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

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名

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

TEL ０１２０－３８８２－５６

備考

URL

TEL ０１７－７３４－９１８８

備考 ＦＡＸ番号も同じ

URL

TEL ０１７－７２２－７４３４

備考 ８：３０～１７：００

URL

TEL ０１２０－５８－７８６７

備考 ８：３０～１７：００

https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/soudan/1006542.html

http://www1.iwate-ed.jp/soudan/seikatu/index.html

TEL

０１９８－２７－２３３１・０１９－６２９－６７４５・０１９８－２２－４９８１

０１９１－２６－１４１９・０１９２－２７－９９１０・０１９３－６４－２２２２

０１９４－５３－４９９１

備考

https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/soudan/1006542.html

http://www1.iwate-ed.jp/soudan/hattatu/index.html

TEL ０１９８－２７－２４７３

備考

URL
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/counsel/

TEL ０２２－７８４－３５６７

備考

URL
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/counsel/

TEL ０２２－７８４－３５６８

備考

URL
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/counsel/

TEL ０２２－７８４－３５６５

備考

URL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/7194

TEL 上記ＵＲＬ参照

備考

URL

TEL ０２３－６５４－８１８１

備考 平日８：３０～２０：３０　土日祝日８：３０～１７：３０

URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/

TEL ０１２０－９１６－０２４

備考

URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/

TEL ０１２０－４５３－１４１

備考

福島県

ふくしま２４時間

子どもＳＯＳ

ダイヤルＳＯＳ

秋田県 すこやか電話

山形県 教育相談ダイヤル

子供の相談ダイヤル

発達支援教育相談ダイヤル

自治体名
ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

コスモスダイヤル

宮城県

不登校相談ダイヤル

ヤングテレホン

岩手県

ふれあい電話

生徒指導相談電話

北海道 子ども相談支援センター

青森県

２４時間子供ＳＯＳダイヤル

電　話　相　談

URL

URL

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimedenwasoudan.htm
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/soudan/1006542.html
http://www1.iwate-ed.jp/soudan/seikatu/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/soudan/1006542.html
http://www1.iwate-ed.jp/soudan/hattatu/index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/7194
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

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

TEL ０２９ー２２１ー５５５0

備考 火・木・金9:00～18:30，月・水9:00～16:30

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

TEL ０２９４ー３４ー４６５２

備考 火・木・金9:00～18:30，月・水9:00～16:30

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

TEL ０２９１ー３３ー６３１７

備考 火・木・金9:00～18:30，月・水9:00～16:30

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

TEL ０２９ー８２３ー６７７０

備考 火・木・金9:00～18:30，月・水9:00～16:30

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

TEL ０２９６ー２２ー７８３０

備考 火・木・金9:00～18:30，月・水9:00～16:30

URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/m51/

TEL ０２８－６２６－３１８４

備考

URL http://www.oref.tochigi.lg.jp/m06/education/shougai/sushinjigyo/katei.html

TEL ０２８９－６２－０１６２

備考

URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/m53/system/desaki/desaki/1182382335190.html

TEL ０２８５－８２－５２７４

備考

URL https//www.pref.tochigi.lg.jp/m54/index.html

TEL ０２８２－２３－３７８２

備考

URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/m55/system/desaki/desaki/sioyaminaminasutop.html

TEL ０２８７－４３－０６０９

備考

URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/m56/system/desaki/desaki/nasu-kyouiku01.html

