
相談
岐阜市子ども・若者総合支援センター“エールぎふ”

App Store Google Play

ダウンロードはお済みですか？

ぎふし子育て応援アプリ

子ども・若者総合支援センター“エールぎふ”は、子ども・若者、保護者、教職員の様々な悩みや不
安に関する相談を受け、一人一人の成長の段階に応じた総合的・継続的な支援を行うため、岐阜
市が開設した相談・支援機関です。

所在地  岐阜市明徳町11番地
開所時間 午前8時45分～午後5時30分（平日）

総合相談
20歳前までの子ども・若者、保護者の方などからの電話・来所・メール相談に応じています。
総合相談員がまずはお話をお聞きし、相談内容に応じ必要な専門相談員につなぎます。
どこに相談したらよいか迷うような場合も、お気軽にお電話ください。

相談の内容

電　話 0120-43-7830（シミンナヤミゼロ）
メール  gifu-kodomo-wakamono@world.ocn.ne.jp

※メール相談の返信は、平日午前8時45分～午後5時30分に行います。

相談の種類 主な相談内容

子育てに関する
相談

◦育児やしつけなどの子育て全般に関する相談に応じています。
◦ 子育てに自信がもてない、子どもが言うことをきかない、子育てに
疲れたなど、育児やしつけ、家庭に関するさまざまな不安や悩みを
おもちの方は、一人で悩まずに、まずはご相談ください。

児童虐待に関する
相談・通告

◦ 児童虐待を受けている場合や、そのおそれがある場合の相談通告に
応じています。確証がなくてもご連絡ください。通告者の秘密は守
られます。

（こんなときは相談・通告を）
・いつも同じ場所で子どもの泣き声や大人の怒鳴り声が聞こえる。
・子どもに不自然な「けが」や「あざ」がある。
・ 身体や衣類がいつも不潔であったり、子どもが極端にやせていたり
して、子どもが適切に養育されていないように感じられる。
◆児童虐待に関する相談・通告先

◦子ども・若者総合支援センター 058-269-1600（直通）
◦児童相談所虐待対応ダイヤル（無料）　189（いちはやく）

https://yell-gifu.jp/
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相談の種類 主な相談内容

発達に関する相談
※ 親子教室・幼児支援
教室などでの支援
は、 P61 参照

◦ 幼児期のことばが増えない、落ち着きがない、友だちとうまく遊べ
ないなど、また、学齢期以降の集中できない、相手の気持ちをくみと
りにくい、こだわりが極端に強い、学習が思うように進まないなど、
発達に関する相談に応じています。
◦ 必要に応じ、小中学校・幼稚園・保育所（園）・認定こども園等への訪
問相談を行います。

不登校などに
関する相談

◦ 学校生活、学習や不登校に関する相談に応じているほか、不登校児
童・生徒等を対象とした「子ども・若者自立支援教室」を市内4か所に
設置しています。

【子ども・若者自立支援教室】
・ 豊かな自然とのふれあいや他者とのふれあい、多様な体験活動、教科
学習などを通して、児童・生徒・若者の自主性、社会性を育成し、自己
肯定感・自己有用感を高めることによって社会的自立を図っていま
す。
・ 小中学校の児童生徒については、在籍する学校との連携を図りなが
ら支援します。
教　室
①明徳子ども・若者自立支援教室（明徳町11番地）
☎058-269-1321
②七郷子ども・若者自立支援教室（西改田字川向3番地）
☎058-234-8551
③岐陽子ども・若者自立支援教室（上川手735番地2）
☎058-240-7012
④芥見子ども・若者自立支援教室（芥見南山3丁目10番1号）
☎058-243-2011

