
全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

②保護者が相談できる窓口一覧（その他：SNS・メール相談など）

相談窓口名

URL http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimedenwasoudan.htm

TEL ０１２０－３８８２－５６

備考 doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp

URL https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/seitoshidou/1006494.html

TEL ０１９－６２３－７８３０

備考 E-mail:fureai@pref.iwate.jp

URL non-ijime@pref.yamagata.jp

TEL

備考

URL https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/

TEL ０２９ー２２１ー５５５０

備考 メール受付　24時間

URL https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/

TEL ０２９４ー３４ー４６５２

備考 メール受付　24時間

URL https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/

TEL ０２９１ー３３ー６３１７

備考 メール受付　24時間

URL https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/

TEL ０２９ー８２３ー６７７０

備考 メール受付　24時間

URL https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/

TEL ０２９６ー２２ー７８３０

備考 メール受付　24時間

URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/education/shougai/suishinjigyou/telephone.html#mail

TEL ０２８－６２３－３４０４

備考

URL http://www1.center.spec.ed.jp/?page_id=100

FAX ０１２０－８１－３１９2 （受信確認及び返信は、平日の午前９時から午後５時まで）

備考 Eメール：soudan@spec.ed.jp（受信確認及び返信は、平日の午前９時から午後５時まで）

URL https://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/

TEL ０１２０－４１５－４４６

備考

URL https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/

TEL

備考 返信は１回のみ

URL https://kjd.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/ssl/soudan/

TEL

備考 soudan＠edu-ctr.pref.kanagawa.jp

URL ijime@mailsoudan.org

TEL

備考

URL https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/ijime-taisaku/ijime-taisaku.html

TEL ０７６－２２５－１８３０

備考

URL http://www.fukui-c.ed.jp/~fec/soudansuru/soudansuru.html

TEL ０７７６－５１－０５１１

備考 sodan@fec.fukui-c.ed.jp

URL http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

TEL ０７７０－５６－１３１０

備考 reo.friend@guitar.ocn.ne.jp

URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/shido/sodan/sodan.html#mail

TEL

備考 gakko-sodan@pref.nagano.lg.jp

教育相談メール山形県

よい子の電話教育相談

（Eメール相談・ＦＡＸ相談）
埼玉県

メールによる教育相談東京都

総合教育センター

メール相談
神奈川県

千葉県子どもと親のサポートセ

ンター
千葉県

いじめ・体罰解消

サポートセンター

（鹿行地区）

いじめ・体罰解消

サポートセンター

（県南地区）

自治体名
その他（ＳＮＳ・メール相談など）

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

子ども相談支援センター

ふれあいメール岩手県

北海道

いじめ・体罰解消

サポートセンター

（県西地区）

茨城県

ホットほっとメール相談栃木県

いじめ・体罰解消

サポートセンター

（県央地区）

いじめ・体罰解消

サポートセンター

（県北地区）

新潟県いじめ相談メール新潟県

県教育総合研究所

教育相談センター

県嶺南教育事務所

教育相談室

福井県

石川県 いじめ相談窓口

学校生活相談センター長野県
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全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

②保護者が相談できる窓口一覧（その他：SNS・メール相談など）

相談窓口名
自治体名

その他（ＳＮＳ・メール相談など）

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

URL http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/ijime/

TEL なし

備考

URL http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/m/soudan.htm

TEL ０７５－６１２－３２６８または３３０１，０７７３－４３－０３９０

備考

URL sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp

TEL

備考 24時間受付・回答は後日

URL

TEL ０６－６６０７－９８２６

備考 24時間受付・回答は後日

URL https://www.pref.tottori.lg.jp/211960.htm

TEL

備考 soudan-117@kyoiku-c.torikyo.ed.jp

URL https://www.pref.tottori.lg.jp/211960.htm

TEL

備考 ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp

URL https://www.pref.okayama.jp/page/495117.html

TEL ０８６－２３５－８８３９

備考

URL https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/seitoshidou-soudankikan-index.html

