
資料３ 

 

 

県下の主な市の教育相談窓口（電話受付窓口） 

 

明石市 人口２９万人 

 
相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 子育て相談室 乳幼児の保護者 乳幼児期の子育て 

２ 児童福祉課 ひとり親家庭の保護者 ひとり親家庭の課題 

３ 子育て支援課 特に指定なし 家庭における子どもの問題 

４ 児童生徒支援課青少年育成センター 

青少年およびその保護者 いじめ・非行・不登校 

小・中学生の保護者 子どもの心のケア 

５ 学校教育課 特に指定なし 障害のある子どもの教育・就学 

６ 市民相談室 

小・中学生およびその保護者 いじめ・体罰 

特に指定なし 離婚や別居に伴う養育支援 

 

 

１ 姫路市 人口５３万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 

総合教育センター育成支援課 ３～１８歳の子どもおよびその保護者、

教職員 

子どものしつけや子育て・教育  ※特徴 心療相談も可 

主に振り

分ける他

部署窓口 

子育て情報相談室………電話面接での子育て相談 

子ども支援課……………１８歳未満の子どもに関する家庭内のさまざまな問題 

子ども保育科……………幼児の子育て、ひとり親家庭相談 

総合福祉通園センター…子どもの発達が気になるときの相談 

 SNS（LINE）による情報提供  「姫路わくわくチャイルド」…… 未就学児の保護者対象 

  登録者に子育て情報を配信、登録者側からの発信はできない。→ ※相談の受け付けは行わない。登録者同士の情報交換も不可。 

 

２ 西宮市 人口４８万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 子ども家庭支援課 
０～１８歳未満その他 性格、生活習慣、知能・言語、学校生活、家族関係、心身障害、しつけ、虐待その他 

ひとり親家庭 ひとり親家庭の生活 

２ 社会福祉協議会 ひとり親家庭 ひとり親家庭のあらゆる悩みごと 

３ 青少年補導課 青少年および関係者 青少年の悩みごと・非行問題・子育ての悩み・いじめなど 

４ 子育て総合センター 未就学児の保護者 子育てや幼児教育についての悩み  ※メールでも受付 

５ 子ども未来センター 小・中・高校生および保護者 不登校・情緒不安定・発達・性格など 

 

３ 尼崎市 人口４５万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 教育総合センター 
幼稚園・保育所から高校生までの子ども本人・家族、教職員

など、子どもに関わる全ての者 

教育全般（電話・面談） 

心療内科医・精神内科医による専門相談 

  相談窓口ではない学校教育課へ多くの相談がよせられる。 

 

４ 加古川市 人口２７万人 

  学校教育課へよせられる多くの相談を処理するために、教育相談センターを設置。 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 教育相談センター ５歳から中学生およびその保護者、学校関係者 不登校・いじめ・発達や障害・その他教育 

２ 育児支援課 ５歳未満の子どもをもつ保護者 ５歳未満の子育て 

３ 少年愛護センター 特に指定なし 主として非行問題 



５ 宝塚市 人口２２万人 

 

６ 伊丹市 人口２０万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 総合教育センター 幼・小・中・高校生および保護者 子どもに関するさまざまな悩みや課題・問題など 

２ 少年愛護センター 子どもと保護者 
学習、進路、異性、性、身体、健康、性格、いじめ、友人関係、しつけ、子育て、

不登校問題行動 他なんでも   ※メールでも受付 

３ 青少年センター 青少年 なやみなど 

４ 保健センター 就学前の子どもの保護者 乳幼児の成長や育児 

 

７ 川西市 人口１６万人 

 

８ 三田市 人口１１万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 子ども支援課家庭児童相談室 ０～１８歳までの子どもとその家族 
１８歳までの子どもに関して、育児不安、ことばの遅れ、

虐待、DV、不登校、いじめ、非行、心身障害など 

２ 保健推進室健康増進課 特に指定なし 子どもの発達 

３ 子ども室子ども支援課 ひとり親家庭の保護者・関係者 経済的支援、法律問題、子どもの養育問題等、生活全般 

 

９ 芦屋市 人口９万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 打出教育文化センター 
幼児・児童および

その保護者 

①カウンセリングセンター 
子どもの日常生活での気がかり・不安・心配 

心の悩みに関すること  ※特徴 心理判断と治療あり 

②適応教室 不登校 

２ 青少年愛護センター 特に指定なし いじめ・不登校・進路・学習・友人・異性問題など青少年問題 

３ 特別支援教育センター 特に指定なし 特別な支援が必要な子ども 

４ 学校教育課 特に指定なし 特別支援に関する教育 

５ 若者相談センター 特に指定なし 不登校・ひきこもり・ニート 

 