問題行動やいじめに関
する相談

◦ 小中学校・高等学校に所属する児童・生徒の問題行動やいじめに関
する悩みごとについて、相談に応じています。
一人で悩まずに早めに相談してください。

20歳前までの
若者に関する相談

◦ 非行、人間関係の不具合、ひきこもり、仕事が続かないなど、義務教
育修了から20歳前までの若者の相談に応じています。

専門家による相談
◦ 相談内容に応じて、必要な場合は、医師（小児科、児童精神科）、弁護
士などの専門家によるアドバイスや、臨床心理士によるカウンセリ
ングが受けられます。

【子ども専用】
子どもホッとダイヤル
子どもホッとメール

周囲の大人に相談できない悩みや不安を抱える子どもたちが、直接話
すことができる電話・メールです。24時間受け付けています。

電　話 0120-43-1474
メール  gifu43izime-nashi@soleil.ocn.ne.jp

※メール相談の返信は、平日午前8時45分～午後5時30分に行います。
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子育てに対する不安、心配ごと、子ども自身の
悩みなど、子どもに関する身近な相談窓口と
して、専門の相談員や心理士による相談援助
を行っています。

電話相談  午前8時30分～午前0時
年中無休（緊急時はいつでも受け
付けています。）

来所相談  午前8時30分～午後5時半　
相談は無料、電話にて予約をお願
いします。

電　話 058-296-2
ふあんなーに

172
※守秘義務を守ります。

所在地  岐阜市長良森町1丁目11番地

子ども家庭支援センター
ぎふ「はこぶね」

子ども相談センターは、児童福祉法に基づい
て設置されている児童相談所です。
家庭や学校・保育所等から、子どもに関する専
門的な知識および技術を必要とする相談に応
じ、必要に応じて、調査や指導、一時保護、法的
対応、里親委託、児童福祉施設への入所などを
行います。
また、上記以外の一般的な相談は原則的に岐
阜市が行い、子ども相談センターは岐阜市の
後方支援を行います。

受付時間  月曜日～金曜日　
午前8時30分～午後5時15分
相談を希望される方は、事前に電
話予約が必要です。

電　話 058-201-2111
所在地  岐阜市鷺山向井2563番地79

岐阜県中央子ども
相談センター

P74 をごらんください。

岐阜市女性センター

こんな時は相談を
◦ 子どもを虐待してしまう。虐待が疑われる
家庭がある。
◦ 予期せぬ妊娠・出産のため、子どもを育てる
気持ちになれない。
◦ いろいろな事情から、家庭で子どもを育て
ていくことが困難だ。
◦ 家庭に恵まれない子どもの里親になりた
い。子どもを里親に育ててもらいたい。
◦子どもの非行や暴力に困っている。
◦療育手帳を取得したい。

児童虐待に関する相談・通告先
　（24時間365日体制で受け付けます。）

※P67の再掲

☎189（児童相談所虐待対応ダイヤル）
※一部のIP電話からはつながりません。

岐阜県子ども・家庭電話相談室
岐阜県では、電話相談専用の回線を設けてい
ます。専門の相談員が子ども本人あるいは保
護者などからの相談に応じています。

受付時間  月曜日～金曜日　
午前8時45分～午後9時
土曜日　　　　　
午前8時45分～午後5時
（日曜日、祝日、年末年始はお休みで
す。）

電　話 058-213-8080
0120-76-1152（フリーダイヤルで
す。携帯電話からはつながりません）
※守秘義務を守ります。

関連ページへ スマートフォンを活用
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安心して子育てできるよう妊娠・出産・育児に
関するご相談をお受けしています。
（例）◦妊娠中はどう過ごせば良いの？
　　◦母乳は足りているのかな？
　　◦育児サークルについて知りたい。
　　◦ 引っ越してきて岐阜市のことが知りた