TEL ０２８７－２３－２１９４

備考

URL ansoku-kyouiku@pref.tochigi.lg.jp

TEL ０２８３－２３－５４７９

備考

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

TEL ０２８－６６５－９９９９

備考

URL http://www.nc.center.gsn.ed.jp/

TEL ０２７０－２６－９２００

備考
月曜日～金曜日　９：００～１７：００，第２・４土曜日　９：００～１５：００

（祝日・年末年始は除く）

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

TEL ＃７３００　または　０１２０－８６－３１９２

備考 毎日　２４時間受付

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

TEL ０１２０－４１５－４４６

備考

埼玉県 よい子の電話教育相談

千葉県
千葉県子どもと親の

サポートセンター

いじめ相談さわやかテレホン

群馬県 子ども教育・子育て相談

那須教育事務所

いじめ・不登校等対策チーム

安足教育事務所

いじめ・不登校等対策チーム

下都賀教育事務所

いじめ・不登校等対策チーム

塩谷南那須教育事務所

いじめ・不登校等対策チーム

栃木県

河内教育事務所

いじめ・不登校等対策チーム

上都賀教育事務所

いじめ・不登校等対策チーム

芳賀教育事務所

いじめ・不登校等対策チーム

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）

いじめ・体罰解消

サポートセンター

（県西地区）

茨城県

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）

https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/
http://www.oref.tochigi.lg.jp/m06/education/shougai/sushinjigyo/katei.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m53/system/desaki/desaki/1182382335190.html
file://nmmxcifs01/初・生徒課/生徒指導第二係/０３ ◇調査もの/020408_相談窓口調査/05集約/0512【集約】相談窓口一覧表.xlsx
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m55/system/desaki/desaki/sioyaminaminasutop.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m56/system/desaki/desaki/nasu-kyouiku01.html
mailto:ansoku-kyouiku@pref.tochigi.lg.jp
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/education/shougai/suishinjigyou/telephone.html
http://www1.center.spec.ed.jp/?page_id=100
https://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

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

TEL ０１２０－５３－８２８８

備考

URL http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/denwasoudan.html

TEL ０４６６－８１－０１８５

備考

URL http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/denwasoudan.html

TEL ０４６６－８４－２２１０

備考

URL http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/denwasoudan.html

TEL ０４６６－８１－０１８５

備考

URL https://www.nipec.nein.ed.jp

TEL ０２５－２６３－４７３７

備考

URL https://www.nipec.nein.ed.jp

TEL ０２５－２６３－９０２９

備考

URL http://center.tym.ed.jp/soudan/seikatukatei/6223

TEL ０７６－４４４－６１６７

備考

URL http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3009/kj00002346.html

TEL ０７６－４４３－０００１

備考

URL http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1281/kj00018296.html

