
インフォメーション

　相談窓口一覧

内容 担当・問合せ先 開設時間

子
ど
も
・
子
育
て

妊娠・出産・育児に関する相談

　保健師、助産師が相談に応じま

す。必要に応じて、栄養士への相

談もできます（予約制）。

加古川子育て世代包括支援センター（P10）

☎079-427-9325

月～金（※）

8：30～17：15

東加古川子育て世代包括支援センター

“ぽかぽか相談室”（P10）

☎079-441-8733

 ぽかぽか相談室からご連絡する

場合は、☎080-4701-9233を

使用します。

10：00～18：00

（相談受付は17：30まで）

休業日はP10をご覧ください。

不登校、発達障害等の教育相談

　年長5歳児～中学生と保護者、

教育関係者を対象に、不登校、発

達障害、子育て等、その他教育全

般に応じます。

教育相談センター

（青少年女性センター1階）

☎079-421-5484

月～金（※）

9：00～17：00

子育てプラザの子育て相談

　就学前の子どもの育児につい

て、子育てプラザのスタッフが相

談に応じます。必要に応じて、専

門機関を紹介します。

加古川駅南子育てプラザ（P54）

☎079-454-4189 9：00～17：00

休業日はP54をご覧ください。東加古川子育てプラザ（P54）

☎079-423-5517

児童館の子育て相談

　児童館の職員が相談に応じま

す。必要に応じて、専門機関を紹

介します。

志方児童館（P55）

☎079-452-0505

月～金（※）

9：00～12：00

13：00～17：00

 （※）祝日・年末年始を除きます
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内容 担当・問合せ先 開設時間

家
庭

母子・父子に関する相談

　母子父子寡婦福祉資金貸付制

度等、ひとり親家庭を支援する施

策について情報提供を行います。

　離婚を考えている方もご相談

ください。

家庭支援課 家庭支援係

☎079-427-9293

月～金（※）

9：00～17：00

家庭児童相談

　18歳未満の子育てをしている

方を対象に、以下のような相談に

応じます。

・ 子育てのストレスが強く、とてもつらい

・ 子育てに不安で、気持ちが落ち着かない

・ 親子関係がうまくいかない

・ 子どもの性格や行動を相談したい

・ 子どもの養育が困難になった　

 など

家庭支援課 家庭支援係

☎079-427-3073

月～金（※）

9：00～17：00

児童虐待に関する相談

　「虐待かな？」と感じた場合、ひ

とりで抱え込まず、すぐにご連絡

ください。

通告者の秘密は必ず守られます。

家庭支援課 家庭支援係

☎079-427-3073

月～金（※）

9：00～17：00

児童虐待防止24時間ホットライン

（県中央こども家庭センター）

☎078-921-9119 毎日24時間

児童相談所虐待対応ダイヤル

☎189（通話無料）

DVに関する相談

　配偶者やパートナーからの暴

力などによる問題でお悩みのと

きはご相談ください。

加古川市配偶者暴力相談支援センター

☎079-427-2928

月～金（※）

9：00～17：00

DV相談+（内閣府）

☎0120-279-889
毎日24時間

 （※）祝日・年末年始を除きます
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内容 担当・問合せ先 開設時間

社
会
福
祉

民生委員・児童委員のご紹介

　日常生活に支援を要する方

や心配ごとのある方に対し、

お住まいの地区を担当する委

員を紹介します。

高齢者・地域福祉課

☎079-427-9205

月～金（※）

8：30～17：15

社会福祉士、精神保健福祉士、

相談支援専門員等への相談

　障害の種別や障がい者手帳

の有無に関係なく対応します。

加古川市障がい者基幹相談支援センター

（加古川市総合福祉会館1階）

☎079-424-4358

月～金（※）

8：30～17：15

労
働

労働全般に関する相談
労働条件相談ほっとライン

☎0120-811-610

月～金（※）

17：00～22：00

土・日・祝（年末年始除く）

9：00～21：00

労働に関する法律相談

日本司法支援センター（法テラス）

☎0570-078374

（IP電話☎03-6745-5600）

月～金　9：00～21：00

土　　　9：00～17：00

メンタルヘルス・過重労働に

よる健康障害に関する相談

こころほっとライン

☎0120-565-455

月・火（※）

17：00～22：00

土・日（※）

10：00～16：00

 （※）祝日・年末年始を除きます
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内容 担当・問合せ先 開設時間

い
の
ち
・
自
殺
防
止

いのちの電話・

自殺防止電話相談

　「眠れない、生きるのがつら
い、苦しい、誰か助けて…」と
いう方、こころの悩みを抱え
ていたら、一人で抱えこまず、
相談してください。

※ どこに相談すればいいかわから
ないときは、下記サイトにて相
談窓口を検索できます。

　厚生労働省自殺対策推進室
　支援情報検索サイト
　http://shienjoho.go.jp/

市民健康課 健康推進係

☎079-427-9191

月～金（※）
9：00～17：00

兵庫県
こころの健康電話専用ダイヤル
☎078-252-4987

火～土（※）
9：30～11：30
13：00～15：30

兵庫県　
いのちと心のサポートダイヤル
☎078-382-3566

　精神保健福祉士や臨床心理士な
どの相談員が相談に応じています。
必要に応じて、専門機関窓口等を紹
介しています。

月～金　
18：00～翌朝8：30
土・日・祝　
24時間

神戸いのちの電話
☎078-371-4343

平日
8：30～20：30

日曜・祝日
8：30～16：00

第2・3・4金曜・土曜
8：30～翌朝8：30

はりまいのちの電話
☎079-222-4343

14：00～翌日1：00

NPO法人国際ビフレンダーズ
大阪自殺防止センター
☎06-6260-4343

※ 面接（有料）や自死遺族の会の詳細は、
事務局（☎06-6260-2155）までお問
い合わせください。

金曜13：00～日曜22：00
 （連続）

 （※）祝日・年末年始を除きます
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 （※）祝日・年末年始を除きます

