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2022（令和４）年 

発行／鳥取市中央人権福祉センター 〒680-0823 鳥取市幸町151 

     ☎（0857）24-8241 fax（0857)24-8067 

 児童虐待への対応については、制度改正や関係機関の体制強化などにより充実が図られ
てきましたが、依然として深刻な児童虐待事件が後を絶ちません。全国の児童相談所にお
ける児童虐待に関する相談対応件数も増加を続けています。 
 厚生労働省では、児童虐待の防止に向け、⑴ 児童虐待の発生予防、⑵ 児童虐待発生時
の迅速・的確な対応、⑶ 虐待を受けた子どもの自立支援の取組みを進めており、社会全体
でも取組むべき重要な課題となっています。 

 児童虐待防止への取組み 

① 子育てに体罰や暴言を使わない 
② 子どもが親に恐怖を持つとSOSを伝えられない 
③ 爆発寸前のイライラをクールダウン 
④ 親自身がSOSを出そう 
⑤ 子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援 

※令和２年に児童虐待の防止等に関する法律が施行されたことにより、親権者が子ど
ものしつけに際して体罰を加えてはならないことが明文化されました 

 児童虐待とは  

 

身体的虐待 性的虐待 

 ネグレクト 心理的虐待 

 児童の身体に外傷を生じるような暴行を加え
ること、首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、
タバコの火を押し付ける、熱湯をかけるなど 

 児童にわいせつな行為をすること・させる
こと、子どもへの性的行為の強要・教唆、性
器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体
などに子どもを強要するなどの行為 

 言葉による脅し、無視、きょうだい間で
の差別的扱い、子どもの目の前で家族に対し
て暴力を振るうなど 

 
 子育てにおいて、“しつけ“と称して叩いたり怒鳴ったりすることは、子
どもの成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼしてしまう可能性があ
ります。次のポイントを心がけながら子どもに向き合いましょう。 

◎虐待を受けたと思われる子どもがいたら、児童相談所へ（TEL：１８９） 
                                          ※全国共通３桁ダイヤル通話料無料 

◎出産や子育てに悩んだときは、各相談窓口へご相談ください。当センターも相談をお受けし、  
  専門相談へおつなぎします。 

【しつけ】が行き過ぎると虐待にあたることもあります 

 家に閉じ込める、食事を与えない、ひ
どく不潔にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院に連れて行
かないなど 
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 相談機関に連絡（相談）することは、虐待者を処罰することではなく、問題を抱
えている家庭に支援の手を差し伸べ、子どもや家庭を救うことです。虐待だと確信
できなくてもおかしいと気付いたら、市町村や児童相談所等に連絡してください。 
 なお、連絡を受けた機関には秘密を守る義務があるため、安心して連絡してくだ
さい。 

 

（土） 

 

鳥取 こころの相談窓口（月～金 8:30～17:15） 

《子どもの様子》 

・季節に合わない衣服や不潔な衣服を身につけている 
・夜遅くまで外で遊んでいたり、家に帰りたがらない 
・基本的生活習慣が身についていない 
・特に病気でないのに身体的発達が著しく遅れている 
・身体に不自然な外傷、あざ、火傷などが見られる 
・表情が乏しく、無表情・笑わない 

《親の様子》 

・子どものけがや傷跡の説明が不自然である 
・子育てに疲れている様子が見られる 
・いつもイライラして、子どもに当たり散らしている 
・しつけと言って殴る、蹴るという行為が見られる 
・子どもについて話す内容がよく変わる 
・地域や親族との交流がなく孤立している 
 

サイン 
を見逃さないで 

子どもの虐待ホットライン 06-6646-0088 受付：月～金 受付時間：11:00～16:00 

家庭児童相談室 0857-20-3463 受付：月 
   水～金 

受付時間：9:00～17:15 

こども家庭相談センター 0857-20-0122 受付：月～金 受付時間：8:30～17:15 

福祉相談センター 0857-23-6080 受付：月～金 受付時間：8:30～17:15 

子ども家庭支援センター「希望館」 0857-27-4153 受付：月～日 受付時間：24H対応 

相談機関 

 子どもの虐待は、家庭環境や社会環境・時代背景など、さまざ
まな問題が複雑に絡み合って生じています。そのため、支援する
側もその問題の解決が時に困難で、それぞれに孤立や孤独が生じ
ています。 

“ 社会と「子ども家庭」をつなぐ ” 
～ひとりにしない社会に～ 
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地域（こども）食堂開催について 
  開催曜日については、変更の場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大状
況等により、延期・中止になることもあります。市ホームページにて最新情報をご覧いただ
き、各食堂へ事前確認・予約の上ご利用くださいますようお願いします。 