TEL ０７６－４２８－０６０６

備考

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

TEL ０７６－２２５－１８３０

備考

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

TEL ０７６８－８４－１０１４

備考 県教委HP「いじめの問題対策」上の「石川県いじめ防止基本方針」内に掲載

URL https://www.ishikawa-c.ed.jp/~anamih/yasuragi/index.html

TEL ０７６８－５２－２２５８

備考

URL https://www.ishikawa-c.ed.jp/~jouhoh/yasuragiweb/index.html

TEL ０７６７－５３－２２９６

備考

URL https://www.ishikawa-c.ed.jp/~ushouh/yasuragi/index.htm

TEL ０７６７－２２－０３４５

備考

URL https://www.ishikawa-c.ed.jp/~yasuka/

TEL ０７６－２４３－１６１２

備考

URL https://www.ishikawa-c.ed.jp/~yasuko/

TEL ０７６１－２３－６６６９

備考

URL https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/seijoh/やすらぎ加賀教室

TEL ０７６１－７２－３２２０

備考

URL http://www.ishikawa-c.ed.jp

TEL ０７６－２９８－１６８２

備考

URL http://www.ishikawa-c.ed.jp

TEL ０７６－２９８－１７２９

備考

石川県教員総合研修センター

「学校生活等に関する相談」

石川県教員総合研修センター

「障害のある子どもの相談」

県立教育支援センター

やすらぎ小松教室

県立教育支援センター

やすらぎ加賀教室

県立教育支援センター

やすらぎ羽咋教室

県立教育支援センター

やすらぎ金沢教室

県立教育支援センター

やすらぎ穴水教室

県立教育支援センター

やすらぎ七尾教室

こころの電話相談

石川県

いじめ相談窓口

県立教育支援センター

やすらぎ能登教室

富山県

富山県総合教育センター教育相

談部教育相談専用

子どもほっとライン

不登校ほっとライン

新潟県

いじめ・不登校等

悩み事相談テレフォン

教育相談支援

(県立教育センター）

総合教育相談

発達教育相談

東京都 教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン

神奈川県

https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/denwasoudan.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/denwasoudan.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/denwasoudan.html
https://www.nipec.nein.ed.jp/
https://www.nipec.nein.ed.jp/
http://center.tym.ed.jp/soudan/seikatukatei/6223
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3009/kj00002346.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1281/kj00018296.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/ijime-taisaku/ijime-taisaku.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/ijime-taisaku/ijime-taisaku.html
https://www.ishikawa-c.ed.jp/~anamih/yasuragi/index.html
https://www.ishikawa-c.ed.jp/~jouhoh/yasuragiweb/index.html
https://www.ishikawa-c.ed.jp/~ushouh/yasuragi/index.htm
https://www.ishikawa-c.ed.jp/~yasuka/
https://www.ishikawa-c.ed.jp/~yasuko/
https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/seijoh/やすらぎ加賀教室
http://www.ishikawa-c.ed.jp/
http://www.ishikawa-c.ed.jp/


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

URL

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

8&ved=2ahUKEwjUtPSAldjoAhVKFogKHblAA3wQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Finf

o.pref.fukui.jp%2Fgakukyo%2Freinan%2Findex%2Fsoudan.html&usg=AOvVaw2H5akqDocy

TEL ０７７０－５６－１３１０

備考 reo.friend@guitar.ocn.ne.jp

URL http://www.ypec.ed.jp/htdocs/

TEL ０５５－２６３－３７１１

備考 受付時間（平日9:00～17:00）

URL https://www.edu-ctr.pref.nagano.lg.jp/soudan/

TEL ０２６３－５３－８８１１

備考

URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22

TEL ０２６７－２４－５５７０

備考

URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22

TEL ０２６５－７２－４６４７

備考

URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22

TEL ０２６５－５３－０４６２

備考

URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22

TEL ０２６３－４７－７８30

備考

URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22

TEL ０２６－２３２－７８３０

備考

URL
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-

anzen/index.data/kyouikusoudan.pdf

TEL ０１２０－７４５－０７０

備考

URL
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-

anzen/index.data/kyouikusoudan.pdf

TEL ０５８－２７１－３３２８

備考

URL

TEL

０５５－９３１－８６８６（沼津局）

０５４－２８９－８６８６（静岡局）

０５３７－２４－８６８６（掛川局）

０５３－４７１－８６８６（浜松局）

備考 お住まいに近い局を選びお掛けください。

URL https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/soudanmadoguchi.html

TEL ０５２－９６１－０９００

備考

URL https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyoiku-somu/0000007526.html

