
部 課 係

こども未来部 子育て支援課 家庭児童担当 026-224-7062 026-224-7698

保健福祉部 福祉政策課 篠ノ井分室 026-292-2596 026-292-1100

2 松本市 こども部 こども福祉課 相談・支援担当 0263-33-4767 0263-36-9119 松本児童相談所

3 上田市
健康こども未来
部

子育て・子育ち
支援課

こども家庭福祉担当 0268-23-5106 0268-26-6171 中央児童相談所

4 岡谷市 健康福祉部 子ども課 子育て支援担当 0266-23-4811 0266-24-2755 諏訪児童相談所

5 飯田市 健康福祉部 子育て支援課 こども家庭応援センター
0265-22-4511

（5302）
0265-53-8867 飯田児童相談所

6 諏訪市 健康福祉部 こども課 子育て支援係 0266-75-8151 0266-57-2246 諏訪児童相談所

7 須坂市 教育委員会 子ども課 子育て支援係 026-248-9026 026-248-8825 中央児童相談所

8 小諸市 教育委員会 子ども育成課 子ども相談係 0267-22-1700 0267-23-8857 佐久児童相談所

9 伊那市 教育委員会 学校教育課 子ども相談係 0265-72-0999 0265-72-3666 諏訪児童相談所

10 駒ヶ根市 教育委員会 子ども課 子育て家庭教育係 0265-83-2111 0265-82-2181 飯田児童相談所

11 中野市 子ども部 子ども相談室 子ども相談係 0269-22-2111 0269-22-2295 中央児童相談所

12 大町市 民生部 子育て支援課 子育て支援係
0261-22-0420

（685）
0261-23-7730 松本児童相談所

13 飯山市 教育委員会 子ども育成課 子育て支援係 0269-62-3111 0269-62-3127 中央児童相談所

14 茅野市
教育委員会
こども部

こども課 こども・家庭相談係
0266-72-2101
（内線615・616）

0266-73-9843 諏訪児童相談所

15 塩尻市 こども教育部 家庭支援課 家庭支援係 0263-52-0891 0263-52-0642 松本児童相談所

16 佐久市 福祉部 子育て支援課 子育て支援係 0267-62-3149 0267-62-2172 佐久児童相談所

17 千曲市 次世代支援部 こども未来課 こども家庭相談係
026-273-1111
（内線1262）

026-273-8011 中央児童相談所

18 東御市 健康福祉部 福祉課 福祉援護係 0268-64-8888 0268-64-8880 中央児童相談所

19 安曇野市 福祉部 子ども支援課 児童係 0263-71-2265 0263-72-2065 松本児童相談所

20 小海町 子育て支援課 子育て支援係 0267-92-2580 0267-92-2580 佐久児童相談所

21 川上村 保健福祉課 福祉係 ０２６７－９７－３６００ ０２６７－９７－３５１５ 佐久児童相談所

22 南牧村 住民課 福祉係 0267-96-2211 0267-96-2158 佐久児童相談所

23 南相木村 住民課 住民係 0267-78-2121 0267-78-2139 佐久児童相談所

24 北相木村 住民福祉課 福祉係 0267-77-2111 0267-77-2879 佐久児童相談所

25 佐久穂町 こども課 子育て支援係 0267-86-4940 0267-86-2633 佐久児童相談所

26 軽井沢町 子ども教育課 子育て支援係 0267-45-5744 0267-45-5744 佐久児童相談所

27 御代田町 保健福祉課 福祉係 0267-32-6522 0267-31-2511 佐久児童相談所

28 立科町 町民課 子育て支援係 0267-88-8405 0267-56-2310 佐久児童相談所

29 長和町
こども・健康推進
課

健康づくり係 0268-68-3494 0268-68-3798 中央児童相談所

30 青木村 住民福祉課 住民福祉係 0268-49-0111 0268-49-3670 中央児童相談所

31 下諏訪町 教育こども課 子育て支援係 0266-27-1111 0266-28-0131 諏訪児童相談所

32 富士見町 子ども課 総務学校教育係 0266-62-9235 0266-62-4481 諏訪児童相談所

33 原村 子ども課 子育て支援係 0266-78-4430 0266-79-4815 諏訪児童相談所

34 辰野町 こども課 こども支援係 0266-41-1111 0266-41-3379 諏訪児童相談所

35 箕輪町 子ども未来課 こども相談室 0265-79-0007 0265-79-0230 諏訪児童相談所

36 飯島町 教育委員会 こども室 0265866711 0265865596 諏訪児童相談所
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37 南箕輪村 子育て支援課 子育て教育支援相談室 0265-76-4110 0265-76-4115 諏訪児童相談所