１０ 高砂市 人口９万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 児童福祉課 ひとり親家庭の保護者 ひとり親家庭の生活 

２ 子育て支援センター 特に指定なし 子育て 

３ 健康増進課 特に指定なし 子どもの発達 

４ 学校教育課 幼児、小・中学生の保護者 特別な支援が必要な子どもの教育 

５ 高砂児童学園 就学前の子どもの保護者 ことばや発達 

 

 

 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 教育相談室 幼児～１８歳の子ども及びその保護者、教職員 教育上の様々な問題や悩み 

２ 健康センター 

幼児の保護者 

幼児対象の育児相談 

３ 子ども発達支援センター 心身の発達に心配がある幼児に関する相談 

４ 子ども家庭支援センター 就学前の子どもに関する子育ての悩み 

５ 子育て支援課 
特に指定なし ひとり親家庭の生活全般 

地域の人を含む、誰でも １８歳以下の子どもを取りまく家庭問題や子育て 

６ 御殿山ひかりの家 特に指定なし 
子ども専用の電話相談 

家庭問題、子育て 

７ 教育支援課 
１８歳以下の子ども 青少年のいろいろな悩み 

特に指定なし 子どもの性格、行動、発達や学校生活などについての悩み 

８ 青少年センター 特に指定なし 非行防止についての相談 

９ 学校教育課 特に指定なし 特別な支援が必要な子どもについて 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 教育相談センター 

特に指定なし 

不登校、性格、行動、心身の健康、ことば、発達に関すること 

２ 子育て・家庭支援課 
家庭において子どもを養育していく上での悩み・心配事など 

ひとり親家庭の問題 

３ 子育て支援ルーム 子育ての悩み 

４ 牧の台子育て学習センター 子育ての悩み 

５ 児童発達支援センター 心身の発達が遅れがちな子ども 



１１ たつの市 ８万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 学校教育課 特に指定なし 子どもの教育 

２ 児童福祉課 特に指定なし いじめ、不登校、虐待、養育 

 

 

１２ 豊岡市 ８万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 教育相談室 

子どもや保護者 

いじめ、不登校、友人関係、問題行動など 
２ 教育研修センター 

３ ふれあいセンター 

４ 青少年センター 

５ 子ども育成課家庭児童相談室 
子育ての悩みや育児不安 

６ 子育て総合センター 

７ 社会福祉課 ひとり親家庭、子どもの心身の障害や療育 

８ 健康増進課 子どもの健康や成長、こころの問題 

 

 

１３ 三木市 ８万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 教育センター 

幼・小・中・養護学校の子どもと保護者及び教職員 不登校・いじめ・学習など教育全般 

特に指定なし 
子育て 

児童虐待 

 

 

１４ 小野市 ５万人 

 相談窓口 相談対象者 相談内容 

１ 子育て支援課 

特に指定なし 

家庭環境、子育ての悩みなど 

２ 児童館チャイコム 主として未就学児の子育て 

３ 

健康課 

乳幼児の育児 

４ 子どもの健康・栄養・発達 

５ 思春期の体・性 

６ 学校教育課 不登校、学校生活 

７ いじめ・人権グループ いじめ・虐待 

   メールによる情報発信  ◇チャイコムネット（子育て支援課）   それぞれのサイトの登録者に対して情報を配信する。 

               ◇育児ネット（健康課）         情報の配信は行うが、登録者側からの発信はできない。 

               ◇障がいネット（社会福祉課）                 ↓ 

                                   ６年前の創設時には登録者との双方向の発信案があったが、 

                                   対応の困難さが予測されたので、情報発信のみとなった。 

 

 

１５ 加西市 ４万人 

１ 相談窓口 相談対象者 相談内容 

２ 健康課 特に指定なし 子育て 

３ 家庭児童相談室 １８歳までの子どもの保護者 児童虐待、１８歳までの子育て 

４ 健康福祉会館 特に指定なし 心配事 

５ 健康福祉会館児童療育室 １８歳までの子どもの保護者 １８歳までの養育・療育 

６ 地域福祉課 特に指定なし ひとり親家庭の生活 

７ 総合教育センター 特に指定なし いじめ・不登校など 

８ 市民相談室 特に指定なし 日常生活上の諸問題 

 