いな。
　　◦誰か話を聞いて！
こんなことがありましたら、電話などで気軽
にご相談ください。

地域子育て支援センターでは、子育て親子の
交流の場を提供し、子育てに関する相談・援
助、情報の提供、子育てに関するセミナー等を
実施することで、子育て家庭の子育ての不安
感、負担感等を緩和するとともに、地域の子育
て力の向上をはかっています。
保育所（園）等は日常の保育を通じて蓄積され
た、子育てに関するノウハウを提供すること
により、育児不安の解消、子育て家庭の養育支
援、地域の子育てサークルへの支援などを行
う地域の拠点施設として、周辺の児童館・児
童センター、公民館、保健センター等関係諸機
関と連携をとり、地域ぐるみの子育て支援を
行っています。
また、平成28年度からは、岐阜聖徳学園大学
短期大学部と連携して、大学の専門性を活か
した子育て支援をキャンパス内で行っていま
す。

岐阜市保健センター・�
母子健康包括支援センター
問 P78 参照

地域子育て支援センター事業

実施場所・開催日・時間
◦黒野こども園　☎058-234-3755
　（月～金　午前10時から午後4時）
◦聖徳保育園　　☎058-262-2224
　（月～金　午前10時から午後4時）
◦市橋保育所　　☎058-275-5151
　（月～金　午前10時から午後4時）
◦京町保育所　　☎058-263-8811
　（月～金　午前10時から午後4時）
◦鷺山保育所　　☎058-231-1127
　（月～金　午前10時から午後4時）
◦岐阜聖徳学園大学短期大学部
　“くれまちす”　☎058-278-4170
　（火～木　午前10時から午後3時）
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相談窓口 相談内容 相談場所・電話番号

青少年会館 【電話・面接】
青少年の悩み全般

中央青少年会館
058-266-0566
西部福祉会館　青少年ルーム
058-252-4150
北青少年会館
058-232-1721
東青少年会館
058-246-5244
青山青少年会館
058-239-4011

子供SOS24 【電話】
学校教育に関する相談 0120-0-78310

岐阜県教育委員会
学校安全課教育相談係

【電話・面接】
学校教育に関する相談

岐阜県総合教育センター
058-271-3328

教育相談ほほえみダイヤル 【電話】
学校教育に関する相談

岐阜教育事務所
0120-745-070

岐阜地区
少年サポートセンター

【電話・面接】
学校問題、非行問題、家庭問題、
交友問題、健康問題、犯罪被害、
その他

岐阜中警察署生活安全課
0120-783-802

本部少年サポートセンター
（ヤングテレホンコーナー）

【電話・面接】
学校問題、非行問題、家庭問題、
交友問題、健康問題、犯罪被害、
その他

岐阜県警察本部少年課
（薮田分庁舎）
0120-783-800

お住まいの地域には、民生委員・児童委員、主任児童委員がいて、生活上の心配ごとや家族・健康・
子育てのことなどで悩み、困っている方の相談に応じ、よりきめ細やかな福祉活動を目指して、
問題解決に努めています。身近な相談相手として気軽にご相談ください。（守秘義務があります
ので、ご相談内容の秘密は守ります。）
また、民生委員・児童委員は、担当区域をもってそれぞれ活動しており、児童に関する事項を専門
に担当する主任児童委員は、各自治会連合会区域ごとに活動しています。お住まいの地区を担
当する民生委員・児童委員、主任児童委員については、岐阜市福祉政策課（☎058-265-3891　直
通）までお問い合わせください。

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

その他の相談窓口（小・中・高生向け）

関連ページへ スマートフォンを活用
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生活保護は、生計を支えていた人が、病気等で
収入が少なくなったり、貯えがなくなったり
して生活を維持できないときに、その家庭の
状況に応じて必要な保護を行って、最低限度
の生活を保障しながら、一日でも早く自分た
ちの生活を自分たちで支えられるようにする
ための手助けをする制度です。
厚生労働大臣の定める保護基準に基づいた最
低生活費よりも世帯の収入が少ない場合、そ
の不足分が支給されます。
生活保護には、生活・住宅・教育・介護・医療・出
産・生業・葬祭の8種類の扶助があり、世帯の
状況に応じて必要な扶助が行われます。

