
24

子育てに便利な情報一覧

国や県の相談窓口

重度障がい児者相談員

相談内容 相談窓口 所在地 電話番号

児童についてのあらゆる相談

児童相談所
福祉相談センター 鳥取市江津318-1 0857-23-6080
倉吉児童相談所 倉吉市宮川町2-36 0858-23-1141
米子児童相談所 米子市博労町四丁目50 0859-33-1471

子ども家庭支援センター「希望館」 鳥取市立川町五丁目417 0857-27-4153
児童家庭支援センターくわの実 倉吉市山根583-3 0858-24-6306
児童家庭支援センター米子みその 米子市上後藤4-2-36 0859-21-5085

虐待に関すること 子どもの虐待防止ネットワーク鳥取（CAPTA） 鳥取市立川町五丁目401 0857-21-4111

家庭における児童養育上の
問題に関すること

家庭児童相談室
（家庭相談員）

鳥取市家庭児童相談室

各市福祉事務所内

0857-20-3463
倉吉市家庭児童相談室 0858-22-8120
米子市家庭児童相談室 0859-23-5176
境港市家庭児童相談室 0859-47-1077

教育一般・ことばや発達の気に
なる子どもの教育相談 県教育委員会 いじめ・不登校総合対策センター

教育相談担当 鳥取市湖山町北五丁目201 0857-31-3956

学習面、行動面、対人関係に悩みが
ある子どもの相談（LDホットライン） 県教育委員会

東部教育局 鳥取市扇町21 0857-21-1515
中部教育局 倉吉市東巌城町2 0858-23-9250
西部教育局 米子市糀町一丁目160 0859-31-5093

こころの悩み等の相談 精神保健福祉センター 鳥取市江津318-1 0857-21-3031

子どもの発育・発達や
健康に関すること

各圏域福祉保健事務所・
福祉保健局

東部福祉保健事務所 鳥取市江津730 0857-22-5695
中部福祉保健局 倉吉市東巌城町2 0858-23-3146
西部福祉保健局 米子市東福原1-1-45 0859-31-9318

障がい児に関する相談

鳥取県立鳥取療育園 鳥取市江津260 0857-29-8889
鳥取市立若草学園 鳥取市湖山町西一丁目516 0857-28-1233
鳥取県立皆成学園 倉吉市みどり町3564-1 0858-22-7188
鳥取県立中部療育園 倉吉市南昭和町15 0858-22-7191
鳥取県立総合療育センター 米子市上福原七丁目13-3 0859-38-2155
米子市立あかしや 米子市夜見町330-3 0859-29-2585

『エール』発達障がい者支援センター 倉吉市みどり町3564-1(皆成学園内） 0858-22-7208

特別支援教育に関すること

鳥取県立鳥取盲学校 鳥取市国府町宮下1265 0857-23-5441
鳥取県立鳥取聾学校 鳥取市国府町宮下1261 0857-23-2031
鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校 米子市上福原七丁目13-1 0859-23-2810
鳥取県立鳥取養護学校 鳥取市江津260 0857-26-3601
鳥取県立白兎養護学校 鳥取市伏野1550-1 　　　 0857-59-0585
鳥取県立倉吉養護学校 倉吉市長坂新町1231 0858-28-3500
鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 東伯郡琴浦町赤碕1957-1 0858-55-6477
鳥取県立皆生養護学校 米子市上福原七丁目13-4 0859-22-6571
鳥取県立米子養護学校 米子市蚊屋343 0859-27-3411
米子市立米子養護学校 米子市車尾四丁目17-9 0859-33-4775
鳥取大学附属特別支援学校 鳥取市湖山町西二丁目149 0857-28-6340

保護観察、犯罪予防に関すること 鳥取保護観察所 鳥取市吉方109 0857-22-3518

少年の非行等に関する相談
東部少年サポートセンター 鳥取市西町一丁目401 0857-22-1574
西部少年サポートセンター 米子市糀町一丁目202 0859-31-1574

青少年のあらゆる悩み、
問題行動に関すること

少年補導センター

鳥取市少年愛護センター 鳥取市上魚町39（第2庁舎4階） 0857-22-4318
倉吉地区少年補導センター 倉吉市駄経寺町187-1 倉吉交流プラザ2階 0858-23-1217
米子市少年育成センター 米子市東町161-2 0859-35-0852
境港市青少年育成センター 境港市上道町3000 0859-47-1014

産前産後休業など 労働基準監督署
鳥取労働基準監督署 鳥取市富安2-89-4 鳥取第一地方合同庁舎 0857-24-3211
倉吉労働基準監督署 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎 0858-22-6274
米子労働基準監督署 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎 0859-34-2231

育児休業など 鳥取労働局雇用環境・均等室 鳥取市富安2-89-9 0857-29-1709

就職・雇用など 公共職業安定所

鳥取公共職業安定所 鳥取市富安2-89 0857-23-2021
倉吉公共職業安定所 倉吉駄経寺町二丁目15 0858-23-8609
米子公共職業安定所 米子市末広町311イオン米子駅前店4F 0859-33-3911
根雨出張所 日野町根雨349-1 0859-72-0065

社会保険料など 年金事務所
鳥取年金事務所 鳥取市扇町176 0857-27-8311
倉吉年金事務所 倉吉市山根619-1 0858-26-5311
米子年金事務所 米子市西福原2-1-34 0859-34-6111

