
子育て・家庭教育・いじめの相談を受けたいときは

●県・大学

〇24時間子どもSOSダイヤル（愛媛県教育委員会）

全国統一ダイヤル

○愛媛県心と体の健康センター　思春期精神保健相談（愛媛県総合保健福祉センター）

月～金　８：３０～１７：１５（祝日・年末年始を除く） 089-911-3880

面接相談については予約制で、心理職、医師、保健師が対応します。

○愛媛県総合教育センター児童生徒の相談 089-963-3986（教育相談室直通）

月～金8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

○愛媛大学教育学部心理教育相談室 089-913-1031

9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

●警察

〇警察総合相談室（第二110番）

（愛媛県警察本部） ♯9110

（少年サポートセンター）　 089-93４-0110

●各市町の電話相談窓口

〇四国中央市少年育成センター　 0896-28-6064

○新居浜市青少年センター

○新居浜市いじめ110番 0120-10-4774

○西条市青少年育成センター 0897-52-2355

○今治市青少年センター 0898-22-7830

○いじめ相談ホットライン（今治市） 080-6399-3748

○松山市子ども総合相談センター事務所

対象：松山市に在住する0歳から18歳までの子どもに関すること

089-943-3200

��� 089-943-3070

いじめほっとらいん（松山市青少年センター内） 089-943-8740

��� 089-943-3070

　　　　　（相談受付時間/平日　8:30～21:00　土・日・祝　8:30～17:00　※年末年始を除く）

0570-0-78310
なやみいおう

年齢・性別・学校や職種などに関わりなく、様々な心の問題について相談に応じています。相談
の内容によっては、より適切と思われる機関を紹介します。

（相談受付時間/平日　8:30～21:00　土・日・祝　8:30～17:00　※年末年始を除く）

松山市子ども総合相談（松山市青少年センター内）

特に、少年相談や被害少年の支援等については、少年サポートセンターが対応します。電話や
面接での御相談は、専門の職員が「ひめさぽ」でお受けしています。

0897-33-4152

不登校、ひきこもりなど思春期に関する相談について、電話相談を随時行っています。

不登校やいじめ、学校生活、進路、家庭教育等に関する相談を受け付けています。

子どもや保護者等からのいじめの相談に、カウンセリング経験豊かな相談員が24時間いつでも
対応します。ひとりで悩まず、電話してください。

Ⅳ　関係機関

●社会教育・生涯学習・家庭教育

〇愛媛県教育委員会生涯学習課 089-921-2930

○東予教育事務所社会教育課 0897-56-1300（代）

○中予教育事務所社会教育課 089-941-1111（代）

○南予教育事務所社会教育課 0895-22-5211（代）

●子育て支援・保健所

〇愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 089-912-2410

●学校教育・幼児教育

〇愛媛県教育委員会義務教育課 089-912-2940

●高校教育

〇愛媛県教育委員会高校教育課 089-912-2950

●人権教育

○愛媛県教育委員会人権教育課 089-912-2960

●特別支援教育

○愛媛県教育委員会特別支援教育課 089-912-2965

●健康安全

○愛媛県教育委員会保健体育課 089-912-2980

●県

〇愛媛県総合教育センター　幼児の相談

幼児期の子どもについての相談を受け付けています。

月～金　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒の相談を受け付けています。

月～金　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

○愛媛県発達障害者支援センター　あい♥ゆう 089-955-5532

発達障害に関する相談をお受けし、アドバイスや情報提供、関係機関の紹介を行います。

　　　〃　　　　（音声案内が聞こえた後）208

　　　〃　　　　（音声案内が聞こえた後）209

　（発信音が変わったあと、7207をダイヤルしてください。）

089-963-3113（音声案内が聞こえた後）118

　子どもの教育に関わる全般的内容について知りたいときは

　幼児・児童生徒の発育や発達の相談を受けたいときは

○愛媛県総合教育センター　特別な支援が必要な子どもに関する相談

089-963-3113（音声案内が聞こえた後）207
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子育て・家庭教育・いじめの相談を受けたいときは

