
 地域での子育てや青少年健全育成などについて活動しています。 

自治振興会名称 事務所の位置 電話番号 

東地区自治振興会 国府二丁目9-12       武生東公民館内 23-4763（直） 

西地区自治振興会 中央二丁目5-35        武生西公民館内 23-0688（直） 

南地区自治振興会 武生柳町12-27        武生南公民館内 23-5103 

神山地区自治振興会 広瀬町102-55-2      神山公民館内 23-8010 

吉野地区自治振興会 本保町19-6          吉野公民館内 23-4600 

国高地区自治振興会 国高二丁目324-13     国高公民館内 23-4601 

おおむし地区振興会 丹生郷町13-20-1         大虫公民館内 23-3508 

坂口地区うららの町づくり振興会 湯谷町24-18-1           坂口公民館内 28-1046 

王子保地区自治振興会 四郎丸町65-2-1          王子保公民館内 23-9666 

北日野地区自治振興会 矢放町21-11             北日野公民館内 23-4603 

北新庄地区自治振興会 北町54-25               北新庄公民館内 23-4604 

味真野自治振興会 味真野町7-2-1            味真野公民館内 27-1926 

しらやま振興会 都辺町36-84             白山公民館内 28-1045 

花筐自治振興会 粟田部町17-20           花筐公民館内 42-3710（直） 

岡本地区自治振興会 定友町10-2-2            岡本公民館内 42-2022（直） 

南中山地区自治振興会 西庄境町21-7-1          南中山公民館内 43-1290 

ふくま振興会 藤木町12-39-1          服間公民館内 43-0977 

名 称 内 容 時 間 相談電話 場 所 実施機関 

子ども・ 

子育て相談 

子どもについての 

あらゆる相談 

毎日 

年末年始を除く 

10:00～16:00 

090-9761- 

9436 

市民プラザたけふ3F 

（てんぐちゃん広場） 
子どもセンターピノキオ 

子どもについての 

あらゆる相談 

月～金 

8：30～17：15 
22-3628 市民プラザたけふ4F 

こども家庭課 

子ども・子育て総合相談室 

ひとり親家庭相談
ひとり親家庭の 

生活や援護 

月～金 

8：30～17：15 
22-3628 市民プラザたけふ4F 

こども家庭課 

子ども・子育て総合相談室 

女性相談・ 

DV被害者相談 

家庭・離婚問題・配偶者

からの暴力・デートDV

等に関する相談 

月～金 

8：30～17：15 

22-3628 市民プラザたけふ4F 
こども家庭課 

子ども・子育て総合相談室 

22-4135 県南越合同庁舎1F 県丹南健康福祉センター 

発達に関する相談 

発達が気がかりな子ども

や障がいのある子どもに

ついての相談 

要予約 

月～金 

8：30～17：15 

22-3628 市民プラザたけふ4F 
児童発達支援センター 

なないろ 

●子どもや家庭に関する無料相談
相談内容に応じて、直接電話するかまたは相談に行ってください。それぞれの専門家が相談に応じます。秘密は守ります。

子育てには、いろいろな悩みや不安もたくさん出てきます。そんな時、身近に相談できる人がいなくて、問題を抱
え込んでしまうことはありませんか？ 
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名 称 内 容 時 間 相談電話 場 所 実施機関 