女性相談員
女性の様々な相談に応じています。
フリーダイヤル　☎0120-783-305
（岐阜市子ども支援課）

女性相談

生活保護

精神保健福祉センターは、こころの健康やひ
きこもり、依存症等に関する相談などに応じ
ています。

所在地  岐阜市鷺山向井2563-18
岐阜県障がい者総合相談センター内
☎058-231-9724
月～金曜日　9：00～17：00
土・日・祝日・年末年始休み
来所相談は事前に電話予約が必要で
す

電話相談（こころのダイヤル119番）
心の悩みに関する相談をお受けします。

受　付  月曜日～金曜日
（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前10時～12時、午後1時～4時
☎058-233-0119

岐阜県精神保健福祉センター

相談窓口（子育て関連を除く）

問 �岐阜市生活福祉一課・二課
保護1係～保護9係��
☎ 058-214-2156（直通）

児童養護施設には、災害や事故、親の離婚や病
気、入院、不適切な養育（虐待）など、様々な事
情により家庭での養育が困難なおおむね2歳
から18歳までの子どもたちが生活をしてい
ます。児童養護施設では、子どもたちの幸せと
心豊かで穏やかな発達を保障し、自立を支援
しています。家庭の所得状況により費用負担
があります。
子どもたちは、児童養護施設から幼稚園、小・
中学校、高校等へ通っています。また、地域の
様々な活動にも参加しています。

所在地  岐阜市長良森町1丁目11番地
☎058-231-1387

乳児院は、親の病気・死亡・行方不明・生活困窮
や保護者の出産・看病・虐待などにより、家庭
で養育することができない乳幼児を養育する
施設です。家庭の所得状況により費用負担が
あります。

所在地  岐阜市長良森町1丁目11番地
☎058-231-2528

乳幼児ホームまりあ

日本児童育成園

児童養護施設・乳児院

生活
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場　所  岐阜市役所2階　市民相談室
相談は無料です。
相談は適切な助言が目的で、解決については相談者ご自身が行うことを理解したうえでご利用ください。
相談種別 相談日 相談時間 相談内容 相談担当者

市政 月～金曜日 午前8時45分～
午後5時30分

市政に対する要望・意見（担当
部署の案内） 市職員

くらしの
相談 月～金曜日

午前9時～正午
午後1時～4時

くらしの中での法的な問題
（離婚、親子関係など） くらしの

相談員交通事故
相談 火・木・金曜日 交通事故の示談、慰謝料、損害

賠償など
労働
なんでも 金曜日 労働に関する相談や社会保険

などの手続きに関すること
社会保険
労務士

職業 火・水・木・金曜日 午後1時～4時30分 就職に関すること 職業
相談員

法律
（予約制） 月・水・金曜日 午後1時～4時 民事、家事、刑事などの法律問

題（1人20分で予約が必要です） 弁護士

行政 火曜日

午後1時～4時

国の行政機関などに対する要
望・意見

行政
相談委員

人権 火曜日 いじめや差別など人権に関すること 人権擁護
委員

不動産 毎月第1～4火曜日 不動産の取引・管理に関する
トラブルや困りごと

宅地建物
取引士

心配ごと 水曜日 家庭などでの困りごとや心配ごと 民生委員
児童委員

建築 毎月第1・3水曜日 新築・増築の諸問題、耐震診断など 建築士

税務
（予約制） 木曜日

所得税、相続税、贈与税などの
税金に関すること（1人20分で
予約が必要です）

税理士

登記
（予約制） 木曜日 相続、不動産などの登記、供託な

ど（1人20分で予約が必要です） 司法書士

土地境界 毎月第2・4木曜日 土地の境界線（筆界）や土地・建物の
調査・測量・表題登記に関すること

土地家屋
調査士

行政手続 毎月第3金曜日 相続・遺産分割協議書・遺言・許
認可手続きなどに関すること 行政書士

結婚

月曜日
（第4日曜日の翌日
の月曜日を除く）
第4日曜日
（日曜日のみ予約
が必要です）

午前9時30分～正午
午後1時～3時

結婚を希望する人の相談、紹介
※ 岐阜市結婚相談所
☎058-262-2058
（直通・相談日のみ）
ぎふ広域結婚相談事業支援
ネットワーク（おみサポ・ぎ
ふ）が利用できます。