●県・大学

〇24時間子どもSOSダイヤル（愛媛県教育委員会）

全国統一ダイヤル

○愛媛県心と体の健康センター　思春期精神保健相談（愛媛県総合保健福祉センター）

月～金　８：３０～１７：１５（祝日・年末年始を除く） 089-911-3880

面接相談については予約制で、心理職、医師、保健師が対応します。

○愛媛県総合教育センター児童生徒の相談 089-963-3986（教育相談室直通）

月～金8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

○愛媛大学教育学部心理教育相談室 089-913-1031

9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

●警察

〇警察総合相談室（第二110番）

（愛媛県警察本部） ♯9110

（少年サポートセンター）　 089-93４-0110

●各市町の電話相談窓口

〇四国中央市少年育成センター　 0896-28-6064

○新居浜市青少年センター

○新居浜市いじめ110番 0120-10-4774

○西条市青少年育成センター 0897-52-2355

○今治市青少年センター 0898-22-7830

○いじめ相談ホットライン（今治市） 080-6399-3748

○松山市子ども総合相談センター事務所

対象：松山市に在住する0歳から18歳までの子どもに関すること

089-943-3200

��� 089-943-3070

いじめほっとらいん（松山市青少年センター内） 089-943-8740

��� 089-943-3070

　　　　　（相談受付時間/平日　8:30～21:00　土・日・祝　8:30～17:00　※年末年始を除く）

0570-0-78310
なやみいおう

年齢・性別・学校や職種などに関わりなく、様々な心の問題について相談に応じています。相談
の内容によっては、より適切と思われる機関を紹介します。

（相談受付時間/平日　8:30～21:00　土・日・祝　8:30～17:00　※年末年始を除く）

松山市子ども総合相談（松山市青少年センター内）

特に、少年相談や被害少年の支援等については、少年サポートセンターが対応します。電話や
面接での御相談は、専門の職員が「ひめさぽ」でお受けしています。

0897-33-4152

不登校、ひきこもりなど思春期に関する相談について、電話相談を随時行っています。

不登校やいじめ、学校生活、進路、家庭教育等に関する相談を受け付けています。

子どもや保護者等からのいじめの相談に、カウンセリング経験豊かな相談員が24時間いつでも
対応します。ひとりで悩まず、電話してください。

Ⅳ　関係機関

●社会教育・生涯学習・家庭教育

〇愛媛県教育委員会生涯学習課 089-921-2930

○東予教育事務所社会教育課 0897-56-1300（代）

○中予教育事務所社会教育課 089-941-1111（代）

○南予教育事務所社会教育課 0895-22-5211（代）

●子育て支援・保健所

〇愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 089-912-2410

●学校教育・幼児教育

〇愛媛県教育委員会義務教育課 089-912-2940

●高校教育

〇愛媛県教育委員会高校教育課 089-912-2950

●人権教育

○愛媛県教育委員会人権教育課 089-912-2960

●特別支援教育

○愛媛県教育委員会特別支援教育課 089-912-2965

●健康安全

○愛媛県教育委員会保健体育課 089-912-2980

●県

〇愛媛県総合教育センター　幼児の相談

幼児期の子どもについての相談を受け付けています。

月～金　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒の相談を受け付けています。

月～金　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

○愛媛県発達障害者支援センター　あい♥ゆう 089-955-5532

発達障害に関する相談をお受けし、アドバイスや情報提供、関係機関の紹介を行います。

　　　〃　　　　（音声案内が聞こえた後）208

　　　〃　　　　（音声案内が聞こえた後）209

　（発信音が変わったあと、7207をダイヤルしてください。）

089-963-3113（音声案内が聞こえた後）118

　子どもの教育に関わる全般的内容について知りたいときは

　幼児・児童生徒の発育や発達の相談を受けたいときは

○愛媛県総合教育センター　特別な支援が必要な子どもに関する相談

089-963-3113（音声案内が聞こえた後）207
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子育て・家庭教育・いじめの相談を受けたいときは

