「ひとり親」の就業を
ご支援ください

事業主の
皆さまへ

母子家庭の母や父子家庭の父（「ひとり親」
）は、子育てをしながら働かなければならないため、
就職に当たっては、労働条件での制約を受けたり、困難を伴うことが少なくありません。また、
昨今の厳しい経済情勢の下、就職は一層厳しくなっています。
国と地方公共団体では、平成 25 年 3 月 1 日に施行された「母子家庭の母及び父子家庭の父
の就業の支援に関する特別措置法」に基づき、企業に対して、優先的にひとり親を雇い入れたり、
その他の協力を要請することにしました。
そこで、事業主の皆さまには、このような状況をご理解の上、ひとり親の就業をご支援いただ
きますようお願いいたします。助成金制度がありますので、ぜひご活用ください。
また、業務を外部委託される場合は、母子福祉団体等の活用をご検討ください。
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ひとり親の雇用促進にご協力ください

ひとり親の優先的な雇用にご配慮いただき、最寄りのハローワークや「母子家庭等就業・自立支援センター」※
に求人情報の提供をお願いします。
※都道府県、政令指定都市、中核市に設置されており、ひとり親家庭に対して無料の就業相談・講習会・情報提供などを行っています。

◦就業促進を通じて、ひとり親家庭を経済的に支え、子どもの成長を育み、社会に

支援するメリット

貢献することができます。
◦ひとり親を雇用する事業主は、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用奨励
金などを活用できる場合があります。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金や奨励金

（平成 25 年度）

●特定求職者雇用開発助成金
ハローワークなどの紹介で、ひとり親を雇い入れた事業主に、賃金の一部を助成します。
◦短時間労働者以外

中小企業…90 万円

大企業…50 万円

◦短時間労働者

中小企業…60 万円

大企業…30 万円

※短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の労働者を言います。

●トライアル雇用奨励金
ハローワークの紹介で、ひとり親を一定期間（原則 3 か月）試行雇用する事業主に、対象者１人当
たり月額最大４万円（最長３か月間）の奨励金を支給します。

●キャリアアップ助成金の加算
正規雇用等転換コースや短時間正社員コースを実施する際に、対象労働者がひとり親の場合に助成
金を加算します。

これらの助成金、奨励金の対象となる「ひとり親」は、母子家庭の母と、児童扶養手当を受給している父子家庭の父です。
詳しくは、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
全国ハローワーク一覧 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 都道府県労働局一覧 http://www.mhlw.go.jp/link/index.html
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母子福祉団体等への業務発注にご協力ください

母子福祉団体とは、
「母子及び寡婦福祉法」に基づく、ひとり親家庭および寡婦の福祉の向上を目的とした団
体です。母子家庭等就業・自立支援センターの運営をはじめ、長年にわたって、育児・子育て関連業務や講習会・
セミナーの運営などを実施し、業務運営の経験、スタッフともに豊富です（団体により事業内容は異なります）。
また、母子福祉団体のほかにも、ひとり親家庭の支援を目的とした特定非営利法人（ＮＰＯ）が多数あり、さ
まざまな事業を行っています。
これらの団体（母子福祉団体等）への積極的な発注をお願いします。

支援するメリット

◦母子福祉団体等を活用することで、地域に密着した事業運営を行うことができ
ます。
◦ひとり親家庭の就業促進を通して、地域・社会に貢献することができます。
❶育児・子育て関連
（託児サービス / 親子のふれあい交流 / 児童の訪問援助）
❷講習会・セミナー・相談会の運営・開催
（パソコン教室の運営・講習会 / 地域の学習教室 / 就職準備・離転職セミナー /
養育費相談 / キャリアカウンセリング相談 / 日常生活の相談 / 法律相談）
❸店舗・自動販売機の設置
（自動販売機の設置 / 売店の運営管理 / カフェの運営）