結婚
相談員

くらしの相談・交通事故相談・職業相談は相談員の都合によりお休みすることがあります。

市民相談（各種専門相談）
問 �市民相談室☎ 058-214-6028（直通）（結婚相談除く）

関連ページへ スマートフォンを活用
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相談窓口 相談内容

岐阜市中保健センター
☎058-252-0632

遺伝相談
（予約制）

【面　　接】　年4回
【予約受付】　平日　 午前8時45分～

午後5時30分
◦遺伝についての悩み、薬等の胎児への影響など

岐阜市保健所地域保健課
☎058-252-7191

医師による
精神保健
相談
（予約制）

【面接（毎月第1木曜日　変則日あり）】
◦医師による心の健康相談を受け付けています。

岐阜市女性センター
（一般電話相談専用）
☎0120-786874
（専門相談予約受付）
☎058-268-1052

女性相談

【電話（一般相談）】
　月曜日～土曜日　 午前10時～午前12時、

午後1時～午後4時
　第1・3金曜日　　  午後5時～午後8時
◦�パートナー関係、生き方、人間関係などの
様々な女性の悩み

【面接・電話】
　午後1時～午後3時
◦ 法律（第2・3火曜日）・心（第2水曜日）・家計（第
3木曜日）・仕事と生き方相談（第1土曜日・第3
水曜日）・健康相談（第2・4土曜日）

岐阜県女性相談センター
配偶者暴力相談支援センター
☎058-213-2131

女性相談

【電話】　毎日　午前9時～午後12時
◦ 配偶者等からの暴力（DV）、離婚に関するこ
と、その他女性の抱える様々な悩み
◦ 平日午後6時以降と土曜日・日曜日・祝日、年
末年始はDV相談のみ

【面接】　平日　午前9時～午後5時
※ 事前予約制、面接予約の電話もこの時間帯に受けつ
けます。

岐阜地方法務局人権擁護課
（みんなの人権110番）
☎0570-003-110
（子どもの人権110番）
☎0120-007-110
（女性の人権ホットライン）
☎0570-070-810
（外国語人権相談ダイヤル）
☎0570-090-911

人権相談

【面接・電話】
　平日　午前8時30分～午後5時15分
※面接は事前に電話にてご予約ください。
◦ 暮らしの中での様々な人権に関する問題（い
じめ・差別・体罰・虐待・親子・夫婦・家庭内・近
隣問題などに関するもの、子ども・女性をめ
ぐる様々な人権問題に関するものなど）
◦ 外国語人権相談ダイヤルでは、通訳を介して
人権相談に応じています。
　平日　午前9時～午後5時

岐阜県弁護士会
☎058-265-2850

子どもの
悩みごと
相談

【面接・電話（平日　午前9時～午後5時　受付）】
◦非行、不登校、校則、いじめなど

その他の相談窓口（一般向け）
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相談窓口 相談内容

岐阜家庭裁判所
家事書記官室
☎058-262-5346（直通）

家事手続
案内

【窓口での案内（電話予約不要）】
　平日　 午前8時30分～午前11時30分、 

午後1時～午後4時30分　受付
◦ 審判事件（相続・失踪・後見・養子縁組・戸籍な
ど）に関する申立手続
◦ 調停事件（離婚・親権・子の監護・婚姻費用・養
育費など）に関する申立手続
◦ その他、家裁が扱う事件の申立手続に関わる
もの

警察安全相談室
＃9110（ダイヤル回線及び一部
のIP電話は不可）又は
☎058-272-9110

警察安全
相談

【電話】（終日）
【面接】（平日　午前8時30分～午後5時15分）
◦ 犯罪等による被害の未然防止その他県民の
安全と平穏に関すること
◦警察職員の職務執行に関すること
◦その他警察行政に関すること