県育英奨学金 県教育委員会育英奨学室 鳥取市東町一丁目271番地 県庁第２庁舎 0857-29-7145
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国や県の相談窓口

重度障がい児者相談員

相談内容 相談窓口 電話番号 開設 備考
小児救急電話相談

（受診すべきかどうかの相談）
とっとり子ども救急ダイヤル

（鳥取県小児救急電話相談事業）
＃8000（ ダ イ ヤ ル 回 線、IP電
話の場合03-5276-9137）

月～金      19:00 ～翌日8:00
土・日・祝日等 8:00 ～翌日8:00

子どもに関する
身近な相談

子ども家庭支援センター「希望館」 0857-27-4153 24時間
児童家庭支援センター
くわの実 0858-24-6306 月～金 8:30 ～ 17:30 緊急の場合は

24時間対応
児童家庭支援センター
米子みその 0859-21-5085 月～金 9:00 ～ 17:00 緊急の場合は

24時間対応

子どもについての悩み、
心配ごとに関すること

子ども電話相談東部 0857-29-5460
月～金 8:30 ～ 17:15 時間外は

留守番電話子ども電話相談中部 0858-22-4152
子ども電話相談西部 0859-33-2020

子どもの人権に関すること 子どもの人権110番（鳥取地方法務局） 0120-007-110（フリーダイヤル） 月～金 8:30 ～ 17:15 時間外は留守番電話

いじめについて
いじめ110番（県教育委員会） 0857-28-8718 24時間
24時間子供SOSダイヤル

（文部科学省） 0120-0-78310 24時間

いじめや不登校以外の相談
県教育委員会 小中学校課 0857-26-7930 月～金 8:30 ～ 17:15
県教育委員会 高等学校課 0857-26-7540 月～金 8:30 ～ 17:15
県教育委員会 特別支援教育課 0857-26-7810 月～金 8:30 ～ 17:15 時間外は留守番電話

少年及びその親の悩み
ごとに関すること

ヤング・テレホン
（県警察本部少年課） 0857-29-0808 月～金 8:30 ～ 17:15 時間外は

留守番電話
ヤング・メール  youngmail@pref.tottori.jp

子どもの悩み事相談 チャイルドライン 0120-99-7777 16:00 ～ 21:00

ＤＶ（女性に対する暴力）
等の相談

婦人相談所 0857-27-8630

月～金 8:30 ～ 17:15
緊急の場合は、
24時間受け付
けます

心と女性の相談担当
（中部総合事務所福祉保健局） 0858-23-3147、3152

心と女性の相談担当
（西部総合事務所福祉保健局） 0859-31-9304

夜間電話相談窓口 0858-26-9807 平日0:00 ～ 8:30、17:15 ～ 24:00
土･日･祝　0:00 ～ 24:00 年中無休

ＤＶ相談ナビ 0570-0-55210
警察総合相談電話 0857-27-9110（#9110） 24時間
警察本部性犯罪110番 0857-22-7110 24時間
女性の人権ホットライン

（鳥取地方法務局） 0857-27-3753 月～金 8:30 ～ 17:15

相談内容 相談窓口 所在地 電話番号 開設

福祉全般に関すること

東部福祉保健事務所 鳥取市江津730 0857-22-5625

月～金
8:30 ～ 17:15

中部総合事務所福祉保健局 倉吉市東巌城町2 0858-23-3126
西部総合事務所福祉保健局 米子市東福原1-1-45 0859-31-9308
鳥取市福祉事務所 鳥取市富安二丁目138-4 0857-20-3465
倉吉市福祉事務所 倉吉市葵町722 0858-22-8118
米子市福祉事務所 米子市加茂町1-1 0859-23-5155
境港市福祉事務所 境港市上道町3000 0859-47-1077

女性・DVの相談

婦人相談所 鳥取市江津318-1 0857-27-8630

月～金
8:30 ～ 17:15

心と女性の相談担当
（中部総合事務所福祉保健局） 倉吉市東巌城町2 0858-23-3147、3152

心と女性の相談担当
（西部総合事務所福祉保健局） 米子市東福原1-1-45 0859-31-9304

家族、職場・地域の人間
関係、健康の相談など

男女共同参画センター（よりん彩） 倉吉市駄経寺町212-5
倉吉未来中心 1階 0858-23-3939 火～日

9:00 ～ 17:00

東部相談室 鳥取市東町一丁目271
県庁第２庁舎 1階 0857-26-7887 月～金

9:00 ～ 17:00

西部相談室 米子市末広町294
米子コンベンションセンター 4階 0859-33-3955 月～金

9:00 ～ 17:00

※育児に関する身近な相談窓口　・地域子育て支援センター・保健師・主任児童委員・民生委員・児童委員・各市町村 にお問い合わせください。

圏域 相談員名
連絡先

電話 メール
東部 小谷　尚史（こだに　ひさし） 090-4803-3131（随時） soudan14-toubu@docomo.ne.jp
中部 林　るみ子（はやし　るみこ） 080-2904-5273（随時） soudan14-chubu@docomo.ne.jp
西部 米谷　美恵（こめたに　よしえ） 080-9793-4435（10時～ 22時） soudan14-seibu@softbank.ne.jp
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