
子育て相談窓口

相談機関

中央児童相談所
子どもに関する様々な相談
（住吉 2-1-17 山梨県子どものこ
ころサポートプラザ内）

月～金曜日
（祝日除く）
8：30～17：15

055-288-1561

山梨県がん患者サポートセンター
子育て中における「がん」に関する
様々な悩み事全般の相談
医師・保健師・社労士・ピアサポー
ター（がん経験者）が支援

火曜日 午後
（受付：平日9:00～17：00）

宝 1-4-16
山梨県健康管理
事業団内
055-227-8740

地域総合子ども家庭支援センター・テラ
（社会福祉法人山梨立正光生園）

子どもと家庭に関する様々な相
談・支援

毎日
9：00～17：30
緊急のご相談は24時間電話対応

伊勢 3-8-8
055-222-8012

日　時 問合せ内　　容

～総合相談～

相談機関

幼児教育センター 保育士などによる育児全般に関
する相談

火～日曜日・こどもの日
（祝日・年末年始除く）
9：00～17：00

中央部幼児教育センター
055-224-5455
北部幼児教育センター
055-220-3398

健康談話室 発育や育児に関する相談
日曜日（月1～2回）
※日程は広報でご確認ください。
①9:15～ ②10:00～
③10:45～（予約制）

中道つどいの広場 保育士などによる育児全般に関
する相談

火～土曜日・こどもの日
（祝日・年末年始除く、月曜日
が祝日の場合は翌日が休館）
10：00～16：00

月～金曜日 9:00～16:30
土日祝日 　9:00～15:30
（第2・第4月曜日と年末年
始を除く）

中道つどいの広場
055-266-7221

健康談話室
055-221-3560

かるがも
（山梨県子育て相談総合窓口）

子育てに関する不安や悩みなど
の相談

（ぴゅあ総合内）
055-228-4152
※R4.6～R5.3 県立青少年センター内

山梨県産前産後電話相談
（健康科学大学産前産後ケアセンター）

助産師による妊娠・出産・育児
相談及び母乳マッサージ等心配
事の相談

24時間対応 055-269-8110

日　時 問合せ内　　容

～育児・子育て相談～

月～金曜日
8：30～17：15
（年末年始・祝日除く）

甲府市健康支援センター
（甲府市保健所） 心の健康に関する相談 055-237-5741

平日 9:00～12:00
　　／13：00～16：00
夜間は木曜日16：00～19：00
（年末年始・祝日を除く）

ストレスダイヤル 心の健康に関する電話相談 055-254-8700

相談機関 日　時 問合せ内　　容

～心の健康相談～

　保育園や認定こども園、幼稚園などの教育・保育施設や行政の子育て支援サービス等の情報提供及び必要
に応じて相談・助言等を行います。

～保育所等への入所相談～

相談・問合せ　子ども保育課　子ども保育係　055ー298ー4473

・場　　所　………　市役所本庁舎３階
・日　　時　………　月～金曜日　8：30～17：15（祝日、年末年始は除く）
・相談内容　………　教育・保育施設その他子育て支援サービスなど
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相談機関

チャイルドライン
（18 歳までの子どもがかける電話）

毎週木・金・土曜日及び第１、
第３水曜日 16：00～21：00 は
チャットによる相談もできます。

毎日
16：00～21：00
（12/29～1/3は休み）

0120-99-7777

子どもの人権 110 番
（甲府地方法務局　人権擁護課） 子どもの人権に関わる様々な相談

月～金曜日
（祝日除く）
8：30～17：15

0120-007-110

ヤングテレホン（山梨県警察） 非行、家出、いじめ等少年問題
に関する相談

月～金曜日
（祝日除く）
8：30～17：00

0120-31-7867

日　時 問合せ内　　容

相談機関

青少年相談室
（青少年育成センター）

学校、友達、家庭に関する相談。
本人だけでなく、家族からの相
談も受付

月～金曜日
（祝日除く）
9：00～16：00

055-221-3011
フリーダイヤル
0120-743-011

市教育研修所教育相談室
学校生活上の悩み、交友関係、不
登校、いじめ、非行問題、心や身体
の成長、生活のしつけなどの相談

月～金曜日
（祝日除く）
10：00～12：00
13：00～15：30

055-232-8019
フリーダイヤル
0120-078-070

いじめ・不登校ホットライン
（山梨県総合教育センター
　　　　相談支援センター）

いじめや不登校、ヤングケアラー
等、子どもの、学校や家庭にお
ける問題に関する相談

面接相談
平日9：00～17：00
（要予約）
電話相談24時間対応

055-263-3711
フリーダイヤル
0120-0-78310

法務少年支援センター甲府
（甲府少年鑑別所）

青少年の非行やしつけ等の悩み
に関する相談、心理検査による
問題行動等の理解

月～金曜日
（祝日除く）
9：00～16：30
（12：00～13：00を除く）

055-241-7747

日　時 問合せ内　　容

～教育・いじめ相談～

※この広告枠は、ガイドブックの余裕スペースを有効活用し、広告収入を市民の皆様の暮らしに活かそうとする取り組みです。
本市で広告主又はその商品やサービスなどを推奨するものではありません。広告内容に関する質問は、広告主に直接お問い合せください。