●県・大学

〇24時間子どもSOSダイヤル（愛媛県教育委員会）

全国統一ダイヤル

○愛媛県心と体の健康センター　思春期精神保健相談（愛媛県総合保健福祉センター）

月～金　８：３０～１７：１５（祝日・年末年始を除く） 089-911-3880

面接相談については予約制で、心理職、医師、保健師が対応します。

○愛媛県総合教育センター児童生徒の相談 089-963-3986（教育相談室直通）

月～金8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

○愛媛大学教育学部心理教育相談室 089-913-1031

9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

●警察

〇警察総合相談室（第二110番）

（愛媛県警察本部） ♯9110

（少年サポートセンター）　 089-93４-0110

●各市町の電話相談窓口

〇四国中央市少年育成センター　 0896-28-6064

○新居浜市青少年センター

○新居浜市いじめ110番 0120-10-4774

○西条市青少年育成センター 0897-52-2355

○今治市青少年センター 0898-22-7830

○いじめ相談ホットライン（今治市） 080-6399-3748

○松山市子ども総合相談センター事務所

対象：松山市に在住する0歳から18歳までの子どもに関すること

089-943-3200

��� 089-943-3070

いじめほっとらいん（松山市青少年センター内） 089-943-8740

��� 089-943-3070

　　　　　（相談受付時間/平日　8:30～21:00　土・日・祝　8:30～17:00　※年末年始を除く）

0570-0-78310
なやみいおう

年齢・性別・学校や職種などに関わりなく、様々な心の問題について相談に応じています。相談
の内容によっては、より適切と思われる機関を紹介します。

（相談受付時間/平日　8:30～21:00　土・日・祝　8:30～17:00　※年末年始を除く）

松山市子ども総合相談（松山市青少年センター内）

特に、少年相談や被害少年の支援等については、少年サポートセンターが対応します。電話や
面接での御相談は、専門の職員が「ひめさぽ」でお受けしています。

0897-33-4152

不登校、ひきこもりなど思春期に関する相談について、電話相談を随時行っています。

不登校やいじめ、学校生活、進路、家庭教育等に関する相談を受け付けています。

子どもや保護者等からのいじめの相談に、カウンセリング経験豊かな相談員が24時間いつでも
対応します。ひとりで悩まず、電話してください。

Ⅳ　関係機関

●社会教育・生涯学習・家庭教育

〇愛媛県教育委員会生涯学習課 089-921-2930

○東予教育事務所社会教育課 0897-56-1300（代）

○中予教育事務所社会教育課 089-941-1111（代）

○南予教育事務所社会教育課 0895-22-5211（代）

●子育て支援・保健所

〇愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 089-912-2410

●学校教育・幼児教育

〇愛媛県教育委員会義務教育課 089-912-2940

●高校教育

〇愛媛県教育委員会高校教育課 089-912-2950

●人権教育

○愛媛県教育委員会人権教育課 089-912-2960

●特別支援教育

○愛媛県教育委員会特別支援教育課 089-912-2965

●健康安全

○愛媛県教育委員会保健体育課 089-912-2980

●県

〇愛媛県総合教育センター　幼児の相談

幼児期の子どもについての相談を受け付けています。

月～金　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒の相談を受け付けています。

月～金　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

○愛媛県発達障害者支援センター　あい♥ゆう 089-955-5532

発達障害に関する相談をお受けし、アドバイスや情報提供、関係機関の紹介を行います。

　　　〃　　　　（音声案内が聞こえた後）208

　　　〃　　　　（音声案内が聞こえた後）209

　（発信音が変わったあと、7207をダイヤルしてください。）

089-963-3113（音声案内が聞こえた後）118

　子どもの教育に関わる全般的内容について知りたいときは

　幼児・児童生徒の発育や発達の相談を受けたいときは

○愛媛県総合教育センター　特別な支援が必要な子どもに関する相談

089-963-3113（音声案内が聞こえた後）207
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〇四国中央保健所 0896-23-3360（代）

〇西条保健所 0897-56-1300（代）

〇今治保健所 0898-23-2500（代）

○中予保健所 089-909-8757（代）

〇松山市保健所 089-911-1817

〇八幡浜保健所 0894-22-4111（代）

〇宇和島保健所

子どもの病気や健康上の問題については、かかりつけの医師に御相談ください。

〇四国中央市ファミリーサポートセンター 0896-28-6150

〇西条ファミリー・サポート・センター 0897-53-1666

〇にいはまファミリー・サポート・センター 0897-35-2941

〇いまばりファミリー・サポート・センター 0898-33-2000

〇まつやまファミリー・サポート・センター 089-945-1008

〇ファミリー・サポート・センターとうおん 089-990-1130

〇伊予市ファミリー・サポート・センター 089-982-0406

〇まさきファミリー・サポート・センター 089-960-3269

〇とべファミリー・サポート・センター 089-962-1988

○おおずファミリー・サポート・センター

〇うわじまファミリー・サポート・センター 0895-49-7054

　子どもの発育・発達や健康について相談したいときは

　仕事と育児について相談したいときは

0893-57-9996

0895-22-5211（代）

“育児の援助を受けたい人（依頼会員）“と“育児の援助を行いたい人（提供会員）”とがお互い
会員になり、保育所・幼稚園の送り迎えや子どもの預かりなどについて、地域で助け合うシステ
ムです。

