４．子ども、青少年に関する相談、子ども、若者対象の相談

(2021年 4月更新）

※特に記載のない場合は、祝日、年末年始は休み
相談機関

相談内容

相談日・時間

電話・住所等

児童福祉

高知県子ども・子育て支援課

母子、寡婦及び父子の福祉に関する相談

月～金 8：30～17：15

電話：088-823-9654
FAX：088-823-9658
住所：〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
Email：060401@ken.pref.kochi.lg.jp
URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401

高知市子育て給付課

「ひとり親」家庭相談

月～金 9：00～17：15

電話：088-823-9447
住所：〒780-8571
高知市本町5-1-45 本庁舎3階301窓口

妊娠や出産、子育てに関する相談
高知県助産師会の助産師が対応します。

【メール相談】こうちプレマnet「プレママ
相談」の入力フォームから24時間受け付
けています。なお、相談への返信は翌日以 電話：088-855-8533
降になる場合があります。
URL：https://www.premanet.pref.kochi.lg.jp
【電話相談】
月～金 9：00～17：00

妊娠中から出産後満3歳まで

こうちプレマｎｅｔ プレママ相談

子育て相談
月～金 9:00～17:00(祝日・年末年始
妊娠・出産・産後に関すること。子育てや女性の体に
除く）
電話：088-855-8533
（一社）高知県助産師会
関すること。それらに伴うメンタルヘルスに関するこ
住所：〒 781-0112 高知市仁井田1029
子育て・女性健康支援センター高知 となど。
メール相談は24時間受け付けています。 Email：kochijosanshi-shien@aroma.ocn.ne.jp
こうちプレマnetプレママ相談も受け付けています。
（年末年始除く、24時間）

子どもと家庭の１１０番

高知市子ども家庭支援センター
児童相談所虐待対応ダイヤル

・こどもの福祉に関する相談
・しつけ、性格、心身の発達など子育てに関する相談 毎日 8：30～17：30
・いじめ、虐待、不登校、非行相談
（年末年始を除く）
・児童の養護に関する相談

児童家庭相談や虐待予防に関すること

電話：088-872-0099
住所：〒 780-0062
高知市新本町1-7-30 児童家庭支援センター高知みその

電話：088-823-1212
（通告専用）088-823-9489
月～金 8：30～17：15
（祝日、年末年始を除く。ただし虐待に関 住所：〒780-8571 高知市本町5-1-45 本庁舎3階307窓口
する通報は夜間・休日でも受け付けていま 電話：189（令和元年12月より通話料無料）
す。）

いじめ、体罰、児童虐待などの
子どもの人権に関する相談

子どもの人権１１０番

月～金 8：30～17：15
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電話：0120-007-110
住所：〒 780-8509
高知市栄田町2-2-10 高知よさこい咲都合同庁舎8階
高知地方法務局人権擁護課
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※特に記載のない場合は、祝日、年末年始は休み
相談機関

相談内容

相談日・時間

電話・住所等

教育相談

高知県心の教育センター

【来所相談】
月～金、土（第1・第3）、日※第5日曜日を 相談（予約）電話：088-821-9909
不登校やいじめなどをはじめとする幼児児童生徒の 除く 9：00～17：00（予約制）
0120-0-78310（24時間子どもSOSダイヤル 無料）
悩みや、子どもの教育に関する悩み、発達上の課題 【電話相談】月～金 9：00～17：00
住所：〒 780-8031 高知市大原町120-1
や行動上の諸問題について
【Ｅメール相談】24時間
返信期間：月曜日～金曜日 （返信に日数が Email：kodomo24@kochinet.ed.jp
かかることあります）

高知県心の教育センター
東部相談室

不登校やいじめなどをはじめとする幼児児童生徒の 【来所相談】
悩みや、子どもの教育に関する悩み、発達上の課題 木曜日（学校の長期休業期間を除く）
や行動上の諸問題について
10：00～17：00（予約制）

電話：088-821-9909
0120-0-78310（24時間子どもSOSダイヤル 無料）
住所：〒 781-6410 安芸郡田野町1456-42
田野町総合文化施設 ふれあいセンター内
Email：kodomo24@kochinet.ed.jp

高知県心の教育センター
西部相談室

不登校やいじめなどをはじめとする幼児児童生徒の 【来所相談】
悩みや、子どもの教育に関する悩み、発達上の課題 火曜日（学校の長期休業期間を除く）
や行動上の諸問題について
10：00～17：00（予約制）