TEL ０５６１－３８－２２１７

備考 電話による事前の予約が必要です。

URL http://www.aichi-kyo-spo.com/education/kokoro/kokoro.htm

TEL ０５２－２６１－９６７1

備考

教育相談室

教育相談こころの電話

愛知県

いじめ不登校相談窓口

県教育委員会

学校安全課教育相談

静岡県
教育相談ハロー電話

「ともしび」

岐阜県

教育相談ほほえみダイヤル

中信教育事務所（教育相談）

北信教育事務所（教育相談）

南信教育事務所（教育相談）

南信教育事務所飯田事務所

（教育相談）

長野県

長野県総合教育センター

東信教育事務所（教育相談）

県嶺南教育事務所

教育相談室

山梨県

山梨県総合教育センター

相談支援部

教育相談窓口

福井県

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtPSAldjoAhVKFogKHblAA3wQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Finfo.pref.fukui.jp%2Fgakukyo%2Freinan%2Findex%2Fsoudan.html&usg=AOvVaw2H5akqDocyZ5bbvzfDaDxr
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtPSAldjoAhVKFogKHblAA3wQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Finfo.pref.fukui.jp%2Fgakukyo%2Freinan%2Findex%2Fsoudan.html&usg=AOvVaw2H5akqDocyZ5bbvzfDaDxr
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtPSAldjoAhVKFogKHblAA3wQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Finfo.pref.fukui.jp%2Fgakukyo%2Freinan%2Findex%2Fsoudan.html&usg=AOvVaw2H5akqDocyZ5bbvzfDaDxr
mailto:reo.friend@guitar.ocn.ne.jp
http://www.ypec.ed.jp/htdocs/
https://www.edu-ctr.pref.nagano.lg.jp/soudan/
https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22
https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22
https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22
https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22
https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sodan/ikuji.html#22
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-anzen/index.data/kyouikusoudan.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-anzen/index.data/kyouikusoudan.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-anzen/index.data/kyouikusoudan.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-anzen/index.data/kyouikusoudan.pdf
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/soudanmadoguchi.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyoiku-somu/0000007526.html
http://www.aichi-kyo-spo.com/education/kokoro/kokoro.htm


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

URL https://www.mpec.jp/

TEL ０５９－２２６－３７２９

備考

URL https://www.mpec.jp/

TEL ０５９－２２６－３７７９

備考

URL https://www.mpec.jp/

TEL ０５９－２２８－００３２

備考

URL https://www.mpec.jp/

TEL ０５９－２２６－３７２８

備考

URL https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/soudancenter/104824.html

TEL ０７７－５８６－８１２５

備考

URL http://www.shiga-ec.ed.jp/

TEL ０７７－５８８－２５０５

備考 ９：００～１２：３０　１３：３０～１６：３０で受け付けています

URL http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/index_main.html

TEL ０７５－６１２－３２６８または３３０１，０７７３－４３－０３９０

備考

URL

TEL ０１２０－９２８－７０４

備考

URL

TEL ０６－６６０７－７３６１

備考 月～金の9：30～17：30※祝日・年末年始は休み

URL https://pref-hyogo.school-sign.jp/

TEL ０１２０－７８３－１１１

備考 ９：００～17:00、携帯電話不可

URL https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/501200/d00153025.html

TEL 0７３－４２２－７０００／０７３９－２３－１９８８

備考 月～金：９：００～１２：００、１３：００～１７：００

URL https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/kikan/matsue_ec/kyouiku_soudan/ijime_soudan_telephone.html

TEL ０１２０－７７９－１１０

備考

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

TEL ０８６－２２１－７４９０

備考

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

TEL ０８６－２２４－１１２１

備考

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

TEL ０８６－２３５－８６３９

備考

URL http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/kyouikusoudan/index.htm

TEL
０８６６－５６－９１１５（生徒指導）

０８６６－５６－９１１７（特別支援教育）

備考

URL http://www.hiroshima-c.ed.jp/ijime-dial24.html

TEL ０８２－４２０－１３１３

備考 匿名での相談もできます。

URL

TEL ０８３－９８７－１２４０

備考

山口県 ふれあい総合テレホン

岡山県総合教育センター

教育相談

広島県 いじめダイヤル24

岡山県

教育相談

進路相談

子どもほっとライン

島根県 いじめ相談テレフォン

兵庫県 ひょうごっ子悩み相談

京都府

京都府総合教育センター

ふれあい・すこやかテレフォン

（電話教育相談）

大阪府

子どもを守る被害者救済システ

ム

すこやか教育相談

－すこやかホットライン－（電

話相談）

教育相談電話和歌山県

滋賀県

心の教育相談センター

滋賀県総合教育センター

三重県

教育相談

体罰に関する電話相談

セクシャル・ハラスメントに関

する相談

いじめ電話相談

https://www.mpec.jp/
https://www.mpec.jp/
https://www.mpec.jp/
https://www.mpec.jp/
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/soudancenter/104824.html
http://www.shiga-ed.ed.jp/
http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/index_main.html
https://pref-hyogo.kids-sign.jp/
https://www.pref.okayama.jp/page/495117.html
https://www.pref.okayama.jp/page/495117.html
https://www.pref.okayama.jp/page/495117.html
http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/kyouikusoudan/index.htm
http://www.hiroshima-c.ed.jp/ijime-dial24.html


