１．相談窓口
ひとり親家庭就業・自立支援センター
ひとり親家庭の方の就業や生活に関する相談をお受けします。就業を通して
「自立」
を目指す方の
支援をします。
【相談時間】

月～金曜日
（祝休日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

【内容】

（１）
就業相談
・求職や転職
・資格取得や職業訓練
・職場の悩み
・プログラム策定の実施
・その他就業に関すること
（２）
生活相談

【問合せ】

子育て支援政策課内ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL ０４８－８２９－１９４８
FAX ０４８－８２９－１９６０
※電話、
来所によるご相談を受け付けています。
（来所によるご相談の場合、事前にお電話で予約していただくことをおすすめします。）

子育ての相談
●

なんでも子ども相談

おおむね15歳までのお子様と、
その保護者および関係者の方を対象に、子どもや家庭に関する
あらゆる相談を受け付けています。窓口での相談（あいぱれっと1階）
は、
お子様と一緒にご利用い
ただけます。
予約は不要です。
どんなことでもお気軽にご利用ください。
【相談時間】

月・火・木・金曜日
１１：３０～２０：００
（最終受付１９：３０）
土・日曜日・祝日
（年末年始を除く）
９：００～１７：００
（最終受付１６：３０）
※水曜休館。水曜が祝日の場合は、翌平日が休館となります。

【相談先】

子ども家庭総合センターなんでも子ども相談
TEL ０４８－７６２－７７５７
FAX ０４８－７１１－８９０４
〈メール相談〉nandemo-kodomo@city.saitama.lg.jp

迷惑メール拒否設定をされている方は、受信設定をしてください。
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●

子育て応援ダイヤル

子育てに関する各種制度や地域情報などで
「どこに聞いたらいいのかな」
と思ったときはお電話
ください。子育て支援総合コーディネーターが情報をお調べしたり、必要に応じて専門の機関を紹
介します。
【よくある質問の例】

・近くに子どもを一時的に預けられる施設はありますか？
・サークル活動に参加したいのですが、
どんなサークルがありますか？
・子どもを遊ばせることができる場所を探しています。

【相談時間】

月～金曜日
（祝休日、
年末年始を除く）
９：００～１２：００、
１３：００～１７：００

【問合せ】

TEL ０４８－８２９－１９４３
●

FAX ０４８－８２９－１９６０

子育て不安電話相談

子育ては、毎日様々な出来事がおこり、悩みや心配が尽きないものです。
そんなとき、
ぜひお電話
ください。
電話相談員がじっくりお話を聴き、一緒に考えます。
【相談時間】

月～金曜日
（祝休日、年末年始を除く）
１０：００～１６：００

【相談専用電話番号】

TEL ０４８－８８１－０９２２

【問合せ】

保健福祉局保健所地域保健支援課
TEL ０４８－８４０－２２０８
FAX ０４８－８４０－２２２９
●

育児相談

お子様がすこやかに育つように、育児に関することやその他心配ごとの相談をお受けします。
【相談先】

各区役所保健センター ⇒Ｐ．
28
●

家庭児童相談

子どものしつけや性格、生活習慣、言語、学校生活、非行などに関するご相談を相談員がお受け
します。
【相談時間】

月～金曜日
（祝休日、年末年始を除く）
９：００～１７：００
（相談員が不在となる場合があります。）

【相談先】

各区役所家庭児童相談室（各区役所支援課児童福祉係） ⇒Ｐ．
28
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生活や仕事の相談
●

さいたま市生活自立・仕事相談センター

生活自立・仕事相談センターは、経済的な問題で生活にお困りの方のための相談窓口です。
ご本
人が抱えている問題をお聞きし、解決の方法を一緒に考え、
「自立」
に向けた支援をします。
【相談内容】

・自立相談支援
・住居確保給付金
・就労準備支援
・一時生活支援
・家計相談支援

【相談時間】

月～金曜日
（祝休日、年末年始を除く）
９：００～１７：００
（初回のご相談は、
１６：３０までにお越しいただくようお願いします。）

【問合せ】

各区役所福祉課内 生活自立・仕事相談センター

⇒Ｐ．
28

法律の相談
●

ひとり親家庭のための法律相談

法律知識が必要となる、
ひとり親家庭に関するご相談に、
月に２回（平日に1回と最終日曜日）、
弁護士が無料でご相談をお受けします。
（ご相談には事前のご予約が必要です。）
また、
８月には各
区役所においても、法律相談を実施します。
【相談内容】

・離婚に関すること
・親権に関すること
・養育費に関すること
・その他法律知識が必要な、
ひとり親家庭に関すること

【予約受付時間】

月～金曜日
（祝休日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

【問合せ】

子育て支援政策課内ひとり親家庭就業・自立支援センター
●

日本司法支援センター埼玉地方事務所（法テラス埼玉）

【相談時間
（いずれも祝休日、年末年始を除く）
】
（１）
情報提供
（電話・面談）
月～金曜日９：００～１６：００
5
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（２）
無料法律相談（面談・事前予約制）
①一般相談
（離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般）、
クレサラ・借金相談
月～金曜日１０：００～１２：００、
１３：００～１６：２０
②外国人相談
（外国人の方がかかえる結婚・離婚・相続・労働問題など民事全般）
毎月第２・第４水曜日１３：００～１６：２０
③司法書士による消費者相談（少額訴訟・敷金問題・オークション詐欺・クレサラ相談など）
毎週金曜日１３：００～１６：２０
④労働相談
（不当解雇・賃金未払い・パワハラなどに関する相談）
毎週月曜日１０：００～１２：００
⑤ＤＶ相談
毎週木曜日１０：００～１２：００
【内容】

