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三豊市子育て支援コーディネーター通信
こん
な悩みはありませんか？

【7月・8月の出張相談日】
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な

海の日 スポーツの日

すくすくランドたくまひろばたくま

詫間町詫間旧三豊市役所詫間支所南庁舎2F（マリンウェーブ向かい）
TEL0875-83-7739

すくすくランドみのひろばみの

三野町吉津三野町保健センター
TEL0875-83-7739

ピヨピヨカンパニーやまもとひろばピヨカン

山本町財田西山本町保健センター（山本支所向かい）
TEL0875-83-7739

サニーハウスサニー

豊中町岡本2536-1
TEL0875-24-8690

仁尾町地域子育て支援センター仁尾

仁尾町仁尾丁636-1
TEL0875-82-3292

高瀬子育て支援ステーション スマはぴスマはぴ

高瀬町上高瀬2064-1
TEL0875-72-5155

山の日

7月 8月
※施設により利用年齢が異なります。相談日は変更になる場合がございます。すくすくHP・FB等でご確認ください。

妊娠・出産についての不安

18歳までの子どもの発育発達・子どもへの関わり・学校生
活のこと・離乳食・子どもの食事・その他悩み事や困りごと

子育て包括支援センター「なないろ」三豊市役所子育て支援課内

月～金曜日 8：30～17：15相談
時間0875-73-3016電話

番号

三豊市利用者支援事業
「実施業務受託団体NPO法人すくすく」

月～金曜日 8：30～16：30相談
時間0875-23-6260電話

番号

みの
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みの
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ピヨカン
10：30～11：30

ピヨカン
10：30～11：30

スマはぴ
14：00～15：00

スマはぴ
14：00～15：00

香川県助産師会　あんしんホットライン

年中無休 6：00～22：00相談
時間087-843-5588電話

番号

妊娠・出産の悩み

育児・母乳・離乳食相談

女性相談三豊市役所子育て支援課内

月～金曜日 8：30～17：15相談
時間0875-73-3665電話

番号

女性が抱える様々な悩み
DV・離婚問題・家庭内の問題・健康問題など

西讃保健福祉事務所

月～金曜日 8：30～17：00相談
時間0875-25-2052電話

番号

子どものひきこもり・不登校

発達面（こだわり強い・落ち着きがない）の悩み

三豊市少年育成センター

月～金曜日 8：30～17：00相談
時間0875-62-1116電話

番号

子育て中のイライラする、モヤモヤする、不安だ、心配だ
つらい、母親失格かもなど誰にも言えない悩み

子どものひきこもり・不登校・発達障害・家族関係の悩み

訪問相談あり

すく

える様々な悩み

ＮＰ

問題・健康問題題など

すＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法人人人人人すすすく

三豊市子育て支援コーディネーターが対応します。どんなことでもご相談ください。

たくま
9：00～12：00

子育ての悩み相談窓口
妊婦さんや概ね18歳までの子どもの保護

者のための
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香川県が新型コロナウイルス感染症緊急事態対策期に移行し、
生活の様々な面で自粛を余儀なくされた一か月でした。
そんな生活の中で不安やストレスを感じている人が多いと思います。
そこで今回は子育てと子どものそれぞれの相談窓口をまとめてみました。
秘密は固く守られますので、安心して相談してくださいね。

コーディネーターの工藤です。
息子が野球をしている影響で、野球好きの我が家。
今から夏に向かい、体はしんどくなりますが
ＴＶで高校野球児たちのがんばる姿を見ると
自分もがんばろう！と思えます。