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

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

TEL ０８８－６７２－５２００

備考

URL jinkenkyouikuka@pref.tokushima.jp

TEL ０８８－６２１－３１４３

備考

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

TEL ０８７－８１３－３１１９

備考

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

TEL ０８７－８１３－３８５０

備考

URL

TEL ０８９－９６３－３９８６

備考 8:30～17:15（月～金）祝祭日、年末年始を除く

URL https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311902/2019011100065.html

TEL ０８８－８６６－０９０１

備考
相談時間　月～金　９：００～１７：００

８月から移転のため、電話番号が変更になる。

URL なし

TEL ０９２－６４１－９９９９

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 なし

TEL ０９４９－２４－３３４４

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 なし

TEL ０９４２－３２－３０００

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 なし

TEL ０９４２－５２－４９４９

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 なし

TEL ０９４８－２５－３４３４

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 なし

TEL ０９７９－８２－４４４４

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.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00333225/index.html

TEL ０９５２－３０－４９８９

備考

URL https://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00333225/index.html

TEL ０９５２－２７－００５１

備考

URL gakkouanzen@pref.kumamoto.lg.jp

TEL ０９６－３３３－２７２０

備考 相談時間帯　平日8:30～17:15

URL gimukyouiku@pref.kumamoto.lg.jp

TEL ０９６－３３３－２６８９

備考 相談時間帯　平日8:30～17:15

URL koukoukyouiku@pref.kumamoto.lg.jp

TEL ０９６－３３３－２６８５

備考 相談時間帯　平日8:30～17:15

URL tokubetsushien@pref.kumamoto.lg.jp

TEL ０９６－３３３－２６８３

備考 相談時間帯　平日8:30～17:15

熊本県

熊本県教育庁県立学校教育局学

校安全・安心推進課

熊本県教育庁市町村教育局

義務教育課

熊本県教育庁県立学校教育局

高校教育課

熊本県教育庁県立学校教育局

特別支援教育課

子どもホットライン２４

京築地区

佐賀県

心のテレホン相談

いじめホットライン

子どもホットライン２４

北九州地区

子どもホットライン２４

北筑後地区

子どもホットライン２４

南筑後地区

子どもホットライン２４

筑豊地区

高知県
心の教育センター

（電話相談）

福岡県

子どもホットライン２４

福岡地区

香川県

子ども電話相談

（香川県教育センター）

子どもの

ネットトラブル相談

（香川県教育センター）

愛媛県
愛媛県総合教育センター

教育相談

徳島県

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

人権教育課

いじめ問題等対策室

https://www.tokushima-ec.ed.jp/
mailto:jinkenkyouikuka@pref.tokushima.jp
https://www.kagawa-edu.jp/educ/htdocs/?page_id=82
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311902/2019011100065.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00333225/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00333225/index.html
mailto:gakkouanzen@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:gimukyouiku@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:koukoukyouiku@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:tokubetsushien@pref.kumamoto.lg.jp