母子福祉団体等で
行っている事業の
例

❹施設の運営管理
（清掃 / 職員寮などの管理 / 児童館の運営管理）
❺地域の安心確保
（地域の見守り / 市民共働型の自転車利用適正化事業）
❻事務委託
（資料・パンフレットなどの封入・配送 / 会議の議事録作成）
❼ 地方自治体からの受託による事業
（母子家庭等就業・自立支援センターの運営 / 日常生活支援事業の実施 / 自立支
援プログラムの策定 / 母子生活支援施設の運営 / 母子福祉センターの管理運営 /
母子家庭等就業支援講習会の実施 / 在宅就業支援 / 面会交流支援

など）

これらは、全国の母子福祉団体等で行っている事業の例です。各団体で実施して
いる事業内容や受注できる事業については、各都道府県・指定都市にある母子福祉
団体にご確認ください。また、各地で実施している事業については、（一財）全国
母子寡婦福祉団体協議会でも照会に応じています。

作成：厚生労働省

雇用均等・児童家庭局

家庭福祉課

母子家庭等自立支援室

全国母子寡婦福祉団体協議会加盟団体及び関係団体 一覧
（全国母子寡婦福祉団体協議会加盟団体）
全国

地区

030-0822

青森市中央三丁目 20 番 30 号
県民福祉プラザ 3 Ｆ

017-735-4152

畿

東 北・北 海 道

郵便番号

所

在

地

ＴＥＬ
06-6762-9995

公益社団法人
大阪市北区中津 1-4-10
大阪市母と子の 531-0071
大阪市立愛光会館内
共励会

06-6371-7146

一般財団法人
大阪府堺市堺区南瓦町 2-1
堺市母子寡婦福 590-0078
堺市総合福祉会館 2F
祉会

072-223-7902

神戸市中央区下山手通 5-7-11
一般財団法人
兵庫県婦人共励会 650-0011 兵庫県母子会館内

078-341-7372
078-341-4532

020-0015

盛岡市本町通 3-19-1
019-623-8539
岩手県福祉総合相談センター内

983-0832

仙台市宮城野区安養寺 3-7-3
宮城県母子福祉センター内

022-256-6512

一般社団法人
橿原市大久保町 320-11
奈良県母子福祉 634-0061
0744-29-0188
奈良県社会福祉総合センター 4 Ｆ
連合会

010-0864

秋田市手形住吉町 4-26
018-833-4249
秋田県母子福祉総合センター内

公益社団法人
和歌山市和歌浦東 3-6-46
和歌山県母子寡 641-0021
073-444-0376
和歌山県立和歌山すみれホーム内
婦福祉連合会

990-0021

山形市小白川町 2-3-31
023-633-0962
山形県総合社会福祉センター内

一般社団法人
鳥取市伏野 1729-5
鳥取県母子寡婦 689-0201
0857-59-6344
鳥取県立福祉人材研修センター内
福祉連合会

310-0065

水戸市八幡町 11-52
茨城県立母子の家内

029-221-7505

一般財団法人
松江市東津田町 1741-3
島根県母子寡婦 690-0011
島根県立母子福祉センター内
福祉連合会

320-0071

宇都宮市野沢 4-1
パルティとちぎ 1 Ｆ

028-665-7801

一般財団法人
岡山市北区内山下 2-4-6
岡山県母子寡婦 700-8570
086-226-7349
岡山県保健福祉部子ども未来課内
福祉連合会

371-0843

前橋市新前橋町 13-12
027-255-6636
群馬県社会福祉総合センター内

330-0074

さいたま市浦和区北浦和 5-6-5
048-822-1951
埼玉県浦和合同庁舎内

260-0856

千葉市中央区亥鼻 2-10-9
千葉県母子福祉会館内

東京都新宿区神楽河岸 1-1
162-0823
セントラルプラザ 5 Ｆ

082-543-6889

一般財団法人
広島市中区千田町 1-9-43
広島市母子寡婦 730-0052