089-922-2399

���� 089-922-2150

（相談受付時間/月～土　8:00～20:00　※年末年始を除く）

○東温市青少年補導センター 089-964-3437

○伊予市青少年センター 089-982-2602

月・火・金（金は午前）のみ

○松前町青少年補導センター 089-985-4142

○砥部町青少年育成センター（原則　月・水・金） 089-962-7400

○久万高原町青少年育成センター 0892-21-0139

○大洲市青少年相談電話（青少年センター） 0893-24-7830

0893-24-1414

○内子町青少年補導センター 0893-44-2114

○八幡浜市青少年センター 0894-24-1987

○八幡浜市いじめ110番 0120-805-415

○西予市電話教育相談 0894-62-7838

○西予市青少年補導センター 0894-62-3469

○宇和島市少年センター

○愛南町少年育成センター 0895-73-1111

○愛南町子ども支援センター（旧満倉小学校） 0895-73-7171

　子どもさん自身が相談したいときは

〇チャイルドラインハートコール・えひめ

「事務局電話」毎月5と0のつく日　16:00～21:00 089-923-9558

「チャイルドライン」月～土16:00～21:00 フリーダイヤル 0120-99-7777

〇東予子ども・女性支援センター 0897-43-3000

〇福祉総合支援センター（子ども・女性支援課） 089-922-5040

〇南予子ども・女性支援センター 0895-22-1245

　専門の相談員が、子どもに関する様々な相談に応じています。

〇虐待に関する児童相談所全国共通ダイヤル 189 （いちはやく）

（最寄りの児童相談所につながります。24時間受付）

　養育上の悩みや非行・虐待など児童の福祉について相談したいときは

0895-25-8712

○おおずふれあいスクール（国立大洲青少年交流の家内）

ほっとHOTひろば（松山市保健所内）
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〇四国中央保健所 0896-23-3360（代）

〇西条保健所 0897-56-1300（代）

〇今治保健所 0898-23-2500（代）

○中予保健所 089-909-8757（代）

〇松山市保健所 089-911-1817

〇八幡浜保健所 0894-22-4111（代）

〇宇和島保健所

子どもの病気や健康上の問題については、かかりつけの医師に御相談ください。

〇四国中央市ファミリーサポートセンター 0896-28-6150

〇西条ファミリー・サポート・センター 0897-53-1666

〇にいはまファミリー・サポート・センター 0897-35-2941

〇いまばりファミリー・サポート・センター 0898-33-2000

〇まつやまファミリー・サポート・センター 089-945-1008

〇ファミリー・サポート・センターとうおん 089-990-1130

〇伊予市ファミリー・サポート・センター 089-982-0406

〇まさきファミリー・サポート・センター 089-960-3269

〇とべファミリー・サポート・センター 089-962-1988

○おおずファミリー・サポート・センター

〇うわじまファミリー・サポート・センター 0895-49-7054

　子どもの発育・発達や健康について相談したいときは

　仕事と育児について相談したいときは

0893-57-9996

0895-22-5211（代）

“育児の援助を受けたい人（依頼会員）“と“育児の援助を行いたい人（提供会員）”とがお互い
会員になり、保育所・幼稚園の送り迎えや子どもの預かりなどについて、地域で助け合うシステ
ムです。

