７．子どもに関する相談
（１）警察の子ども相談窓口
（２）県の子ども相談窓口
（３）教育機関等が行う学校教育問題全般に関する相談
（４）市町村の相談窓口
（５）弁護士会が行う子ども人権相談
（６）法務局が行う子ども人権相談

（１）警察の子ども相談窓口
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○非行・交友関係・異性問題 ○電話・面接相談（無料）
・いじめ・家庭問題等に関
平日（月～金 8:30～17:15）
する相談
上記以外は当直が対応

【警察本部少年サポートセンター】
・「やまびこ電話」（兼FAX） 018-824-1212
・〒010-0951 秋田市山王四丁目1番5号
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
https://www.police.pref.akita.lg.jp/kenkei/consultation/

【チャイルド・セーフティ・センター】
・電話 018-831-3421
・〒010-8506 秋田市東通仲町4番1号 アルヴェ3F
○鹿角警察署
・代表電話 0186-23-3321
・〒018-5201 鹿角市花輪字向畑100番地
○大館警察署
・代表電話 0186-42-4111
・〒017-0864 大館市根下戸新町1番70号
○北秋田警察署
・代表電話 0186-62-1245
・〒018-3331 北秋田市鷹巣字下家下1番地
○能代警察署
・代表電話 0185-52-4311
・〒016-0811 能代市日吉町1番24号
○五城目警察署
・代表電話 018-852-4100
・〒018-1721南秋田郡五城目町字七倉178番地の4
○男鹿警察署
・代表電話 0185-23-2233
・〒010-0511男鹿市船川港船川字新浜町1番地の4
○秋田臨港警察署
・代表電話 018-845-0141
・〒011-0945 秋田市土崎港西三丁目1番8号
○秋田中央警察署
・代表電話 018-835-1111
・〒010-0875 秋田市千秋明徳町1番9号
○秋田東警察署
・代表電話 018-825-5110
・〒010-1407秋田市上北手百崎字内山60番地2
○由利本荘警察署
・代表電話 0184-23-4111
・〒015-0817 由利本荘市中町27番地
○大仙警察署
・代表電話 0187-63-3355
・〒014-0063大仙市大曲日の出町一丁目1番30号
○仙北警察署
・代表電話 0187-53-2111
・〒014-0378 仙北市角館町西野川原34番地の6
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業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○非行・交友関係・異性問題 ○電話・面接相談（無料）
・いじめ・家庭問題等に関
月～金 8:30～17:15
する相談
上記以外は当直が対応

○横手警察署
・代表電話 0182-32-2250
・〒013-0043 横手市安田字越廻71番地
○湯沢警察署
・代表電話 0183-73-2127
・〒012-0857 湯沢市千石町一丁目3番5号

（２）県の子ども相談窓口
業務内容等
○育児・非行・心身障害・性
格上の問題・情緒不安定
・いじめ・虐待等に関する
相談

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○電話相談
24時間・365日対応
（休日・夜間は中央児童相談
所につながります。）

【北児童相談所】
・代表電話 0186-52-3956
・〒018-5601大館市十二所字平内新田237番地1
北秋田地域振興局大館福祉環境部内

※児童相談所では虐待等に ○面接相談（要予約）
【中央児童相談所】
代表電話対応
よる緊急の保護も行う
○電話相談「電話相談よい子に」
月～金 8:30～17:15
フリーダイヤル 0120-42-4152
（土日、祝日、年末年始を除く）
○面接相談
〒010-1602 秋田市新屋下川原町1番1号
○Ｅメール相談
代表電話 018-862-7311
（中央児童相談所のみ）
○Ｅメール相談 soudan@mail2.pref.akita.jp
随時
※ お急ぎの方は、電話相談を
【南児童相談所】
御利用ください。
・代表電話 0182-32-0500
・〒013-8503 横手市旭川一丁目3番46号
平鹿地域振興局福祉環境部内
○電話・面接相談（無料）
【家庭児童相談室(各地域振興局福祉環境部内)】
月～金 8:30～17:15
○大館 (北秋田地域振興局大館福祉環境部）
（土日、祝日、年末年始を除く）
・代表電話 0186-52-3951
・〒018-5601 大館市十二所字平内新田237番地１
○山本
・代表電話 0185-52-5105
・〒016-0815 能代市御指南町1番10号
○秋田
・代表電話 018-855-5175
・〒018-1402 潟上市昭和乱橋字古開172番1号
○平鹿
・代表電話 0182-32-3294
・〒013-8503 横手市旭川一丁目3番46号