法的トラブルでお困りの方を対象とした、次の
（１）〜（２）
の相談など

（１）
情報提供
情報提供担当の職員が、電話や面談によりお問い合わせの内容に応じた一般的な法制度や手
続き、
関係機関の相談窓口をご案内します。
（２）
無料法律相談
経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった時に、民事法律扶助による無料法律相談をご
案内いたします
（面談・事前予約制）。
ご利用にあたっては、資力要件などがございますので、必ず
事前にお問い合わせください。
【問合せ】

●日本司法支援センター埼玉地方事務所（法テラス埼玉）
TEL ０５０３３８３－５３７５ 月～金曜日
（祝休日、年末年始を除く）
９：００～１７：００
●日本司法支援センター（法テラス・サポートダイヤル）
TEL ０５７０－０７８３７４
（IP電話からは０３－６７４５－５６００にお電話ください）
月～金曜日９：００～２１：００、土曜日９：００～１７：００
（いずれも祝休日、年末年始を除く）

養育費と面会交流の相談
●

養育費相談支援センター

離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。
どちらの親にも子どもを養育
し、幸せにする責任があります。離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力
し合うか、話し合って、
取り決めましょう。
（１）
養育費

【養育費の取決め方】

①双方の話合いで決める
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。取決めた内容
は、
お近くの公証役場で公正証書を作成しておきましょう。

ひとり親家庭ガイドブック
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②調停で決める
双方の話合いで決まらない場合は、離婚調停の中で養育費の取決めができます。
また、協議離婚
後に養育費の申立てをすることができます。
この場合、
まとまらない時は審判で金額が決められます。

※養育費については、公正証書や調停、審判、裁判などで決めた金額が支払われない場合、給与
や銀行口座などを差押えるために強制執行を申し立てることができます。
【養育費の算定】

父母が話し合い、
お互いに納得できる金額を決めることが大切です。標準的な養育費の額について
は、
父母の年収、
子どもの数、
子どもの年齢を基準に計算された
「養育費算定表」
が参考になります。
こ
の
「養育費算定表」
は
「養育費相談支援センター」
や裁判所のホームページなどで紹介されています。

（２）
面会交流

【面会交流の方法】

面会交流の方法には、父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける
（連れて行く）方法、別
居親が迎えに来る
（訪問する）方法、宿泊を伴う方法などがあります。
いずれも、子どもの年齢、健
康状態、
生活状況などを考慮して無理のないように決めることが大切です。

【取決めの方法】

面会交流を行う際に取り決めておく必要があるのは、面会の時期、方法、回数、親同士が守らな
ければならないルールなどです。
また、送り迎えについて誰が、
どこで、
どのようにするかについても
できるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。取決め内容は、父母が話し合って決めるの
が一番ですが、
それができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

【相談先】

養育費相談支援センター
養育費と面会交流について電話とメールで相談を受けています。
（水を除く） １０：００～２０：００
〈電話相談〉 月～金曜日
水曜日
１２：００～２２：００
土曜日・祝日
１０：００～１８：００
TEL ０３－３９８０－４１０８
０１２０－９６５－４１９
〈メール相談〉info@youikuhi.or.jp

迷惑メール拒否設定をされている方は、受信設定をしてください。

●

子どもの養育に関する合意書をご活用ください。

さいたま市では、養育費と面会交流の取決めのための合意書のひな形を作成しました。ぜひ、
ご活用ください。
さいたま市のホームページからダウンロードできます。
※この合意書による取決めには、法的拘束力はありません。
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〈子どもの養育に関する合意書〉

悩み相談
●

女性の悩み電話相談

女性の生き方、夫婦、親子の問題、職場や近隣の人間関係などについて、婦人相談員が相談に
応じます。
【相談先】

男女共同参画相談室
月～金曜日１０：００～２０：００
TEL ０４８－７１１－６６５０

土・日曜日・祝休日１０：００～１６：００ （年末年始を除く）

女性の相談室 １０：００～１７：００

浦和区役所 月・火・水・金曜日
（祝休日、年末年始を除く） TEL ０４８－８２９－６１２９

中央区役所 火・金曜日
（祝休日、年末年始を除く） TEL ０４８－８４０－６１３２
岩槻区役所 月・水曜日
（祝休日、年末年始を除く） TEL ０４８－７９０－０１５８

【問合せ】

さいたま市男女共同参画相談室
TEL ０４８－７１１－５７３９
●

男性の悩み電話相談

男性の生き方、仕事、家庭、夫婦などの人間関係について、
男性臨床心理士などが相談に応じます。
【相談時間】

毎月第2・第4火曜日
（祝休日、年末年始を除く）
１８：３０～２０：３０

【相談専用電話番号】

TEL ０４８－７１１－６１０１
ひとり親家庭ガイドブック
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