広島市社会福祉センター 4 Ｆ
福祉連合会

082-241-1768

043-222-5818

財団法人
山口市富田原町 4-58
山口県母子寡婦 753-0054
山口県母子福祉センター内
福祉連合会

083-923-2490

03-5261-1341 ～ 2

公益財団法人
徳島市中昭和町 1-2
徳島県母子寡婦 770-0943
088-654-7418
徳島県立総合福祉センター 2 Ｆ
福祉連合会

関
東

川崎市中原区今井上町 34 和田
一般財団法人
ビル 2F
川崎市母子寡婦 211-0067
044-733-1166
川崎市母子福祉センター サン・
福祉協議会
ライヴ内
一般社団法人
新潟市中央区上所 2-2-2
025-281-5546
新潟県母子寡婦 950-0994
ユニゾンプラザ 3 Ｆ
福祉連合会
一般財団法人
甲府市朝日 4-5-21
山梨県母子寡婦 400-0025
055-252-7014
山梨県母子福祉センター内
福祉連合会
一般社団法人
長野市若里 7-1-7
380-0928
026-228-9233
長野県ひとり親
長野県社会福祉総合センター内
家庭等福祉連合会
公益社団法人
静岡市葵区駿府町 1-70
静岡県母子寡婦 420-0856
054-254-5220
静岡県総合社会福祉会館 4 Ｆ
福祉連合会

岐阜市下奈良 2-2-1
岐阜県福祉農業会館 4 Ｆ

名古屋市北区金田町 3-11
462-0033
愛知県母子福祉センター内

087-874-1580

一般財団法人
松山市本町 7-2
愛媛県母子寡婦 790-0811
愛媛県本町ビル 1 Ｆ
福祉連合会

089-907-3200

社会福祉法人
春日市原町 3-1-7
福岡県母子寡婦 816-0804
クローバープラザ 6 階
福祉連合会

092-584-3922

一般財団法人
北九州市戸畑区汐井町 1-6
北九州市母子寡 804-0067
ウェルとばた 4 Ｆ
婦福祉会

093-871-3225

長崎市茂里町 3-24
社団法人
長崎県母子寡婦 852-8104 長崎県総合福祉センター
福祉連合会
県棟 1 Ｆ

095-846-8722

社団法人
長崎市上町 1-33
長崎市母子寡婦 850-0054
長崎市社会福祉会館 3 階
福祉会

095-828-1470

社会福祉法人
熊本市中央区南千反畑町 3-7
熊本県母子寡婦 860-0842
熊本県総合福祉センター 2 Ｆ
福祉連合会

096-324-2136

076-432-4298

一般財団法人
大分市大津町 2-1-41
大分県母子寡婦 870-0907
大分県総合社会福祉会館内
福祉連合会

097-552-3313

076-264-0503

一般財団法人
宮崎市原町 2-22
宮崎県母子寡婦 880-0007
宮崎県福祉総合センター 4 Ｆ
福祉連合会

0985-22-4696

0776-21-0733

社会福祉法人
鹿児島市鴨池新町 1-7
鹿児島県母子寡 890-8517
099-258-2984
鹿児島県社会福祉センター 7 Ｆ
婦福祉連合会

058-274-0494

公益社団法人
那覇市首里石嶺町 4-373-1
沖縄県母子寡婦 903-0804
沖縄県総合福祉センター内
福祉連合会

054-221-1565

052-915-8862

514-0003

津市桜橋 2-131
三重県社会福祉会館内

059-228-6298

520-0801

大津市におの浜 4-3-26
滋賀県母子福祉施設のぞみ荘内

077-522-2951

近 畿

京都市中京区竹屋町通烏丸東入
社会福祉法人
京都府母子寡婦 604-0874 る清水町 375
075-223-1360
福祉連合会
京都府立総合社会福祉会館内
京都市左京区下鴨北野々神町
26 番地
社団法人
京都市母子寡婦 606-0846 北山ふれあいセンター
075-708-7751
福祉連合会
京都市ひとり親家庭支援センター
ゆめあす内

