育児相談

あなたのまわりには、
話を聴いてくれる人が
たくさんいます。

子育て中は、
『どうしよう…』と思い悩む時がたびたびあります。
一人で思い悩まないで 子育ての先輩や相談員、
話を聴いてくれる人がたくさんいます。
あなたに合った相談の場所をみつけ、気軽に利用してみましょう。
気持ちが軽くなりますよ。
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育児相談

わからないこと、
困ったこと、ご相談ください

子どもと家庭に関する相談
子どもと家庭、子育てについて一人で悩まないで相談してみませんか？
（児童虐待に関
する相談を含む）
対象者

区内在住の18歳未満の方とその保護者等

月曜日〜金曜日 9：00〜17：00（休日、年末年始等を除きます。）
電話または来所
一般相談
（来所の場合は事前に電話等でご連絡ください。）
（時間外は留守電対応になります。）

子ども家庭支援センター
☎5803-1109

シビックセンター５階

一般相談後に、相談内容に応じて、心理士、小児科医、弁護士等の相談
もご利用いただけます。

経済的な困りごとや生活上の様々な悩みを抱えている子育て世帯のご相談をお受けし
ています。
窓口相談 月曜日〜金曜日 9：00〜17：00（休日、年末年始等を除きます。）
電話相談 ※ （※時間外は留守電対応になります。）
メール相談 区ホームページ相談専用メールフォームより受付

☎5803-1900

育児相談

子どもの発達と教育の相談
●歩き出すのが遅い、ことばが遅い、あやしても笑わない、動きが激しく落ち着かない、友
だちとうまく遊べない、保育園･幼稚園に行きたがらないなど、お子さんのことで気にか
かっていることはありませんか？
お子さんの発達や教育についての悩みや心配事の相談を様々な専門職（心理、言語、運
動機能等）がお受けします。
●相談のほか、通園（児童発達支援）
・専門訓練等もあります。お気軽にご相談ください。
東京大学
竜岡門

教育センター

文京総合体育館

本富士警察署
バス停

春日通り

湯島四丁目

湯島天満宮

千代田線 湯島駅

湯島4-7-10

文京区
施設マップ
参照

MAP

本郷通り

☎5800-2594

丸ノ内線

教育センター 総合相談室

本郷三丁目駅

14

大江戸線

本郷三丁目駅

月曜日〜金曜日 第2・4土曜日
受付時間 8：30〜17：15
（休日、年末年始を除きます。）
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子ども応援サポート室

区立保育園 乳幼児子育て相談
保育園長等が、乳幼児の子育てに関する様々
な悩みについて、電話または面談による相談を
行います。

幼児保育課 幼児保育係
☎5803-1189

※P58を参照し、各区立保育園にお問い合わせください。
（根津保育園・お茶の水女子大学こども園を除きま
す。）

参照

P59

シビックセンター12階南側

お問合せ・申込は各保育園へ

保健サービスセンターによる相談
以下の相談を受付しています。各会場にお問い合わせください。

育児相談

個別健康相談

健康･発育･授乳･離乳食、歯等のご相談に、
保健師
（母子保健コーディネーター）
･栄養
士や歯科衛生士が応じます。

産後のお母さんのからだのことや、ご家族
の健康のこと等、心配なことがありましたら
お電話でご相談ください。保健師
（母子保健
コーディネーター）
が、
ご相談に応じます。

保健サービスセンター

保健サービスセンター本郷支所

シビックセンター８階北側

千駄木5-20-18

☎5803-1807

☎3821-5106

地図参照

P7

育児相談

子どもの最善の利益を守る法律専門相談
子どもの利益を守るための法律的な相談（離婚、養育費、面会交流等）について専門の
弁護士がアドバイスします。
対象者

区内在住の18歳未満の方とその養育者

相談日

第２・第４火曜日 （1）
１０：00〜 （2）11：00〜
第３木曜日
（1）
１8：00〜 （2）19：00〜
※30分程度（年度内３回まで利用できます。）

相談場所 男女平等センター（本郷４-８-３）
申込方法

相談日の前月２０日より子ども
家庭支援センターにて受付
☎５８０３-1104
※受付時間９：00〜１７：00

子ども家庭支援センター
☎5803-1104

シビックセンター５階
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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、区や児童の関連機関と協力して、妊産婦・乳幼
児の生活や、子どもたちが健やかに育つように見守り、その手助けをするという役割を
担っており、子育てや児童問題の相談・個別援助、児童を取り巻く環境整備などの活動に
取り組んでいます。
（相談活動には守秘義務が課せられています。）P104と合わせてご参
照ください。
お近くの民生委員・児童委員／主任児童委員を紹介
福祉政策課 地域福祉係
いたします。
☎5803-1202
シビックセンター11階北側

東京都児童相談センター
児童相談センターは、児童福祉法にもとづいて設置された相談機関です。
原則18歳未満の子どもに関する相談であれば、本人、家族、学校の先生、地域の方々な
ど、どなたでも相談できます。
相談時間