三豊市子育て支援コーディネーター通信

相談方法/電話またはNPO法人すくすくのホームページから
相談日をご予約ください（電話相談のみもOK）

対 象 者/三豊市在住の妊娠中の方および、
18歳までの子どもの保護者

相 談 料/無料

受付時間/毎週月～金曜日8：30～16：30 ・月2回土曜日9：00～12：00
※祝日・年末年始・お盆はお休み・その他休業日あり

NPO法人すくすく　利用者支援専用ダイヤル　TEL.0875-23-6260
〒769-1101三豊市詫間町詫間1338-13　旧三豊市役所詫間支所南庁舎2F

お問い合わせ

この事業は三豊市の委託事業です

ＱRコードを読み込んだ後は、
3ステップで簡単に予約いただけます。

1.日にちを選ぶ 2.時間を選ぶ 3.必要な情報を入力

香川母と子のいのちを守る会　エンブリオ香川

いつでもOK
（折り返し連絡することもあります）

090-9555-7844
（通話料がかかります）

思いがけない妊娠や、経済的な理由などで

出産を迷っている人の悩みに助産師などが対応します。

エンブリオ基金により出産費・健診費の不足額支援も可能（条件あり）
全国で640人、県内で11人の赤ちゃんの命が救われています。

電話番号 相談時間

香川県弁護士会　子どもの権利110番

平日 9：00～12：00
　　 13：00～17：00
（祝日・年末年始は除く）

087-822-3693
（通話料がかかります）
事務局で受け付けた後、
担当弁護士から折り返し連絡します。

おうちの人にたたかれる、友達にむしされるなど

皆さんのつらい思いや苦しいこと、悩んでいることを

べんごしさんに相談してみませんか？

相談料は無料です。名前も言わなくて大丈夫だよ。

電話番号 相談時間

24時間いじめ電話相談

毎日 24時間087-813-1620
（通話料がかかります）

仲間外れにされる…SNSで悪口を言われた…

物をこわされたりぬすまれたりする…

友達がいじめられているのに助けてあげられないなど、

どんなことでも相談してね。

電話番号 相談時間

24時間子供SOSダイヤル

毎日 24時間0120-0-78310
（通話料無料）

電話番号 相談時間

ひとりで悩まなくていいんだよ。

特定非営利活動法人 チャイルドライン支援センター

0120-99-7777
（通話料無料）
※公衆電話からかけるときは、
　最初にお金を入れてね。
　通話が終わるとお金は戻ってくるよ。

つらい思いをだれかに話して楽になろう。

名前やれんらく先、学校名は言わなくていいよ。

チャットで相談することもできるよ。　　

電話で話したいとき

毎週木・金曜日・第3土曜日
16：00～21：00
チャットをしている日のカレンダーは
上のQRコードからも確認できるよ。

チャットで話したいとき

電話番号 ホームページURL

相談時間

毎日 16：00～21：00
★12月29日～1月3日はお休み

相談時間

こども電話相談

毎日 9：00～21：00087-813-3119
（通話料がかかります）

学校生活や進路のこと、家庭でのこと

心や体のことで心配なことがあったら

電話で相談してね。

電話番号 相談時間

通信て支 ー通支援 ー援援コーディディディディディネネーター

ご存じですか？利用者支援事業
妊娠中や子育て中の悩みに、相談内容やご家庭のニーズに合わせた情報提供や
助言を行い、関係機関とお繋ぎするのが子育て支援コーディネーターです。
子育てに関するどんなことでもお気軽にご相談ください。
【電話相談・すくすく施設内で相談・出張相談】

子どもの悩み相談窓口
18歳くらいまでの子どもたち

のための

学校
のこと

勉強
のこと

家庭
のこと

いじめ
のこと

友達
のこと

困ったことがあったら相談してね。

なや

こま そうだん

ネットで簡単‼相談予約

コーディネーターの工藤です。コーディネーターの工藤です。
息子が野球をしている影響で、息子が野球をしている影響で、野球好きの好きの我が家。が家。
今から夏に向かい、体はしんどくなりますが今から夏に向かい、体はしんどくなりますが
ＴＶでＴＶで高校野球児たちのがんばる姿児たちのがんばる姿を見ると
自分もがんばろう！と思えます。自分もがんばろう！と思えます。

コーディネーターの工藤です。
息子が野球をしている影響で、野球好きの我が家。
今から夏に向かい、体はしんどくなりますが
ＴＶで高校野球児たちのがんばる姿を見ると
自分もがんばろう！と思えます。
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