州

500-8385

財団法人
香川県母子寡婦 769-0102 高松市国分寺町国分 348-2
福祉連合会

一般財団法人
佐賀市神野東二丁目 6 番 10 号
佐賀県母子寡婦 840-0804
0952-97-9767
佐賀県駅北館 2 階
福祉連合会

九

中 部

一般社団法人
静岡市葵区追手町 5-1
静岡市母子寡婦 420-8602
静岡市葵福祉事務所保育児童課内
福祉会
富山市安住町
5-21
公益財団法人
富山県母子寡婦 930-0094 富山県総合福祉会館
福祉連合会
（サンシップとやま）3 Ｆ
公益財団法人
金沢市三社町 1-44
石川県母子寡婦 920-0861
石川県女性センター 5 Ｆ
福祉連合会
一般財団法人
福井市光陽 2-3-22
福井県母子寡婦 910-0026
福井県社会福祉センター内
福祉連合会

0852-32-5920

一般財団法人
広島市中区富士見町 11-6
広島県母子寡婦 730-0043
エソール広島 2 階
福祉連合会

藤沢市江の島 1-11-1
一般財団法人
神奈川県母子寡婦 251-0036 神 奈 川 県 立 か な が わ 女 性 セ ン 0466-27-2111
福祉連絡協議会
ター内
一般財団法人
横浜市中区常盤町 3-24
横浜市母子寡婦 231-0014
045-651-0390
サンビル 8 Ｆ
福祉会

一般財団法人
岐阜県母子寡婦
福祉連合会
社会福祉法人
愛知県母子寡婦
福祉連合会
一般財団法人
三重県母子寡婦
福祉連合会
社会福祉法人
滋賀県母子福祉
のぞみ会

名称

社会福祉法人
大阪市中央区谷町 5-4-13
大阪府母子寡婦 540-0012
大阪府谷町福祉センター内
福祉連合会

社会福祉法人
神戸市中央区橘通 3-4-1
神戸市母子福祉 650-0016
神戸市総合子福祉センター内
たちばな会

中国・四国

公益財団法人
青森県母子寡婦
福祉連合会
社団法人
岩手県母子寡婦
福祉連合会
公益財団法人
宮城県母子福祉
連合会
社会福祉法人
秋田県母子寡婦
福祉連合会
一般財団法人
山形県母子寡婦
福祉連合会
社会福祉法人
茨城県母子寡婦
福祉連合会
公益財団法人
栃木県ひとり親
家庭福祉連合会
一般財団法人
群馬県母子寡婦
福祉協議会
公益財団法人
埼玉県母子寡婦
福祉連合会
一般財団法人
千葉県母子寡婦
福祉連合会
一般財団法人
東京都母子寡婦
福祉協議会

地区

近

名称
郵便番号
所
在
地
ＴＥＬ
東京都品川区東大井五丁目 26
一般財団法人
全国母子寡婦福 140-0011 番 20 号
03-6718-4088
祉団体協議会
アクシルコート大井仙台坂 104
北海道札幌市中央区北 1 条東 8
社会福祉法人
北海道母子寡婦 060-0031 丁目
011-261-0447
福祉連合会
北海道母子福祉センター内
公益社団法人
札幌市中央区大通西 19 丁目
札幌市母子寡婦 060-0042
011-631-3270
札幌市社会福祉総合センター内
福祉連合会

098-887-4099

（ＮＰＯ法人）
名称
郵便番号
所
在
地
ＮＰＯ法人
東京都千代田区神田神保町
し ん ぐ る ま ざ あ ず・ 101-0051 2-28
ふぉーらむ
日下ビル 2 Ｆ
ＮＰＯ法人全国父子
959-2015 新潟県阿賀野市北本町 17-17
家庭支援連絡会
東京都千代田区一番町 4-42
ＮＰＯ法人あごら
102-0082
一番町Ⅱビル 6 Ｆ
ＮＰＯ法人ＷＩＮＫ 160-0022 新宿区新宿 1-18-10-202