月曜日〜金曜日 9：00〜17：00
上記以外の時間帯については、児童相談所全
国共通ダイヤル189で対応
よいこに

電話相談

☎3366-4152
聴覚・言語障害者用FAX

3366-6036

相談日
育児相談

相談時間

東京都児童相談センター
☎5937-2314

新宿区北新宿4-6-1
緊急連絡 ☎5937-2330 ※

※平日夜間（17：45以降）
土・日・祝日
（年末年始含みます。）

毎日
（12月29日〜1月3日を除きます。）
月曜日〜金曜日
土・日・祝日

よい こ に

4152電話相談

9：00〜21：00

9：00〜17：00

電話教育相談・いじめ電話相談
来所できない方のために、電話による子どもの教育等についてのご相談をお受けしま
す。
☎5800-2595
電話教育相談

24時間受付・年中無休

いじめ電話相談
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☎5800-2596

24時間受付・年中無休

教育センター

☎5800-2594
湯島4-7-10

地図参照

P70

母子父子家庭及び女性の相談・支援
母子父子家庭や女性の生活、就労等の悩み、夫や恋人
などからの暴力、職場などでのハラスメント、妊娠・出産な
どに伴う問題、離婚に伴う不利益等の女性の人権侵害にか
かわる様々な相談も受け付けています。個人の秘密は守
られますので、安心してご相談ください。

生活福祉課

☎5803-1216

シビックセンター９階北側

男女平等センター相談室

対

象

1回50分まで
原則として文京区在住･在勤･在学者

大江戸線

12

本郷三丁目駅
丸ノ内線

相談時間

三田線

法

小石川
東京ドーム
後楽園

り
白山通

方

来所相談、電話相談
（必ず電話で予約してください。）

本郷小

後楽園駅

南北線

相談日

区民センター

男女平等
センター

春日通り

ラクーア

月曜日 10：00〜16：00
（受付は15：00まで）
水曜日 14：00〜20：00
（受付は19：00まで）
金曜日 10：00〜20：00
（受付は19：00まで）
※祝休日・全館休館日、年末年始（12/28〜1/4）を除きます。

MAP
東京大学

シビックセンター

春日駅

自分自身の生き方、夫婦や親子などの家族関係、職場
や地域などでの人間関係、SOGI（性的指向や性自認）や
性（性被害）に関すること、パートナーからの暴力など、
皆さんが抱える様々な問題を、専門のカウンセラー
がサポートします。男性の相談も受け付けています。

水道橋駅

男女平等センター内

☎3812-7149
本郷4-8-3

文京区
施設マップ
参照

育児相談

男女平等センター相談室（SNS相談）
男女平等センター相談室と同様の相談
を
「LINE」
や
「Twitter」
から相談できます。
相談日

火・木・土曜日
14:00〜20:00（受付は19:30まで）
※祝休日、年末年始（12/28〜1/4）
を除きます。

LINE／Twitter ID「@bunkyo̲soudan」

文京区配偶者暴力相談支援センター
DVに関する相談や支援機関の紹介、DV被害者相談の証明書発行等を行います。

文京区配偶者暴力相談支援センター
電話相談

☎5803-1945

月曜日〜金曜日 8:30〜17:15
（祝日、12月29日〜1月3日、その他閉庁日を除きます。）
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子育てひろば
●保護者と就学前の乳幼児が、一緒に安心して遊びながら、楽しい一時を過ごす場を提供します。
●育児の悩み、気になることはためこまずに聞いてみるのが育児を楽しくするコツです。
専門指導員が常時勤務しています。子育てについてお気軽にご相談ください。
●利用時間
・子育てひろば西片・水道・千石
月曜日から土曜日 10：00〜16：00（祝日・年末年始を除きます。）
・子育てひろば汐見・江戸川橋
月曜日から日曜日 10：00〜16：00（祝日・年末年始を除きます。）
※子育てひろば汐見・千石・江戸川橋の7月・８月の利用時間は10：00〜17：00（予定）

子育てひろば西片
☎3812-2575

地図参照

P30

西片1-8-15

子育てひろば水道
☎3812-2345

☎5940-2909

☎3828-0880

地図参照

P30

千駄木2-19-23
地図参照

P31

水道1-3-26（水道保育園内）
※対象年齢3歳未満

子育てひろば江戸川橋

子育てひろば汐見

子育てひろば千石
☎3941-3931

地図参照

P31

千石1-4-3（3階千石児童館内）
※1階は千石保育園
地図参照

P31

小日向2-16-15
（文京総合福祉センター3階）
育児相談

保育ナビゲーター
職員が保育ナビゲーターとして、保護者
の 就 労 形 態 等に合わせた保 育サ ービスの
情報提供や相談を行います。

幼児保育課 入園相談係
☎5803-1190

シビックセンター12階南側

子育てガイド
職員が子育てガイドとなり、子育て支援
サービスのご案内・相談窓口のご紹介をし
ます。
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子育て支援課 子育て支援推進担当
☎5803-1256

シビックセンター5階南側