089-922-2399

���� 089-922-2150

（相談受付時間/月～土　8:00～20:00　※年末年始を除く）

○東温市青少年補導センター 089-964-3437

○伊予市青少年センター 089-982-2602

月・火・金（金は午前）のみ

○松前町青少年補導センター 089-985-4142

○砥部町青少年育成センター（原則　月・水・金） 089-962-7400

○久万高原町青少年育成センター 0892-21-0139

○大洲市青少年相談電話（青少年センター） 0893-24-7830

0893-24-1414

○内子町青少年補導センター 0893-44-2114

○八幡浜市青少年センター 0894-24-1987

○八幡浜市いじめ110番 0120-805-415

○西予市電話教育相談 0894-62-7838

○西予市青少年補導センター 0894-62-3469

○宇和島市少年センター

○愛南町少年育成センター 0895-73-1111

○愛南町子ども支援センター（旧満倉小学校） 0895-73-7171

　子どもさん自身が相談したいときは

〇チャイルドラインハートコール・えひめ

「事務局電話」毎月5と0のつく日　16:00～21:00 089-923-9558

「チャイルドライン」月～土16:00～21:00 フリーダイヤル 0120-99-7777

〇東予子ども・女性支援センター 0897-43-3000

〇福祉総合支援センター（子ども・女性支援課） 089-922-5040

〇南予子ども・女性支援センター 0895-22-1245

　専門の相談員が、子どもに関する様々な相談に応じています。

〇虐待に関する児童相談所全国共通ダイヤル 189 （いちはやく）

（最寄りの児童相談所につながります。24時間受付）

　養育上の悩みや非行・虐待など児童の福祉について相談したいときは

0895-25-8712

○おおずふれあいスクール（国立大洲青少年交流の家内）

ほっとHOTひろば（松山市保健所内）
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〇四国中央保健所 0896-23-3360（代）

〇西条保健所 0897-56-1300（代）

〇今治保健所 0898-23-2500（代）

○中予保健所 089-909-8757（代）

〇松山市保健所 089-911-1817

〇八幡浜保健所 0894-22-4111（代）

〇宇和島保健所

子どもの病気や健康上の問題については、かかりつけの医師に御相談ください。

〇四国中央市ファミリーサポートセンター 0896-28-6150

〇西条ファミリー・サポート・センター 0897-53-1666

〇にいはまファミリー・サポート・センター 0897-35-2941

〇いまばりファミリー・サポート・センター 0898-33-2000

〇まつやまファミリー・サポート・センター 089-945-1008

〇ファミリー・サポート・センターとうおん 089-990-1130

〇伊予市ファミリー・サポート・センター 089-982-0406

〇まさきファミリー・サポート・センター 089-960-3269

〇とべファミリー・サポート・センター 089-962-1988

○おおずファミリー・サポート・センター

〇うわじまファミリー・サポート・センター 0895-49-7054

　子どもの発育・発達や健康について相談したいときは

　仕事と育児について相談したいときは

0893-57-9996

0895-22-5211（代）

“育児の援助を受けたい人（依頼会員）“と“育児の援助を行いたい人（提供会員）”とがお互い
会員になり、保育所・幼稚園の送り迎えや子どもの預かりなどについて、地域で助け合うシステ
ムです。

089-922-2399

���� 089-922-2150

（相談受付時間/月～土　8:00～20:00　※年末年始を除く）

○東温市青少年補導センター 089-964-3437

○伊予市青少年センター 089-982-2602

月・火・金（金は午前）のみ

○松前町青少年補導センター 089-985-4142

○砥部町青少年育成センター（原則　月・水・金） 089-962-7400

○久万高原町青少年育成センター 0892-21-0139

○大洲市青少年相談電話（青少年センター） 0893-24-7830

0893-24-1414

○内子町青少年補導センター 0893-44-2114

○八幡浜市青少年センター 0894-24-1987

○八幡浜市いじめ110番 0120-805-415

○西予市電話教育相談 0894-62-7838

○西予市青少年補導センター 0894-62-3469

○宇和島市少年センター

○愛南町少年育成センター 0895-73-1111

○愛南町子ども支援センター（旧満倉小学校） 0895-73-7171

　子どもさん自身が相談したいときは

〇チャイルドラインハートコール・えひめ

「事務局電話」毎月5と0のつく日　16:00～21:00 089-923-9558

「チャイルドライン」月～土16:00～21:00 フリーダイヤル 0120-99-7777

〇東予子ども・女性支援センター 0897-43-3000

〇福祉総合支援センター（子ども・女性支援課） 089-922-5040

〇南予子ども・女性支援センター 0895-22-1245

　専門の相談員が、子どもに関する様々な相談に応じています。

〇虐待に関する児童相談所全国共通ダイヤル 189 （いちはやく）

（最寄りの児童相談所につながります。24時間受付）

　養育上の悩みや非行・虐待など児童の福祉について相談したいときは

0895-25-8712

○おおずふれあいスクール（国立大洲青少年交流の家内）

ほっとHOTひろば（松山市保健所内）
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