ＴＥＬ
03-3263-1519
0250-47-6009
03-3646-8923
03-6685-6415

母子家庭等就業・自立支援センター 一覧
自治体名

住所

電話番号

都道府県

住所

（平成 25 年度）
電話番号

政令指定都市
函館市若松町 36 番 25 号

北海道

自治体名

函館高砂母子ホーム内

0138-24-8040

北見市北 8 条西 1 丁目

0157-23-4195

旭川市 5 条通 4 丁目

0166-21-7181

旭川市ときわ市民ホール 1 階

札幌市
仙台市

札幌市中央区大通西 19 札幌市社会福祉総合センター内

011-631-3270

仙台市青葉区中央 1 丁目 3-1

ＡＥＲ 29 階

022-212-4322

シャンボール青葉 2 階

022-302-3663

仙台市青葉区二日町 6-6

釧路市旭町 16 番 5 号

0154-22-2401

帯広市公園東町 3 丁目 9 番地 1 号

0155-20-7751

千葉市

千葉市中央区千葉港 1-1

室蘭市本町 2 丁目 2 番 11 号

0143-83-7047

横浜市

横浜市中区常盤町 3-24

青森県

青森市中央 3-20-30

017-735-4152

川崎市

川崎市中原区今井上町 34 和田ビル 2 階

岩手県

盛岡市本町通 3-19-1 岩手県福祉総合相談センター 3 Ｆ

019-623-8539

宮城県

仙台市宮城野区安養寺 3-7-3

022-295-0013

新潟市

新潟市中央区上所 2-2-2

新潟ユニゾンプラザ 3 階

秋田県

秋田市旭北栄町 1 番 5 号

018-896-1531

静岡市

静岡市葵区駿府町 1-70

静岡県総合社会福祉会館内

山形県

山形市小白川町 2-3-31
山形県総合社会福祉センター内

023-632-2296

浜松市

静岡市葵区駿府町 1-70 静岡県総合社会福祉会館 4 階

054-254-1191

名古屋市北区金田町 3-11

052-915-8824

福島県

福島市渡利字七社宮 111
福島県総合社会福祉センター 3 階

024-521-5699

名古屋市中区栄 4-1-1

052-252-8824

茨城県

水戸市八幡町 11-52

029-221-8497

栃木県

宇都宮市野沢町 4-1

とちぎ男女共同参画センター内

028-665-7801

群馬県

前橋市新前橋町 13-12 群馬県社会福祉総合センター内

027-255-6636

春日部市大沼 1-76

048-737-2139

埼玉県

千葉県
東京都

県民福祉プラザ 3 階

秋田県社会福祉会館 5 階

茨城県母子福祉センター内

東部中央福祉事務所内

坂戸市大字石井 2327-1

西部福祉事務所内

049-283-7991

本庄市前原 1-8-12

北部福祉事務所内

0495-22-0104

秩父市桜木町 8-18

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

千葉市中央区亥鼻 2-10-9
新宿区神楽河岸 1-1

千葉県母子福祉会館内

セントラルプラザ 5 階

千代田区飯田橋 3-10-3

神奈川県 藤沢市江ノ島 1-11-1

043-225-0608
03-5261-8687

東京しごとセンター 7 階

03-3263-3451

県立かながわ女性センター内

0466-27-2111

さいたま市 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 さいたま市役所子育て支援課内
千葉市役所健全育成課内
サンビル 8 階

相模原市 相模原市緑区橋本 6-2-1 シティ・プラザはしもと 6 階

名古屋市

中日ビル 9 階

048-829-1948
043-245-5179
045-227-6337
044-733-1166
042-700-1618
025-281-5587
054-254-1191