食 堂 名  【連 絡 先】（会  場） 基本開催曜日 

 ささえあい子ども食堂  【0857-27-1064】 
  （西人権福祉センター 西品治674） 

第３金曜日 

 高草ちいき食堂  【0857-24-1763】 
  （高草人権福祉センター 古海715-3） 

第１土曜日 

 江山こども食堂  【0857-53-1542】 
    （江山人権福祉センター 下味野1058-3） 毎週水曜日 

 ふれあい食堂  【0858-85-0135】 
  （河原町コミュニティセンター 河原町渡一木277-1） 

第４土曜日 

 けたかくるりこども食堂  【0857-82-3363】 
    （気高人権福祉センター 気高町下光元478－3） 第１･３金曜日 

 希来里（きらり）食堂  【0858-88-0806】 
  （佐治人権福祉センター 佐治町古市71-3） 

第４日曜日 

 サンキッズ子ども食堂   【0857-27-4774】 
  （上町屋老人憩いの家 国府町町屋53-2） 

第２･４土曜日 

 きりんこども食堂  【0857-30-6814】 
  （岩倉地区公民館 立川町6-174） 

第１･３水曜日 

 おたべ食堂（おいしい・たのしい・勉強できる！！）  【0857-22-4206】 
  （修立地区公民館 吉方町1-201） 

第４木曜日 

 こども・若者食堂   【0857-24-8241】 
  （人権交流プラザ 幸町151） 

毎週火曜日 

 ぽっと食堂   【090-8428-3089】 
  （みんなの居場所「ぽっと」 湖山町北1－664） ※定員20名 月曜日〜土曜日 

 てらこやこども食堂   【080-5620-3338】 
  （行徳常忍寺敷地内 デイサービスたちばな 行徳3-976-2） 

毎週金曜日 

 寺子屋みらい   【0857-30-7471】 
  （みらい鳥取 千代水1-138） 

毎週水曜日 

 にじいろcafé   【070-4297-1377】 
  （福祉文化会館 西町2-311） 

毎週木曜日 

 とっとりこども食堂   【070-3789-4565】 
  （文化センター 吉方温泉町3-701） 

毎週火曜日 

 市役所すなばこども食堂   【0857-24-8241】 
  （すなば珈琲鳥取市役所店 幸町71） 毎週火曜日 

 すなばこども食堂   【0857-24-8241】 
  （すなば珈琲賀露店 賀露町西3-27-1） 

第２･４土曜日 

 おもかげちいき食堂   【090-8360-0306】 
   (面影校区内公民館を巡回） 

第２土曜日 

  南・フレンド食堂  【0857-53-0412】 
     (南人権福祉センター 八坂49-6） 

第2土曜日 

  みなよし食堂  【0857-32-8482】 
  （みんなの実家 南吉方3-215） 

火・金・土曜日 

 みんなの居場所「〇」  【070-5651-1556】 
  （しかの宿「殿町」 鹿野町鹿野1769） 

第１水曜日 

１１月 
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１１月  

人権・生活相談 日程 

【住居確保給付金のご案内】 

 家賃の支払いに 

  お困りの方を支援 

①～③全ての項目に該当する方は、受給

要件を満たす可能性が高いです。 

中央人権福祉センター（パーソナルサポー

トセンター）にご相談ください。 

離職や廃業、休業等に伴う収入減などに

より、住居を失うおそれがあり一定の要件

を満たす方に、原則３か月間の住居確保給

付金を支給しています。 

【お問合せ先・相談窓口】 

 中央人権福祉センター 

 （パーソナルサポートセンター） 

  鳥取市幸町151 人権交流プラザ内 

 TEL：０８５７(２０)４８８８ 

 FAX：０８５７(２４)８０６７ 

世帯員数 
収入要件 

（月額） 

資産要件 
（世帯の預貯金合計額） 

単身世帯 １１３,０００円 ４８６,０００円 

２人世帯 １６1,０００円 ７３８,０００円 

３人世帯 １９９,０００円 ９４２,０００円 

４人世帯 ２３６,０００円 

１００万円 
５人世帯 ２７４,０００円 

① 離職・廃業した日から２年以内、 

  またはやむを得ない休業などにより、 

収入を得る機会が減少している。 

② ①の状態になる前に、世帯生計を 

  主として維持していた。 

③ 下記の収入要件と資産要件を超えて 

  いない。 

鳥取市役所 

【中 央 人 権 福 祉 セ ン タ ー 】 
 

幸町１５１（人権交流プラザ内） 

【電   話】 （0857）24-8241 

【ファックス】 （0857）24-8067 

【 Eメール 】 jin-chuo@city.tottori.lg.jp 

JR鳥取駅から９００m 
１００円バス「くる梨」（全コース赤・青・緑） 
☆「市役所前」下車 450ｍ 
  

【より親しんでいただける広報紙へ！】  
 ア ン ケ ー ト 受 付 中！ 

人権福祉センターの広報紙をお読みいただき 

ありがとうございます。アンケートにお答え 

いただけたら幸いです。ご回答はこちらから！！→ 

    夜間弁護士相談 
 

 【開催日】１１月１７日(木) 

 【時 間】 18：30～20：30 

 【定 員】 ３名まで 

 当館ご利用の際は、感染症防止対策

の為、マスク着用にて検温・手指の消毒

をお願いしております。 

 ご理解とご協力をお願いします。 

    カウンセラー相談 
【開催日】   １１月８日(火)・２９日(火) 

【時 間】 15：00～17：00 

【定 員】 ２名まで 

      ※予約制(先着順)  １人あたり6０分 