教育相談 児童・生徒の教育に関する相談 

月～金 9：30～16：30 

時間外の場合 

電話予約で調整対応 

21-3911 市民プラザたけふ 4F 教育振興課 

家庭教育サロン 

（子育て相談） 

家庭教育上の悩み 

教育に関する相談 

月～金 8：30～17：15 

電話にて調整対応 
22-3977 

主に 

市民プラザたけふ 4F 
生涯学習課 

ヤングテレホン 青少年のさまざまな悩み 

月～金 8：30～17：15 

（土・日・祝・夜間は、 

留守番電話で対応） 

23-6699 越前市役所 5F 
丹南青少年愛護センター 

南越支所 

人権相談 人権（いじめや虐待）など 

第 3火曜日 

9：00～12：00 

相談電話は 

法務局へ 
越前市役所 1F 人権擁護委員 

月～金 8：30～17：15 22-0194 福井地方法務局武生支局 福井地方法務局武生支局 

こどものそうだん会 育児・子どもの発育発達など 要予約 24-2221 市民プラザたけふ 4F 健康増進課 

のびのび教室 

ぞうさん教室 
子どもの発達の関わり方など 不定期・要予約 24-2221 市民プラザたけふ 4F 健康増進課 

5 か月児セミナー 生後 5か月児をもつ親の育児相談 

月 1回 

9：30～11：30 

対象者には個別通知 

24-2221 市民プラザたけふ 3F 健康増進課 

離乳食教室 乳児期の栄養 
月 1回（要予約） 

9：55～10：00 受付 
24-2221 アプリＺｏｏｍ 健康増進課 

こころの相談 こころの悩み相談 

毎月第２月曜日（要予約） 

（祝日・盆の場合は翌月曜

日） 

・18：00 

・19：00 

24-2221 生涯学習センター 健康増進課 

毎週月曜日（祝日・盆・年末

年始は休み） 

10：00～16：00 

42-3939 社会福祉センター 健康増進課 

子育て相談 育児に関する悩み・不安など 

月～金 

（年末年始を除く） 

8：30～17：15 

24-2221 市役所 2F 健康増進課 

毎日 

（年末年始を除く） 

9：30～1７：30 

23-8211 

090-9761-9436 

市民プラザたけふ３Ｆ 

（てんぐちゃん広場） 

地域子育て支援センター 

ピノキオ 

月～金 

（祝日・振替休日・年末年始

を除く） 

9：00～17：00 

23-6318 国高保育園内 
地域子育て支援センター 

フォルマシオーン 

42-2511 認定こども園あわたべ内 
地域子育て支援センター 

いまだて 

Ｐ10参照 市内各保育園 各保育園 

月～金 

（年末年始を除く） 

10：00～15：00 

090-3764 

-0862 

ショッピングセンター 

シピィ２Ｆ 

子育て支援センター 

一陽 

月・水・木 

（祝日・振替休日・年末年始

を除く） 

10：00～15：00 

0120-54-3415 ハーツたけふ店 ハーツきっずたけふ 

教育相談 育児に関する悩み・不安など 

毎月第 3金曜日 

15：00～ 

この日以外でも可 

Ｐ12参照 私立各幼稚園 私立各幼稚園 

警察安全相談 
事件・事故・ストーカー 

などに関する相談 

月～金 9：00～16：00 

緊急時は 110通報 
24-0110 越前警察署 越前警察署 

24時間 #9110 福井県警察本部 福井県警察本部 

心配ごと相談 
職場・家庭・人間関係など 

日常生活の悩みごと相談 
月～金 8：30～17：00 22-8500 市民プラザたけふ４Ｆ 社会福祉協議会 

法律相談 弁護士による相談 

第 1・3木曜日 

9：30～12：00 

8：30受付 10 人まで 

22-8500 市民プラザたけふ４Ｆ 社会福祉協議会 

障がい児相談 福祉サービス利用についての相談 月～金 8：30～17：00 22-8500 市民プラザたけふ４Ｆ 社会福祉協議会 

児童家庭支援 
養護困難・虐待・不登校など、 

児童に関するさまざまな相談 

毎日 9：00～17：15 

緊急の場合は夜間も対応 
43-5514 

児童養護施設 

一陽 

児童家庭支援センター 

一陽 

女性の健康相談 
不妊・月経不順・妊娠や避妊など 

女性の健康問題に関する相談 
月・水 13：30～16：00 

0776-54 

-0080 
県看護協会 県看護協会 

性暴力に関する相談 性暴力に関する相談 365日 24 時間対応 0776-28-8505 福井県済生会病院 
性暴力救済センター 

ふくいひなぎく 

消費者生活相談 消費生活のトラブル相談 月～金 8：30～17：00 22-3773 市民プラザたけふ 4Ｆ 消費者センター 
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