38 中川村 保健福祉課 地域福祉係 0265-88-3001 0265-88-3890 飯田児童相談所

39 宮田村
教育委員会　こ
ども室

子育て支援係 0265-85-4128 0265-85-5701 飯田児童相談所

40 松川町 教育委員会 こども課 こども係 0265-36-7023 0265-36-5091 飯田児童相談所

教育委員会事務
局

女性活躍子ども
子育て支援拠点
施設「あったかて

こども家庭総合支援室 0265-35-5000 0265-35-5033

教育委員会事務
局

こども支援係 0265-35-9416 0265-35-2973

42 阿南町 教育委員会 子ども教育係 0260-22-2270 0260-22-2287 飯田児童相談所

43 阿智村 教育委員会 子育て支援室 0265-45-1232 0265-45-2126 飯田児童相談所

44 平谷村 住民課 0265-48-2211 0265-48-2212 飯田児童相談所

45 根羽村 住民課 福祉係 0265-49-2111 0265-49-2277 飯田児童相談所

46 下條村 福祉課 福祉係 0260-27-1231 0260-27-1228 飯田児童相談所

47 売木村 住民課 住民係 0260-28-2311 0260-28-2135 飯田児童相談所

48 天龍村 住民課 住民福祉係 0260-32-1021 0260-32-2525 飯田児童相談所

49 泰阜村 教育委員会 子育て支援係 0260-26-2750 0260-26-2002 飯田児童相談所

50 喬木村 教育委員会 子ども教育係 0265-33-2002 0265-33-3682 飯田児童相談所

51 豊丘村 教育委員会 子ども課 子育て支援係 0265-35-9078 0265-35-5115 飯田児童相談所

52 大鹿村 保健福祉課
福祉係

保健医療係
0265-39-2001 0265-39-2788 飯田児童相談所

53 上松町 住民福祉課 保健衛生係 ０２６４－５２－２８２５ ０２６４－５２－２４５３ 松本児童相談所

54 南木曽町 教育委員会 子どもすくすく係 0264-57-3335 0264-57-2285 松本児童相談所

55 木祖村 住民福祉課 保健係 0264-36-2001 0264-36-3344 松本児童相談所

56 王滝村 福祉健康課 保健衛生係 0264-48-3160 0264-48-2275 松本児童相談所

57 大桑村 福祉健康課 保健係 0264-55-4003 0264-55-4070 松本児童相談所

58 木曽町 子育て支援室 子育て支援係 0264-22-4035 0264-24-2789 松本児童相談所

59 麻績村 住民課 0263-67-3001 0263-67-3094 松本児童相談所

60 生坂村 教育委員会 子ども・子育て支援係 0263-69-2087 0263-69-3390 松本児童相談所

61 山形村 子育て支援課 子育て支援係 0263-98-5600 0263-50-5611 松本児童相談所

62 朝日村 教育委員会 子育て支援課 子育て支援係
（０２６３）
９９－４１０５

（０２６３）
９９－２７４５

松本児童相談所

筑北村 住民福祉課 保健福祉係
0263－66－
2111

0263－66－
3370

松本児童相談所

筑北村 健康福祉課 多世代相談センター 0261-61-5000 0261-62-9441 松本児童相談所

64 池田町 福祉課 健康推進係 0261-62-3290 0261-62-1030 松本児童相談所

65 松川村 子育て支援課 子育て支援係 0261-85-8101 0261-85-0723 松本児童相談所

66 白馬村
小谷村教育委員
会

総務学校係 0261-82-3981 0261-82-2232 松本児童相談所

67 小谷村 教育委員会 教育文化課 子ども支援室 0268-75-6209 0268-82-8307 松本児童相談所

68 坂城町 健康福祉課 福祉係 026-214-9108 026-247-3113 中央児童相談所

69 小布施町 村民生活課 保健予防係 026-242-1202 026-242-1205 中央児童相談所

70 高山村 健康福祉課 子ども支援係 0269-33-3116 0269-33-1104 中央児童相談所

71 山ノ内町 教育委員会 子育て支援課 子育て支援係 0269-82-3111 0269-82-4121 中央児童相談所

72 木島平村 教育委員会 こども支援係 0260-85-3111 0269-85-3995 中央児童相談所

73
野沢温泉

村
教育委員会事務
局

子ども支援係 026-255-5923 026-255-5460 中央児童相談所

74 信濃町 住民福祉課 社会福祉係 026-269-2323 026-269-3578 中央児童相談所

教育委員会
こども子育て未
来室

子育て支援係 026-253-4769 026-253-6020

民生課 健康支援係 0269-87-3020 0269-87-3308

76 飯綱町 教育委員会
こども子育て未
来室

子育て支援係 026-253-4769 026-253-6020 中央児童相談所

77 栄村 民生課 家庭支援係 0269-87-3020 0269-87-3308 中央児童相談所

75 小川村

63

41 高森町

中央児童相談所

飯田児童相談所