岐阜公共職業安定所
（ハローワーク岐阜・マザーズ
コーナー）
☎058-249-2755

子育て
女性等の
職業相談

【窓口での相談】
（平日　午前8時30分～午後5時15分）
◦ 就職（転職）したい方への、職業相談・職業紹
介・求人情報提供
◦担当者制・予約制によるマンツーマン就職支援

関連ページへ スマートフォンを活用
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子 ど も ・ 若 者
総 合 支 援 センター

（ 児 童 虐 待 通 告 専 用 ）
“エールぎふ”

児童虐待かもと
思ったら、すぐに
お電話ください

058-269-1600

0120-43-7830

子ども・若者総合支援センター
“エールぎふ”

（子ども家庭総合支援拠点）

児童相談所虐待対応ダイヤル
（無料）

子育てのあらゆる相談は

あなたの気づきと、
速やかな通告・相談が
子どもの命を守ることに

つながります。

一人じゃないよ！
気持ちを話そう

●殴る　●蹴る　●投げ落とす
●首をしめる
●溺れさせる
●タバコの火を押しつける
●戸外に締め出す
●激しく揺さぶる
　　　　　　など

話すことで、張り詰めてい
た気持ちが軽くなったり、
冷静に考えたりすること
ができ、解決策が思い浮
かぶこともあります。

「自分だけがうまく子育てできていない」「子育てを助け
てくれる人がいない」「子どもの行動が気に入らない」
など、子どもの心配ごと、親としての不安や悩みごとを
抱えていませんか。子育ては、思うようにはいかないも
のです。さまざまな不安や悩みを一人で抱え込んでい
ると、ストレスは膨らむばかりです

“エールぎふ”に
相談しよう

専門的なアドバイスが欲
しいとき、深刻な状況に
陥りそうなときなどに連
絡してみましょう。
“エールぎふ”は、0歳から
20歳前までの子ども・若者
や、その保護者が抱えるあらゆる悩みや不
安の相談にのることができます。

家族や身近な人と
話そう

学校や保育所・保
育園・幼稚園、認定
こども園等の機関
に伝えるのも方法
です。

子育て中の方と
話そう

保育所・保育園、幼稚園、認定こども園、児
童館・児童センター、地域で開催されている
子育てサークルなど、出かけた先で、不安や
悩みを声に出してみませんか。「子どもって
そうなんだ！」「自分だけじゃないのね」「私
もそうそう！」と共感してもらえたり、安心で
きたりします。

身体的
虐待

●言葉で脅す
●他のきょうだいと著しく差別した
扱いをする

●無視や拒否的な態度を示す
●子どもの自尊心を傷つけるよう
な言動がある

●子どもの存在を
否定する
　　　　など

心理的
虐待

●食事を与えない
●入浴させない
●汚れた衣服を着続けさせる
●重大な病気やケガをしていても、
医師の診察を受けさせない

●子どもの意思に反して学校等に
行かせない

●車や家の中に子どものみを放置
する
　　など

ネグ
レクト

●性的ないたずら（触る／触らせ
る）をする

●性器や性交を見せる
●子どもの裸を撮影する
　　　　　　　　　など

性的
虐待

緊急のときは

189
いち はや く

Poi
nt

02

良
い
循
環
で

乗
り
切
ろ
う
！

Poi
nt

01

Poi
nt

04

Poi
nt

03

Poi
nt

05

タバコの火を押しつける

虐待の種類虐待の種類 子育て中の
皆さんへ
子育て中の
皆さんへ

子どもの存在を

岐阜市 親と子のハンドブック76

相
談

２２０６岐阜市子育て4(KG)行政最終.indd   76 2022/05/31   18:56:05



子 ど も ・ 若 者
総 合 支 援 センター

（ 児 童 虐 待 通 告 専 用 ）
“エールぎふ”