京都市

京都市左京区下鴨北野々神町 26 北山ふれあいセンタ - 内

075-708-7750

大阪市

大阪市北区中津 1-4-10

06-6371-7146

堺市

堺市堺区南瓦町 2-1

大阪市立愛光会館内

堺市総合福祉会館内

072-223-7902

神戸市

神戸市中央区橘通 3-4-1 神戸市総合福祉センター 3 階

078-341-4532

岡山市

岡山市北区大供 1-1-1 岡山市役所こども福祉課内

086-803-1222

広島市

広島市中区千田町 1-9-43 広島市社会福祉センター 4 階

082-546-1751

北九州市戸畑区汐井町 1-6
北九州市
ウェルとばた 4 階 北九州市立母子福祉センター

093-871-3224

福岡市

福岡市中央区大手門 2-5-15 福岡市立母子福祉センター

092-715-8805

熊本市

熊本市中央区水前寺 4-47-50

096-385-1160

中核市

025-281-5587

旭川市

0166-21-7181

富山市安住町 5-21
富山県総合福祉会館（サンシップとやま）3 階

旭川市 5 条通 4 丁目
旭川市ときわ市民ホール 1 階 旭川市社会福祉協議会内

076-432-4210

函館市

函館市若松町 36 番 25 号 函館高砂母子ホーム内

0138-24-8040

石川県

金沢市三社町 1-44

石川県女性センター 5 階

076-264-0503

青森市

青森市中央 1-22-5

017-734-5334

福井県

福井市光陽 2-3-22

福井県社会福祉センター 4 階

0776-21-0733

盛岡市

盛岡市本町通 3-19-1 岩手県福祉総合相談センター 3F

019-623-8539

山梨県

甲府市朝日 4-5-21

秋田市

秋田市八橋南 1-8-2

018-866-1341

郡山市

郡山市朝日 1-29-9 郡山市総合福祉センター 3 階郡
山市母子福祉センター

新潟県

新潟市中央区上所 2-2-2

富山県

新潟ユニゾンプラザ 3 階

055-252-7014

長野県

長野市大字南長野字幅下 692-2
長野県健康福祉部こども・家庭課内

026-232-0111

岐阜県

岐阜市下奈良 2-2-1

058-268-2569

静岡県

静岡市葵区駿府町 1-70

愛知県

名古屋市北区金田町 3-11

三重県

津市桜橋 2-131

滋賀県

京都府

岐阜県福祉・農業会館 4 階
静岡県総合社会福祉会館内

054-254-1191
052-915-8824

三重県社会福祉会館内

059-228-6298

大津市におの浜 4-3-26 母子福祉施設「のぞみ荘」内

077-527-4800

近江八幡市鷹飼町 80-4
滋賀県立男女共同参画センター内
滋賀マザーズジョブステーション内

0748-37-5088

京都市南区新町通九条下ル

075-662-3773

京都テルサ東館 2 階

秋田市老人福祉センター内

いわき市 いわき市平字梅本 21

024-924-2963
0246-22-7452

宇都宮市野沢町 4-1
宇都宮市
パルティ とちぎ男女共同参画センター内

028-665-7801

前橋市新前橋町 13-12 群馬県社会福祉総合センター内

027-255-6636

高崎市

前橋市新前橋町 13-12 群馬県社会福祉総合センター内

027-255-6636

川越市

川越市元町 1-3-1

049-224-5821

船橋市

船橋市湊町 2-10-25

前橋市

柏市

船橋市役所児童家庭課内

柏市柏 5-10-1

047-436-3316
04-7167-1595

横須賀市 横須賀市小川町 11

046-822-9809

富山市

富山市安住町 5-21
富山県総合福祉会館（サンシップとやま）3 階

金沢市

金沢市三社町 1-44

長野市

長野市大字鶴賀緑町 1613 長野市役所保育家庭支援課内

026-224-5031

岐阜市

岐阜市下奈良 2-2-1

058-268-2569

豊橋市

名古屋市北区金田町 3-11

052-915-8824

073-444-0501

豊田市

名古屋市北区金田町 3-11

052-915-8824

鳥取市東町 1-220 鳥取県福祉保健部青少年・家庭課

0857-26-7869

岡崎市

名古屋市北区金田町 3-11

鳥取市伏野 1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内

0857-59-6344