電話：088-821-9909
0120-0-78310（24時間子どもSOSダイヤル 無料）
住所：〒 787-0028 四万十市中村山手通19
幡多総合庁舎 別館
Email：kodomo24@kochinet.ed.jp

少年補導センター

幼児・児童・生徒の就学・学習及び不登校等の相談

電話：088-824-6671
住所：〒 780-0065 高知市塩田町18-10 保健福祉センター2階

高知市教育研究所

・特別な支援を必要とする児童・生徒の就学や学習に
関する相談
月～金 8：30～17：15 （予約制）
・児童・生徒の不登校に関する相談

月～金 8：30～17：15

電話：088-832-4497
住所：〒 780-8010 高知市桟橋通2-1-50

児童家庭支援センター

児童家庭支援センター高知みその

児童家庭支援センターひだまり

・妊娠、出産、育児、児童に関する相談

児童・家庭に関する相談

電話相談：8：30～18：00
メール・訪問・来所相談：8：30～17:30

電話：088-872-6488
FAX：088-856-9995
住所：〒780-0062 高知市新本町1-7-30
Email：misono@athena.ocn.ne.jp

月～金 8：30～17：30

電話：0889-20-0203
FAX：0889-22-1331
住所：〒789-1201 高岡郡佐川町甲1110-1
Email:hidamari@douhoukai.or.jp
URL:http://www.douhoukai.or.jp
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※特に記載のない場合は、祝日、年末年始は休み
相談機関

相談内容

相談日・時間

電話・住所等

児童相談所

高知県中央児童相談所

・こどもの福祉に関する相談
・しつけ、性格、心身の発達など子育てに関する相談 月～金 8：30～17：15
・いじめ、虐待、不登校、非行相談
（児童虐待は24時間）
・児童の養護に関する相談

電話：088-821-6700
住所：〒 780-8081 高知市若草町10-5
Email：060403@ken.pref.kochi.lg.jp
URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060403

高知県幡多児童相談所

・こどもの福祉に関する相談
・しつけ、性格、心身の発達など子育てに関する相談
月～金 8：30～17：15
・いじめ、虐待、不登校、非行相談
（児童虐待は24時間）
・児童の養護に関する相談
・児童の障害に関する相談

電話：0880-37-3159
FAX：0880-37-3205
住所：〒 787-0050 四万十市渡川1-6-21
Email：060404@ken.pref.kochi.lg.jp
URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060404

子ども対象の電話相談
チャイルドラインこうち

18歳までの子どもからの相談

毎日 16：00～21：00
（年末年始を除く）

電話：0120-99-7777
Email：childline-kochi@sea.plala.or.jp

少年の健全育成に関する相談
少年の非行や問題行動に関する相談

月～金 8：30～17：15

電話：088-822-0809
住所：〒 780-0862 高知市鷹匠町2丁目5番4号

火～土 10：00-17：00
【面談】あり（事前予約制）

電話：088-844-3411
住所：〒 780-8065 高知市朝倉戊375-1
高知県立ふくし交流プラザ4階
URL：http://www.pippikochi.or.jp/saposute/

２０歳未満対象の相談
ヤングテレホン

悩みを抱えた若者に関する相談

こうち若者サポートステーション

すさきサテライト

なんこく若者サポートステーション

月～金 10:00～17:00
【面談】あり（事前予約制）

若者の学びなおしや社会的自立に向けての支援
火～土 10：00-17：00
（個別相談・学習支援・就労支援・体験活動・スキルト 【面談】あり（事前予約制）
レーニング・送迎支援等）

あきサテライト

月～金 10:00～17:00
【面談】あり（事前予約制）

はた若者サポートステーション

月～金 9：00～17：00
【面談】あり（事前予約制）
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電話：080-1993-1768
住所：須崎市西古市町1-24 高知県須崎総合庁舎3階
電話：088-863-5078
住所：〒 783-0002 南国市駅前町2丁目4-72
URL：http://www.pippikochi.or.jp/saposute/
電話：080-1993-1767
住所：〒784-0007 安芸市寿町2-8
安芸市総合社会福祉センター1階
電話：0880-34-9100
住所：〒787-0051 四万十市具同田黒1丁目10番5号
URL：http://hata.support

