電話相談 TEL:06-6646-0088

月～金曜日11:00～16:00（年末年始・祝

日・8月13～15日を除く）

子ども虐待に悩む親や子どもなどからの相談など、子どもの

虐待に関するあらゆる相談を受け付けます。匿名で対応しま

す。

電話相談
TEL:0120-007-110

　　　ぜろぜろななのひゃくとおばん

月～金曜日8:30～17:15

（土・日・祝日・年末年始を除く）

※ご利用の際には、電話番号をお確かめの

上、くれぐれもお間違えのないようお願い

いたします。一部のIP電話からは接続でき

ません。

メール相談

法務省インターネット人権相談受付窓口

https://www.jinken.go.jp/kodomo（専用入

力フォーム）

面接予約 TEL:072-270-8121
火～土曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

面接相談（要予約）
堺市中区深井清水町1426教育文化センター

（ソフィア堺）5階

火～土曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

面接予約 TEL:072-245-2527
火～土曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

面接相談（要予約）
堺市堺区協和町2-61-1人権ふれあいセンター3

階

火～土曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）

54
子ども・若者につ

いての相談窓口
学校生活・家庭教育

教育委員会事務局　教育セ
ンター　企画相談課※委託
事業

子ども電話教育相談「こころ

ホーン」
電話相談 TEL:072-270-5561 24時間・365日

子どもとその保護者を対象に子育てや教育に関する相談を

行っています。

55
子ども・若者につ

いての相談窓口
学校生活・家庭教育 教育委員会事務局　生徒指

導課
学校教育部　生徒指導課 電話相談

TEL:072-228-7436

FAX:072-228-7421

月～金曜日9:00～17:30

（祝日・年末年始を除く）
いじめや体罰など生徒指導に関する相談窓口です。

56
子ども・若者につ

いての相談窓口
学校生活・家庭教育

各区企画総務課（西区は総
務課、南区は区政企画室）・
教育政策課

教育相談窓口 電話相談・面接相談

堺区教育相談窓口（堺区役所企画総務課内）

TEL:072-228-0292

中区教育相談窓口（中区役所　企画総務課内）

TEL:072-270-8147

東区教育相談窓口（東区役所　企画総務課内）

TEL:072-287-8109

西区教育相談窓口（西区役所　総務課内）

TEL:072-275-1901

南区教育相談窓口（南区役所　区政企画室内）

TEL:072-290-1805

北区教育相談窓口（北区役所　企画総務課内）

TEL:072-258-6748

美原区教育相談窓口（美原区役所　企画総務課

内）TEL:072-340-5511

※FAX番号は各区役所連絡先の各区企画総務課

（南区は総務課）FAX番号を参照してくださ

い。

月～金曜日9:00～17:00

(祝日・年末年始を除く)
子どもの家庭教育や学校生活に関する相談に応じます。

子ども・若者につ

いての相談窓口
学校生活・家庭教育 教育委員会事務局　教育セ

ンター　企画相談課

子ども・若者につ

いての相談窓口

ふれあい教育相談

学校生活・家庭教育
子ども・若者につ

いての相談窓口
ソフィア教育相談

小・中学生とその保護者を対象に子育てや教育に関する相談

を行っています。

人権や虐待 大阪法務局 子どもの人権110番
いじめや体罰、不登校や親による虐待等の子どもの人権に関

する相談窓口です。

小・中学生とその保護者を対象に子育てや教育に関する相談

を行っています。

51（41）

52

53

教育委員会事務局　教育セ
ンター　企画相談課



番号
(再掲)

大分類 中分類 運営団体名 相談窓口名称 相談方法 電話番号等 受付・利用時間等 事業内容

電話相談
TEL:0120-007-110

　　　ぜろぜろななのひゃくとおばん

月～金曜日8:30～17:15

（土・日・祝日・年末年始を除く）

※ご利用の際には、電話番号をお確かめの

上、くれぐれもお間違えのないようお願い

いたします。一部のIP電話からは接続でき

ません。

メール相談

法務省インターネット人権相談受付窓口

https://www.jinken.go.jp/kodomo（専用入

力フォーム）

58
子ども・若者につ

いての相談窓口
非行 大阪府堺少年サポートセンター 少年の非行問題相談 電話相談 TEL:072-274-2355

月～金曜日9:00～17:45

（祝日・年末年始を除く）
少年の非行に関する相談窓口です。

59
子ども・若者につ

いての相談窓口
非行 大阪府警察本部

グリーンライン　少年からの相

談及び家族、地域住民等からの

少年非行等に関する相談

電話相談 TEL:06-6944-7867

月 ～ 金曜日　9:00 ～ 17:45（祝日・年末

年始を除く）※電話相談のみ。面接相談は

実施していません。

20歳未満の子どもに関する相談窓口です。非行問題、いじ

めや友達づきあい等の悩みや困りごと、犯罪被害等の問題に

ついての相談窓口です。

いじめや体罰、不登校や親による虐待等の子どもの人権に関

する相談窓口です。

子ども・若者につ

いての相談窓口
学校生活・家庭教育 大阪法務局 子どもの人権110番57（41）


