
○子どもに関する相談  

相談内容 相談窓口 相談受付時間 備  考 
子どもの発達、し
つけ、養護相談
（虐待を含む）、
非行、不登校な
ど、子どもに関す
る悩み全般 

熊本県中央児童相談所 
096-381-4451 

所在地：熊本市東区長嶺南 2-3-3 

熊本県福祉総合相談所内 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

熊本県八代児童相談所 
0965-33-3247 
0965-32-4426 

所在地：八代市西片町 1660 

     熊本県八代地域振興局内 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

熊本市児童相談所 
096-366-8181 

所在地：熊本市中央区大江5-1-50（あ

いぱるくまもと） 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

こども１１０番 
（熊本県福祉総合相談所） 

096-382-1110 

月～金 9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

電話相談。保育士、保健
師、元教職員等の資格を持
つ相談員が対応。 

児童家庭支援センター 
キッズ・ケア・センター 
0968-62-0222 

所在地：荒尾市荒尾 4110 

児童養護施設シオン園内 

年中無休 24 時間対応 

ただし、来所応対は 
月～土 8：30～18：00 

ソーシャルワーカー、心理
療法士が対応。 

熊本市子ども総合相談室 

＜相談専用電話＞ 
096-361-2525 

FAX：096-366-2558 

メールアドレス： 
kodomosougousoudan@city.kuma
moto.jp 

所在地：熊本市中央区大江 5-1-1 

（ウエルパルくまもと） 

＜電話相談＞ 
年中無休、24 時間受付 

＜FAX 相談＞ 
24 時間受付 

＜メール相談＞ 
24 時間受付 

＜面接相談＞ 
月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

メール・FAX 相談の返信
は、月～金曜日の 8：30～
17：15 に、できるだけ早く返
すようにしています。 

＜子ども相談員＞ 

熊本県宇城福祉事務所 
0964-32-2930 
 
熊本県玉名福祉事務所 
0968-74-2119 
 
熊本県菊池福祉事務所 
0968-25-4278 
 
熊本県阿蘇福祉事務所 
0967-32-1030 
 
熊本県上益城福祉事務所 
096-282-6451 
 
熊本県八代福祉事務所
0965-33-3296 

月～木 9：00～16：00 
金    9：00～15：00 
（祝日、年末年始を除く） 

 

来所の場合は、事前に各福
祉事務所に確認ください。 
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相談内容 相談窓口 相談受付時間 備  考 
 
 

熊本県芦北福祉事務所 
0966-82-3565 
 
熊本県球磨福祉事務所 
0966-22-1040 
 
熊本県天草福祉事務所 
0969-23-9928 

  

＜市＞ 

熊本市中央区役所福祉課（家庭・女性相談員） 
096-328-2301 
熊本市東区役所福祉課（家庭・女性相談員） 
096-367-9127 
熊本市西区役所福祉課（家庭・女性相談員） 
096-329-5403 
熊本市南区役所福祉課（家庭・女性相談員） 
096-357-4129 
熊本市北区役所福祉課（家庭・女性相談員） 
096-272-1118 

 
※受付時間は区役所及び曜

日により異なりますので、

直接相談される区役所福祉

課にお尋ねください。 

 
相談は、お住まいの

区以外でも可能で

す。 

八代市市民相談室（家庭児童相談員） 
0965-33-4452 

月～金 8：30～17：00 
（祝日、年末年始を除く） 

 

人吉市福祉課（家庭児童相談員） 
0966-22-5870 

月・火・木 8：30～17：15 

（祝日、年末年始を除く） 

 

荒尾市子育て支援課（家庭児童相談員） 
0968-63-1417 

月・火・木・金 9：00～16：00 

（祝日、年末年始を除く） 

 

水俣市福祉課（家庭児童相談員） 
0966-63-2738 

  

玉名市子育て支援課（家庭児童相談員） 
0968-75-1410 

月･火･木 9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

 

子ども総合相談窓口 山鹿市鹿本生涯学
習・健康センター「ひだまり」内 
0968-46-4270 

月～金 9：00～17：00 
（祝日、年末年始を除く） 

※H25年6月頃移転予定 

菊池市子育て支援課（家庭児童相談員） 
0968-25-1399 

月～金 9：00～15：45 
（祝日、年末年始を除く） 

 

宇土市子育て支援課相談室（家庭相談員） 
0964-22-1111 

月・火・木 8：30～16：30 
（祝日、年末年始を除く） 

 

上天草市福祉課（家庭児童相談員） 
0969-28-3351（ダイヤルイン） 

月・火・木 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

宇城市児童福祉ｾﾝﾀｰ（家庭児童相談員） 
0964-33-1118 

月～金 9：00～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

阿蘇市福祉課（家庭児童相談員） 
0967-22-3167 

月・水～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

天草市子育て支援課（子ども総合相談室） 
相談専用電話 0969-22-0404 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

合志市子育て支援課（家庭児童相談員） 
096-242-1240 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 



  

 

相談内容 相談窓口 相談受付時間 備考 

対人関係などの悩

み、ひきこもり、不

登校、精神科の受

診等、心の健康に

関する相談 

こころの健康相談電話 
（熊本県精神保健福祉センター） 

096-386-1166 

所在地：熊本市東区月出 3-1-120 

月～金 9：00～16：00 
 （祝日、年末年始を除く） 

来所相談の場合は完全予
約制 

医師の診療は有料（要保険
証） 

非行問題や犯罪
被害、いじめなど
に関する相談 

肥後っ子サポートセンター 
（熊本県警察本部少年課） 

0120-02-4976 
096-384-4976 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

警察官や臨床心理士が対
応。電話相談。 

面接の場合は予約が必要。 

いじめ・不登校な
どに関する相談 

熊本県教育庁義務教育課内 
相談電話 
096-381-8000 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