内容 担当・問合せ先 開設時間

そ
の
他

妊娠SOS相談

　助産師等の専門職が相談に
応じ、妊娠・出産に関する正し
い情報を提供したり、地域の相
談窓口を紹介したりします。

一般社団法人小さないのちのドア
（神戸市北区ひよどり台2-30-6）
☎078-351-3400

【電話】
毎日24時間

【面接（要電話予約）】
10：00～16：00

【メール】
下記公式サイトからアク
セスください。
https ://n insh insos -
sodan.com/

【LINE】
@inochinodoor
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予防接種協力医療機関の一覧 （令和3年4月1日現在）

育児保健課 母子保健係 ☎079-454-4188問

所在地 医療機関名 住所 電話番号

加古川町

あだちこども診療所 加古川町美乃利465-1 079-423-2567

枝川内科胃腸科医院 加古川町中津565 079-427-4331

加古川中央市民病院 加古川町本町439 079-451-5500

さくらぎ小児科 加古川町溝之口338-11 079-427-2230

はしもとキッズクリニック 加古川町寺家町400-2 079-421-1235

加古川駅前クリニック
加古川町溝之口503-2　

ビエラ加古川
079-424-1158

はり内科クリニック 加古川町粟津770-18 079-454-8510

水野医院 加古川町寺家町48-2 079-422-2123

八木内科医院 加古川町寺家町369 079-422-2246

神野町 大西医院（新神野） 新神野5丁目5-6 079-438-5800

野口町 中山小児科 野口町良野113-1 079-456-7510

平岡町

いとうこどもクリニック 平岡町山之上559-1 079-454-7171

衣川小児科 平岡町一色726-7 079-426-2913

すみなが小児科アレルギー科
平岡町新在家1371-4　

キングヴィラ東加古川
079-422-3929

玉田内科 平岡町新在家1192-482 079-421-2500

中田医院 平岡町新在家3丁目286-5 079-422-3720

宮地医院 平岡町土山158-3 078-943-5678

みなとがわこどもクリニック
平岡町新在家1588-21　

アビエスメディカルモール2階
079-456-0530

次ページに続く
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※ 定期接種は明石市、高砂市、稲美町、播磨町の協力医療機関でも予防接種券を使って接種できます。（任意接

種の助成券は加古川市、稲美町、播磨町の医療機関のみ使用できます。）

※ 接種できるワクチンの種類は医療機関によって異なります。詳しくは市ホームページに掲載している一覧

をご確認ください。

明石市及び高砂市の協力医療機関は

●明石市こども健康課 ☎078-918-5656

●高砂市子育て世代包括支援センター ☎079-443-3950

にそれぞれお問い合わせください。

所在地 医療機関名 住所 電話番号

尾上町

いなだ小児科 尾上町池田2355 079-421-2168

大西医院（尾上） 尾上町旭3丁目58 079-421-1223

こだま医院 尾上町今福467-2 079-457-0333

別府町

井上内科医院 別府町新野辺北町5丁目112-2 079-430-0230

おだけ内科循環器科 別府町中島町51-2 079-435-1740

工藤内科小児科 別府町新野辺北町1-45 079-437-2058

多木クリニック 別府町西脇2丁目48 079-435-0555

ノザキクリニック 別府町別府978-1 079-437-7161

上荘町 玉川医院 上荘町薬栗458-2 079-428-2028

東神吉町 あだち医院 東神吉町神吉116-1 079-432-2660

西神吉町
かみおかこどもクリニック 西神吉町大国73-1 079-434-1877

藤岡内科医院 西神吉町大国670-7 079-432-0231

米田町 伴小児科クリニック 米田町平津446-10 079-432-2558

志方町
いちかわ内科循環器科 志方町上冨木661-1 079-452-5222

笠井医院 志方町志方町1482 079-452-0549

稲美町
ふじたこどもクリニック 加古郡稲美町国岡1丁目150 079-441-8760

桃田小児科医院 加古郡稲美町中一色822-2 079-497-0700

播磨町

岡本クリニック 加古郡播磨町北本荘5丁目10-11 079-437-2271

河合医院 加古郡播磨町野添城3丁目6-19 078-941-2255

くろだ小児科 加古郡播磨町南大中1丁目1-25 079-430-2111

土山内科外科医院 加古郡播磨町野添1662-1 078-942-1918

明姫診療所 加古郡播磨町西野添3丁目17-6 078-944-0001

米山小児科 加古郡播磨町西野添1丁目14-8 078-943-0135
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