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

URL http://mkkc.miyazaki-c.ed.jp/consult/hureai/index.htm

TEL ０９８５－３８－７６５４／０９８５－３１－５５６２

備考
８：３０～２１：００まで

（上記以外は24時間子供SOSダイヤルを案内）

URL http://www.edu.pref.kagoshima.jp/advice/ijime/top.html

TEL ０１２０－７８３－５７４，０９９－２９４－２２００

備考 全24時間

URL http://www.edu-c.open.ed.jp/soudan.html

TEL ０９８－９３３－７５７３

備考 対象；小中高生、教員、保護者、その他

URL http://www.edu-c.open.ed.jp/soudan.html

TEL ０９８－９３３－７５２６

備考 対象；特別支援が必要な幼児児童生徒・保護者・関係者

URL http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/ijime/soudan.html

TEL ０１２０－１２７－８３０

備考 平日9時～17時15分

URL

TEL ０１２０－８１－２４５５

備考

URL

TEL ０２２－２１４－０００２

備考

URL https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html

TEL ０４８－６６１－００５０

備考
対象：さいたま市在住、在学の未就学児※から高校生

※未就学児はことばの相談、就学に関する相談

URL https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html

TEL ０４８－６８８－１４１４

備考
対象：さいたま市在住、在学の未就学児※から高校生

※未就学児はことばの相談、就学に関する相談

URL https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html

TEL ０４８－７１１－５４３３

備考
対象：さいたま市在住、在学の未就学児※から高校生

※未就学児はことばの相談、就学に関する相談

URL https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html

TEL ０４８－８３８－８６８６

備考
対象：さいたま市在住、在学の未就学児※から高校生

※未就学児はことばの相談、就学に関する相談

URL https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html

TEL ０４８－７１１－７２１５

備考
対象：さいたま市在住、在学の未就学児※から高校生

※未就学児はことばの相談、就学に関する相談

URL https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html

TEL ０４８－７９０－０２２７

備考
対象：さいたま市在住、在学の未就学児※から高校生

※未就学児はことばの相談、就学に関する相談

岸町教育相談室

美園教育相談室

岩槻教育相談室

北教育相談室

堀崎教育相談室

あいぱれっと教育相談室

さいたま市

札幌市
いじめ電話相談

（札幌市少年相談室）

仙台市

24時間いじめ相談

専用電話

かごしま教育

ホットライン２４

沖縄県

県立総合教育センター

教育相談室

県立総合教育センター

特別支援教育相談

宮崎県

宮崎県教育研修センター

電話相談

（ふれあいコール）

鹿児島県

仙台市教育相談室

http://mkkc.miyazaki-c.ed.jp/consult/hureai/index.htm
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/advice/ijime/top.html
http://www.edu-c.open.ed.jp/soudan.html
http://www.edu-c.open.ed.jp/soudan.html
http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/ijime/soudan.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html
https://www.city.saitama.jp/003/002/010/p000012.html


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

URL https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/kyoikushien/kyouikusoudann24.html

TEL ０１２０－１０１－８３０

備考 365日　24時間

URL http://www.cabinet-cbc.ed.jp/

TEL ０４３－２５５－３７０２～３

備考 平日9:00～17:00

URL http://www.cabinet-cbc.ed.jp/youse/

TEL ０４３－２７７－１１９９

備考 平日9:00～17:00

URL

TEL ０４５－６７１－３７２６

備考 月～金　9時～17時（祝日、年末年始を除く）

URL

TEL ０４５－６６３－１３７０

備考 火～金　9時～17時（祝日、年末年始を除く）

URL

TEL ０１２０－６７１－３８８

備考 365日　24時間

URL

TEL ０４４ー５２２－３２９３

備考

URL

TEL ０４４ー８４４－６７００

備考 平日　９：００～１６：３０

URL

TEL ０４２－７５２－１６５８

備考 月～金の9：00～17：00

URL

TEL ０４２－７４９－２１７７

備考 月～金の9：00～17：00

URL

TEL ０４２－７８３－６１８８

備考 月～金の9：00～17：00

URL

TEL ０４２－６８２－７０２０

備考 月～金の9：00～17：00

URL

TEL ０４２－７５５－２５５２

備考 月～金の15：30～21：00　土の13：00～17：00

URL

TEL ０２５－２２２－０１１０

備考 月曜日から金曜日の午前9時10分から午後5時まで

URL https://www.city.shizuoka.lg.jp

TEL ０１２０－７８３－３７０

備考 月～金曜日　午前９時から午後５時（年末年始及び祝日を除く）

URL https://www.city.shizuoka.lg.jp

TEL ０５４－２５４－６８１１

備考 通常の電話料金がかかる

URL https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shido/faq/kyoiku/kyoiku/015.html