（３）教育機関等が行う学校教育問題全般に関する相談
業務内容等
「すこやか電話」
不登校・いじめ・学校生活等
教育に関する相談電話
(フリーダイヤル)
※総合教育センターは面接
相談有り

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○電話相談（無料）
月～金 8:30～17:00
（土日、祝日、年末年始を除く）
○面接相談（無料）（要予約）
月～金 9:00～16:00
（土日、祝日、年末年始を除く）

【総合教育センター】
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-804
・面接申込み電話 018-873-7205
・〒010-0101 潟上市天王字追分西29番76号
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ httpｓ://www.akita-c.ed.jp/

○電話相談（無料）
【教育事務所】
月～金 8:30～17:00
○北教育事務所
（土日、祝日、年末年始を除く） ・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-914
・〒018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1
○北教育事務所鹿角出張所
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-915
・〒018-5201 鹿角市花輪字六月田1番地
○北教育事務所山本出張所
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-917
・〒016-0815 能代市御指南町1番10号
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業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等
○中央教育事務所
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-904
・〒010-0951 秋田市山王四丁目1番2号
○中央教育事務所由利出張所
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-908
・〒015-0885 由利本荘市水林366番地
○南教育事務所
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-943
・〒013-0022 横手市四日町3番23号
横手市水道庁舎３Ｆ
○南教育事務所仙北出張所
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-945
・〒014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号
○南教育事務所雄勝出張所
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-377-949
・〒012-0857 湯沢市千石町二丁目1番10号

学校における各種支援
○スクールカウンセラー
○スクールソーシャル
ワーカー
○子供と親の相談
○被害少年への学習支援
○非行少年等の立ち直り
支援

○電話・面接
月～金 8:30～17:00
（土日、祝日、年末年始を
除く）

【教育庁】
○義務教育課
・代表電話 018-860-5148
・〒010-8580 秋田市山王三丁目1番1号
○高校教育課
・代表電話 018-860-5165
・〒010-8580 秋田市山王三丁目1番1号

（４）市町村の相談窓口
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○子育てと女性の悩み、家庭 ○電話・面接相談（無料）
教育等に関する相談
月～土 9:00～18:00
（日、年末年始を除く）

【秋田市子ども未来センター】
・相談電話
子ども家庭
０18-887-5339
女性の悩み 018-887-5337
・〒010-8506 秋田市東通仲町４番１号
秋田拠点センターアルヴェ ５Ｆ
代表電話：018-887-5340
fax：018-887-5335

○青少年にかかわる様々な
悩 みや心配ごとに関する
相談

○電話･面談相談（無料）
○相談日 月～金
（土日、祝日、年末年始を除く）
月曜日 10:00～12:00
13:00～16:00
火～金 ９:00～12:00
13:00～16:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末
年始を除く）

【秋田市少年指導センター】
・わかくさ相談電話（専用電話） 018-884-3868
・代表電話 018-884-3869
・〒010-8506 秋田市東通仲町４番１号
秋田拠点センターアルヴェ５Ｆ

○電話･面談相談（無料）
○相談日
月、火、木、金
9:00～17:00
（水、土日、祝日、年末年始
を除く）

【大館市少年相談センター】
・相談専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-110-624
･代表電話 0186-42-0769
・〒017-0822 大館市字桜町南45番地1
(中央公民館内）

（５）弁護士会が行う子ども人権相談
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

「子どもの人権に関する無料 ○面接相談（初回無料・要予
法律相談」
約）
○予約受付
月～金 9:00～17:00
（土日、祝日、年末年始を除く）
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【秋田弁護士会】
・専用電話 018-896-5599
・〒010-0951 秋田市山王六丁目2番7号
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://akiben.jp/

（６）法務局が行う子ども人権相談
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○いじめや体罰等の子どもの ○電話・面接相談（無料）
【秋田地方法務局】
人権問題に関する相談
月～金 8:30～17:15
○人権擁護課
（土日、祝日、年末年始を除く） ・「子どもの人権１１０番」
全国共通フリーダイヤル 0120-007-110
・〒010-0951 秋田市山王七丁目1番3号
秋田合同庁舎2階
【各支局】
○大館
・代表電話 0186-42-6514
・〒017-0804 大館市柄沢字狐台7番地73
○能代
・代表電話 0185-54-4111
・〒016-0803 能代市大町5番36号
○本荘
・代表電話 0184-22-1200
・〒015-0874 由利本荘市給人町17番
本荘合同庁舎
○大曲
・代表電話 0187-63-2100
・〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号
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