TEL

備考

URL soudan@center.ysn21.jp

TEL

備考

URL

TEL

備考 ＦＡＸ番号　０８３－９８７－１２５８

URL https://www.tokushima-ec.ed.jp

TEL ０８８－６７２－５２００

備考 tokubetsushien@mt.tokushima-ec.ed.jp

URL https://www.kagawa-edu.jp/educ/htdocs/?page_id=82

TEL なし

備考

URL https://www.kagawa-edu.jp/educ/htdocs/?page_id=82

TEL なし

備考

URL https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311902/

TEL ０８８－８６６－０９０１　

備考
アドレス　kodomo24@kochinet.ed.jp

８月から移転のため、電話番号が変更になる。

URL メールアドレス　hotline24@pref.fukuoka.lg.jp

TEL

備考 小学校１，４年生と中学校１年生に紹介シールを配布しています。

URL https://www.edu-c.news.ed.jp/

TEL

備考

子どもホットライン２４

メール相談
福岡県

メール相談長崎県

ふれあいメール

ふれあいＦＡＸ

山口県

心の教育センター

（Ｅメール相談）
高知県

総合教育センター

特別支援・相談課

こころとからだのサポートセンター

徳島県

メール相談

（香川県教育センター）

FAX相談

（香川県教育センター）

香川県

大阪府

すこやか育児テレホン岡山県

いじめや不登校など児童生徒の

悩みに関する相談窓口
広島県

「いじめ・暴力」

対策メール
静岡県

京都府総合教育センター

メール教育相談
京都府

教育相談メール相談

いじめ相談専用メール

鳥取県

すこやか教育相談

－さわやかホットライン－

（メール相談）

すこやか教育相談

－さわやかホットライン－

（FAX相談）
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全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

②保護者が相談できる窓口一覧（その他：SNS・メール相談など）

相談窓口名
自治体名

その他（ＳＮＳ・メール相談など）

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

URL http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/2000686.html

TEL

備考 no-ijime@pref.oita.lg.jp

URL http://meyasubako.miyazaki-c.ed.jp

TEL

備考 24時間対応。ネット上のいじめ等に関する情報収集・相談窓口。SNSの画像投稿も可。

URL soudan@city.sendai.jp

TEL

備考

URL http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000027223.html

TEL

備考 ホームページ、またはQRコードから

URL yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp

TEL

備考 返信には数日かかります

URL

TEL sodan@city.hamamatsu-szo.ed.jp

備考

URL https://www.nagoya-c.ed.jp/sodan.html

TEL

備考 返信するまでに数日かかることもあります。

URL http://www.edu.city.kyoto.jp/patona/mail_sodan.html

address ijime-soudan-mail＠edu.city.kyoto.jp

備考 子どものいじめに関する悩みのメール相談窓口。相談受付から返信までに3日程度要

URL https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000066525.html

TEL なし

備考

URL http://www.sakai.ed.jp/gakkokyoikubu_soudan/

TEL

備考 24時間・365日

URL https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/education/16952.html

TEL なし

備考

URL 7171con@city.kumamoto.kumamoto.jp

TEL ０９６－３６２－７１７１

備考 月～金　10:00～18:00（土日祝日、年末年始を除く）

「子どものいじめ」に関する情

報提供窓口
広島市

いじめメール相談京都市

メール教育相談大阪市

ネットいじめWEB相談窓口堺市

Eメール相談相模原市

浜松市教育総合支援センター浜松市

子ども教育相談「ハートフレン

ドなごや」
名古屋市

宮崎県教育委員会

人権同和教育課

「ネットいじめ目安箱」

宮崎県

いじめ相談受付メール仙台市

メール相談川崎市

いじめ相談（メール）大分県

熊本市
学校教育コンシェルジュ

（教育相談室内）
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