TEL ０５３－４５７－２４２４

備考

URL https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shido/kyouikusesaku/ijime/houshin.html

TEL ０５３－４５１－００２２

備考 24時間対応

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

TEL ０５２－６８３－８２２２

備考 月～金9:30～19:00／土9:30～12:00　※年末年始・祝日は休業します。

名古屋市
子ども教育相談

「ハートフレンドなごや」

新潟市 教育相談センター

静岡市

こころのホットライン

静岡市24時間いじめ電話相談

浜松市

浜松市教育総合支援センター

浜松市

いじめ子どもホットライン

相模原市

中央相談室

南相談室

城山相談室

相模湖相談室

ヤングテレホン相談

横浜市

一般教育相談

学校生活あんしんダイヤル

いじめ110番

川崎市

２４時間子供SOS

電話相談

子ども専用電話相談

千葉市

教育相談ダイヤル２４

教育センター

養護教育センター

相談専用

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/kyoikushien/kyouikusoudann24.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/youse/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shido/faq/kyoiku/kyoiku/015.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shido/kyouikusesaku/ijime/houshin.html
https://www.nagoya-c.ed.jp/sodan.html
https://www.nagoya-c.ed.jp/sodan.html


全国共通ダイヤル　２４時間子供SOSダイヤル　（０１２０－０－７８３１０）

①児童生徒本人が相談できる窓口一覧（電話相談）※上記、全国共通ダイヤルから転送される電話相談窓口については省略

相談窓口名
自治体名

ＨＰ等で紹介されているＵＲＬ・電話番号

電　話　相　談

URL https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000330944.html

TEL ０６－４３０１－３１４０

備考

URL https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/tetsuzuki/sodan/sodan.html

TEL ０７２－２７０－５５６１

備考 24時間・365日

URL

TEL ０１２０－１５５－７８３　　０７８－３６１－７７１０（有料）

備考

URL

TEL ０７８－３６０－３１５２，０７８－３６０－３１５３， ０１２０－７９０－７８３

備考 月曜～金曜（9:00～17:00）

URL

TEL ０７８－３４１－０８８８

備考 月曜～金曜（9:00～17:00）

URL http://www.city.okayama.jp/kyouiku/shidou/shidou_00100.html

TEL ０８６－２０７－２１７０

備考

URL http://www.city.okayama.jp/kyouiku/shidou/shidou_00214.html

TEL ０８６－２０７－２７３７

備考

URL https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kurashisodan/16092.html

TEL ０８２－２４２－２１１７

備考

URL

TEL ０９２－８３２－７１２０

備考

URL

TEL ０９６－３６２－７１７１

備考 月～金　10:00～18:00（土日祝日、年末年始を除く）

URL http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/k-soudan/

TEL ０９６－３６２－７０７０

備考 電話による事前の予約が必要です。月～金　9:30～15:45（土日祝日、年末年始は除く）

大阪市 こども相談センター

堺市
子ども電話教育相談

「こころホーン」

広島市
青少年総合相談センター

（青少年相談）

福岡市 福岡市こども総合相談センター

熊本市

学校教育コンシェルジュ

（教育相談室内）

教育相談室

神戸市

こうべっ子悩み相談いじめ・体

罰・こども安全ホットライン

神戸市総合教育センター

教育相談指導室

青少年育成センター

岡山市

岡山市教育相談室

いじめ専門相談ダイヤル

https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000330944.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/tetsuzuki/sodan/sodan.html
http://www.city.okayama.jp/kyouiku/shidou/shidou_00100.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kurashisodan/16092.html
http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/k-soudan/