やまなし
子育て応援カード

な や み い おう

チャット:
https://childline.or.jp/chat

～子ども相談～

　育児の不安やイライラを感じたら、一人で悩まないでください。
　家庭や周りの人に話をするだけでも気持ちが軽くなることもあ
ります。
　地域でもさまざまな子育て相談窓口がありますので「困ったな。
不安だな。」と思ったら、気軽に相談してみましょう。

県内の18歳未満の子どもがいる家庭や妊
婦さんを対象に交付されます。このカード
を提示することで、協賛店舗などを利用す
る際にサービスを受けることができます。

子育ての相談先を見つけましょう

詳しくはこちら！
やまなし
子育てネット

問合せ　山梨県　子育て支援局　子育て政策課      　   055-223-1456
　　　　甲府市　子育て支援課　子ども相談センター    055-237-5917
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相談機関

くらしの法律無料相談
弁護士による離婚、夫婦、親子
関係などに関する法律相談（予
約制）

第1、3水曜日
第2、4月曜日
第2日曜日又は第3日曜日
13：30～16：30

市役所本庁舎 4 階
「市民相談室」
055-237-5298

女性総合相談室
配偶者やパートナーからの暴力
や、職場・家庭等における様々な
不安や悩みの相談
（男性からの相談も受け付けています）

月～木曜日（祝日除く）
9：00～16：00
金曜日（祝日除く）
9：00～19：00

市役所本庁舎 4階
055-223-1255

女性の健康相談
思いがけない妊娠、思春期の健康の
悩み、不妊や女性疾患、性に関する
相談・情報提供

月～金曜日（祝日除く）
9：00～16：00

市役所健康支援センター
（母子健康課）
055-242-6186

女性相談所
（配偶者暴力相談支援センター）

女性のいろいろな悩みごとの相談、
配偶者やパートナーからの暴力に悩
んでいる人の相談

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
電話相談9：00～20：00
面接相談9：00～17：00
（要電話予約）

山梨県福祉プラザ 2 階
055-254-8635

山梨県立男女共同参画推進センター
（ぴゅあ総合）
（配偶者暴力相談支援センター）

配偶者やパートナーからの暴力や、職
場、家庭等における様々な不安や悩み
を抱えている女性のための相談

月～日曜日
（第2・4月曜・年末年始
を除く）
9：00～17：00

055-237-7830

性暴力 110 番（山梨県警察） 性犯罪に関する相談毎日
24時間対応

055-224-5110
全国共通ダイヤル #8103
フリーダイヤル 0120-79-8103

不妊（不育）専門相談センター
ルピナス

不妊、不育の原因や悩み、検査
や治療などに関する相談・情報
提供

水曜日
（祝日・年末年始を除く）
15：00～19：00

北新 1-2-12
山梨県福祉プラザ 3階
055-254-2001

厚生労働省山梨労働局
雇用環境・均等室

妊娠・出産や仕事と育児の両立支援に
関する相談
（妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利
益取扱やハラスメントに関する相談含む）

月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

丸の内 1-1-11
055-225-2851

日　時 問合せ内　　容

～女性相談～

　大切な子どもを守るために、万一の事態に非常用持ち出し品を備えましょう。一般的な非常持ち出
し品とともに、子どもの年齢に合わせたものを揃えましょう。
　被災した時に持ち出すものです。実際に持てる重さなのかも確認しておきましょう。

〈子どものために必要なもの〉
□母子健康手帳　□紙おむつ　□おしりふき　□粉ミルク・液体ミルク　□哺乳びん
□バスタオル　□ミネラルウォーター（軟水）　□子ども用お菓子など好きなもの
□おもちゃ　□抱っこひも　□子ども用歯ブラシ
□レトルト離乳食（アレルギーのある方はアレルギー対応のもの）　□紙コップ・使い捨てスプーン

災害に備えましょう

※この広告枠は、ガイドブックの余裕スペースを有効活用し、広告収入を市民の皆様の暮らしに活かそうとする取り組みです。
本市で広告主又はその商品やサービスなどを推奨するものではありません。広告内容に関する質問は、広告主に直接お問い合せください。

令和5年度入園説明会

　9／30（金）みなみ10:30～　大里13:30～
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