大津市

大津市浜大津四丁目 1-1

島根県

松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根 2 階

0852-32-5920

高槻市

大阪市中央区谷町 5-4-13 大阪府谷町福祉センター内

06-6762-9995

岡山県

岡山市北区石関町 2-1

086-803-5300

東大阪市 大阪市中央区谷町 5-4-13 大阪府谷町福祉センター内

06-6762-9995

広島県

広島市中区富士見町 11-6

山口県

山口市富田原町 4-58

徳島県

徳島市中昭和町 1-2

香川県
愛媛県
高知県

高知市旭町 3-115
こうち男女共同参画センター（ソーレ） 2 階

088-875-2500

春日市原町 3-1-7

クローバープラザ 6 階

092-584-3931

飯塚市新立岩 8-1

福岡県飯塚総合庁舎 2 階

0948-21-0390

福知山市篠尾新町 1-14

エースビル 4 階

0773-23-2771

大阪府

大阪市中央区谷町 5-4-13 大阪府谷町福祉センター内

06-6762-9498

兵庫県

神戸市中央区下山手通 5-10-1

078-362-3201

奈良市西木辻町 93-6
奈良県

エルトピア奈良

橿原市大久保町 320-11
奈良県社会福祉総合センター

内

内

和歌山県 和歌山市和歌浦東 3-6-46
鳥取県

福岡県

岡山県総合福祉会館 5 階

0742-24-7624
0744-29-0188

岐阜県福祉・農業会館 4 階

076-224-3417

052-915-8824
明日都浜大津 5 階

077-522-0220

エソール広島 2 階

082-249-7149

豊中市

大阪府豊中市中桜塚 3-1-1

山口県母子福祉センター内

083-923-2490

姫路市

姫路市安田 4-1

079-221-2132

088-654-7418

西宮市

西宮市六湛寺町 10 番 3 号 西宮市児童・母子支援課内

0798-35-3166

高松市国分寺町国分 348-2

087-874-1580

尼崎市

尼崎市東七松町 1-23-1

尼崎市こども家庭支援課内

06-6489-6349

松山市本町 7-2

089-907-3200

奈良市

奈良市二条大路南 1-1-1

奈良市役所子育て相談課

0742-34-4804

県立総合福祉センター 2 階

愛媛県本町ビル 1 階

久留米市日吉町 15-60

ニッセイ久留米ビル 9 階
佐賀県駅北館 2 階

0942-32-1140

佐賀県

佐賀市神野東 2-6-10

長崎県

長崎市茂里町 3-24

熊本県

熊本市南千反畑町 3-7
熊本県総合福祉センター 2 階

096-351-8777

大分県

大分市大津町 2-1-41

097-552-3313

宮崎県

宮崎市原町 2-22

長崎県総合福祉センター 2 階

大分県総合社会福祉会館 3 階

鹿児島県 鹿児島市鴨池新町 1-7 鹿児島県社会福祉センター 7 階
沖縄県

石川県女性センター内

076-432-4210

那覇市首里石嶺町 4-373-1
沖縄県総合福祉センター東棟 301

0952-97-9767
095-894-9953

0985-22-4696
099-258-2984
098-887-4099

06-6858-2767

和歌山市 和歌山市七番丁 23

073-435-1219

倉敷市

倉敷市西中新田 640

086-426-3314

福山市

福山市御門町 2-1-1

084-921-5546

下関市

下関市南部町 1-1

083-231-1358

高松市

高松市国分寺町国分 348-2

松山市

松山市二番町 4-7-2

高知市

高知市旭町 3-115 こうち男女共同参画センター 2 階

松山市子育て支援課内

久留米市 久留米市日吉町 15-60

ニッセイ久留米ビル 9 階

087-874-1580
089-948-6418
088-875-2500
0942-32-1140

長崎市

長崎市茂里町 3-24 長崎県総合福祉センター 2 階

095-894-9953

大分市

大分市大津町 2-1-41

097-552-3313

宮崎市

宮崎市橘通西 1-1-1

大分県総合社会福祉会館 3 階
宮崎市福祉部子育て支援課内

鹿児島市 鹿児島市山下町 11-1
那覇市

那覇市泉崎 1-1-1

那覇市役所子育て応援課

0985-21-1765
099-216-1260
098-861-6951