学校支援アドバイザー ※相談受付時間等については、

H25.4.23 現在のものです。変更され

る場合もありますので各教育事務

所に御確認ください。 

 

宇城教育事務所 
0964-32-5768 

月・火・水・木  9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

玉名教育事務所 
0968-74-2232 

火・水・木・金  9：00～16：00 
（第 4 木曜日は 10:00～17:00） 
（祝日、年末年始を除く） 

山鹿市教育委員会 
0968-43-1580 

火・金  9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

菊池教育事務所 
0968-25-3351 

月・火・水・金  8：30～15：30 
（祝日、年末年始を除く） 

阿蘇教育事務所 
0967-22-1800 

火・木  9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

上益城教育事務所 
096-282-7145 

月・木   8：30～15：30 
（祝日、年末年始を除く） 

八代教育事務所 
0965-35-8550 

月～木  9：30～16：30 
（祝日、年末年始を除く） 

芦北教育事務所 
0966-82-4649 

火・木  9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

球磨教育事務所 
0966-22-1155 

火・水  9：00～16：00 
(祝日、年末年始を除く） 

天草教育事務所 
0969-22-4127 

火・水・木  9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

いじめに関する
子ども自身によ
る相談 

熊本県子どもいじめ相談電話 
0570-078310 

月～金 17：15～翌 8：30 
休日 24 時間対応 

 

 

 



  

相談内容 相談窓口 相談受付時間 備考 

子育てや教育に
関する相談 

いじめ・不登校に
関する相談 

熊本県立教育センター教育
相談室 

＜教育相談＞ 
0968-44-6655 

＜すこやかﾀﾞｲﾔﾙ＞ 
0968-44-7445 

＜メール相談＞ 
soudan@higo.ed.jp 

所在地：山鹿市小原 

＜電話相談・来所相談＞ 
月～金 9：00～17：00 
（祝日、年末年始を除く） 

＜メール相談＞ 
24 時間受付 

来所相談は要予約。 

発達や就学、い
じめや不登校な
ど、子どもの教育
に関する相談 

熊本市こどもセンター教育相
談室 

所在地：熊本市中央区大江

5-1-50（あいぱるくまもと 2 階） 

＜来所相談＞ 
月～金 9：30～15：45 
（祝日、年末年始を除く） 

＜予約電話＞ 
096-362-7070 
月～金 9：00～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

来所相談のみ。 
※電話による予約が必要。 

対象は、熊本市在住の年長
児、小・中・高校生の子ども
本人、保護者及び学校関係
者 

子育てや家庭教
育に関する相談 

すこやか子育て電話相談 
（熊本県教育庁社会教育課） 

096-354-8822 

月～金 17：00～21：00 
土 13：00～17：00 
（祝日、年末年始、8/13～15 を除く） 

元教職員、学校支援員、心理カ

ウンセラーなど、さまざまな分野

の経歴を持つ方が対応。 

私立学校におけ
るいじめや不登
校などに関する
相談 

熊本県私学振興課 
096-333-2064 

場所：県庁本館 2 階 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

障がい又は障が
いの疑いのある
子どもに関する
相談 

熊本市子ども発達支援ｾﾝﾀｰ 
096-366-8240 

所在地：熊本市中央区大江 5-1-1 

（ウエルパルくまもと 2 階） 

月～土 8：30～17：15 
（土曜日は電話相談のみ） 
（祝日、年末年始を除く） 

 

子どもの人権 子どもの人権１１０番 
(熊本地方法務局) 

0120-007-110 

月～金 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

 

子ども自身によ
る電話相談 

ハートライン 
096-211-5117 

月・金 16：00～21：00 利用は18歳まで 

※（子どもに関する）親御さんか

らの相談も受けています。 

おおづ子どもサポネット 
096-294-2229 

木～土 15：00～18：00 
（年末年始を除く） 

利用は18歳まで 

ヤングテレホンやつしろ 
0965-30-1700 

所在地：八代市千丁町新牟田

1502-1（八代市千丁支所 3 階） 

月～金 9:00～17:00 
（祝日、年末年始を除く） 

※ 青少年に関する保護者から

の相談も受けています。 

※ 面接は要予約 
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○ひとり親家庭等の相談   

相談内容 相談窓口 相談受付時間 備  考 

ひとり親家庭等の
生活全般に関する
相談 

ひとり親家庭等生活相談事業 
（（社福）熊本県母子寡婦福祉連合

会） 

096-351-8777 
096-324-2136 
所在地：熊本市中央区南千反畑町

3-7 県総合福祉センター内 

月～金 9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 
日    9：00～16：00 

＜弁護士による相談＞ 
月 2 回 
対象は熊本市在住以外の
方。要予約。 

熊本市母子福祉センター 
096-385-1160 

所在地：熊本市中央区水前寺

4-47-50 

火～土 9：00～20：00 
日    9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

Ｊサロン水前寺（熊本市ひとり
親家庭無料職業紹介所）・貸
付に関する相談受付 
火～日 9：00～16：00 
（祝日、年末年始を除く） 

 