児童虐待かもと
思ったら、すぐに
お電話ください

058-269-1600

0120-43-7830

子ども・若者総合支援センター
“エールぎふ”

（子ども家庭総合支援拠点）

児童相談所虐待対応ダイヤル
（無料）

子育てのあらゆる相談は

あなたの気づきと、
速やかな通告・相談が
子どもの命を守ることに

つながります。

一人じゃないよ！
気持ちを話そう

●殴る　●蹴る　●投げ落とす
●首をしめる
●溺れさせる
●タバコの火を押しつける
●戸外に締め出す
●激しく揺さぶる
　　　　　　など

話すことで、張り詰めてい
た気持ちが軽くなったり、
冷静に考えたりすること
ができ、解決策が思い浮
かぶこともあります。

「自分だけがうまく子育てできていない」「子育てを助け
てくれる人がいない」「子どもの行動が気に入らない」
など、子どもの心配ごと、親としての不安や悩みごとを
抱えていませんか。子育ては、思うようにはいかないも
のです。さまざまな不安や悩みを一人で抱え込んでい
ると、ストレスは膨らむばかりです

“エールぎふ”に
相談しよう

専門的なアドバイスが欲
しいとき、深刻な状況に
陥りそうなときなどに連
絡してみましょう。
“エールぎふ”は、0歳から
20歳前までの子ども・若者
や、その保護者が抱えるあらゆる悩みや不
安の相談にのることができます。

家族や身近な人と
話そう

学校や保育所・保
育園・幼稚園、認定
こども園等の機関
に伝えるのも方法
です。

子育て中の方と
話そう

保育所・保育園、幼稚園、認定こども園、児
童館・児童センター、地域で開催されている
子育てサークルなど、出かけた先で、不安や
悩みを声に出してみませんか。「子どもって
そうなんだ！」「自分だけじゃないのね」「私
もそうそう！」と共感してもらえたり、安心で
きたりします。

身体的
虐待

●言葉で脅す
●他のきょうだいと著しく差別した
扱いをする

●無視や拒否的な態度を示す
●子どもの自尊心を傷つけるよう
な言動がある

●子どもの存在を
否定する
　　　　など

心理的
虐待

●食事を与えない
●入浴させない
●汚れた衣服を着続けさせる
●重大な病気やケガをしていても、
医師の診察を受けさせない

●子どもの意思に反して学校等に
行かせない

●車や家の中に子どものみを放置
する
　　など

ネグ
レクト

●性的ないたずら（触る／触らせ
る）をする

●性器や性交を見せる
●子どもの裸を撮影する
　　　　　　　　　など

性的
虐待

緊急のときは

189
いち はや く

Poi
nt

02

良
い
循
環
で

乗
り
切
ろ
う
！

Poi
nt

01

Poi
nt
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話そう

虐待の種類虐待の種類 子育て中の
皆さんへ
子育て中の
皆さんへ
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市　役　所 司町40番地1   ☎058-265-4141
西部事務所 下鵜飼1丁目88番地3  ☎058-239-0004
東部事務所 芥見4丁目64番地   ☎058-243-1001
北部事務所 福光東2丁目6番13号  ☎058-231-0641
南部東事務所 加納城南通1丁目20番地  ☎058-271-0361
南部西事務所 市橋2丁目8番18号   ☎058-272-2021
日光事務所 日光町9丁目1番地3  ☎058-232-1480
柳津地域事務所 柳津町宮東1丁目1番地  ☎058-387-0111

中保健センター 都通2丁目19番地   ☎058-252-0632
南保健センター 茜部菱野1丁目75番地2  ☎058-271-8010
北保健センター 長良東2丁目140番地  ☎058-232-7681

中母子健康包括支援センター（中保健センター内） ☎058-252-0631
南母子健康包括支援センター（南保健センター内） ☎058-271-8130
北母子健康包括支援センター（北保健センター内） ☎058-233-3116

母子健康包括支援センター

保健センター

市役所・事務所（代表電話）

お問い合わせ先一覧
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