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相談機関、各種機関の連絡先

※平成 25 年３月 日現在のものです。今後、名
称や電話番号が変更される場合があります。

●教育相談全般
県立総合教育センター
総合発達相談
発達教育相談
月～金
８：３０～２１：００
＊年末年始は除く

０４６６－８１－０１８５
０４６６－８４－２２１０
土日祝日

８：３０～１７：１５

いじめ１１０番（24 時間受付） ０４６６－８１－８１１１
ｅメールによる相談
soudan@edu-ctr.pref.kanagawa.jp
（※返信が数日かかる場合があります。）

●青少年相談全般
青少年サポートプラザ
（県立青少年センター）
火～日
９：００ ～１２：００
＊月曜日、年末年始は除く

０４５－２４２－８２０１

１３：００～１６：００

●非行問題、犯罪被害等についての相談
ユーステレホンコーナー
０１２０－４５－７８６７
（県警察少年相談・保護センター）
０４５－６４１－００４５
月～金

８：３０ ～１７：１５

FAX 相談

＊土日祝日、年末年始は除く

０４５－６４１－１９７５

●心の病気やひきこもりについての相談
こころの電話相談
（県精神保健福祉センター）
月～金
９：００ ～１２：００
＊土日祝日、年末年始は除く

０４５－８２１－６０６０
１３：００～１６：００

●公立高等学校への転・編入学についての相談
転編入学情報センター
月～金
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０４５－２１０－８２３４～５

８：３０ ～１７：１５ ＊土日祝日、年末年始は除く

※以下の相談機関の区分はあくまで目安であり、同種の相談機関でも異なった対応をし
ていることがあります。また、相談の曜日や時間については、機関により異なります。
以下のホームページ（神奈川県県民局青少年課）も参考にしてください。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/soudanannai/index.html

●不登校、不良交友、非行等 青少年問題全般についての相談
機

関

名

電 話 番 号

横浜市青少年相談センター

045-260-6615

川崎市児童・青少年相談

044-739-8080

ヤングテレホン横須賀

046-826-1177

横須賀市青少年教育相談センター

046-823-3152

平塚市ヤングテレホン相談

0463-33-7830

平塚市青少年相談室

0463-34-7311

鎌倉市教育センター

相談室

0467-24-3386

藤沢市青少年相談

0466-22-1126

藤沢市ヤング悩み相談（子ども専用）

0466-27-7564

小田原市青少年相談センター

0465-23-1481

茅ヶ崎市青少年教育相談室

0467-86-9963

厚木市ヤングテレホン

046-223-6693

厚木市青少年教育相談センター

046-221-8080

大和市ヤングテレホン

046-260-5040

大和市青少年センター青少年相談室

046-261-7830

伊勢原市ヤングテレホン

0463-96-0800

伊勢原市青少年相談室

0463-94-1030

海老名市青少年相談センター

046-234-8700

座間市青少年相談室

046-256-0907

南足柄市青少年育成センター

0465-72-1329

綾瀬市青少年相談室

0467-77-7830

湯河原町青少年相談室

0465-63-6300

●事故や犯罪についての様々な相談
機

関

名

電 話 番 号

県警察少年相談・保護センター（横浜第一方面）

045-867-2039

県警察少年相談・保護センター（横浜第二方面）

045-313-1984

県警察少年相談・保護センター（川崎方面）

044-549-8105

県警察少年相談・保護センター（横須賀方面）

046-821-3294

県警察少年相談・保護センター（湘南方面）

0463-23-3146

県警察少年相談・保護センター（県西方面）

0465-32-7358

県警察少年相談・保護センター（県央方面）

046-222-8109
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機

関

名

総合相談室

電 話 番 号

家出人相談

045-664-9110

環境犯罪ホットライン

045-651-4473

子ども安全１１０番

045-651-1194

交通相談センター

0120-604-415
045-651-0110

悪質商法１１０番

045-211-2574

電車内痴漢等迷惑行為相談所

045-651-1194

性犯罪被害１１０番

045-461-0110

●薬物についての相談
機

関

名

電 話 番 号

県庁薬務課

045-210-4972

県立精神保健福祉センター心の電話相談室

045-821-6060

県警本部薬物銃器対策課

045-211-1212

関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室麻薬・覚醒剤
相談

045-201-0770

県立精神医療センターせりがや病院

045-822-0365

●こころと体の相談
機
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関

名

電 話 番 号

精神科救急医療相談窓口

045-261-7070

横浜市こころの健康相談センター

045-476-5557

川崎市精神保健福祉センター

044-201-3242

川崎市リハビリテーション医療センター
社会参加支援センター 地域ケア

044-755-3891

川崎市川崎区保健福祉センター

044-201-3213

川崎市幸区保健福祉センター

044-556-6654

川崎市中原区保健福祉センター

044-744-3297

川崎市高津区保健福祉センター

044-861-3309

川崎市宮前区保健福祉センター

044-856-3262

川崎市多摩区保健福祉センター

044-935-3299

川崎市麻生区保健福祉センター

044-965-5159

川崎市思春期保健電話相談

044-877-8469

横須賀市中央健康福祉センター

046-824-7632

横須賀市北健康福祉センター

046-861-4118

横須賀市南健康福祉センター

046-836-1511

横須賀市西健康福祉センター

046-856-0719

横須賀市保健所

046-822-4300

機

関

名

電 話 番 号

藤沢市保健所

0466-50-3593

相模原市保健所

042-769-8260

相模原市保健所中央保健センター

042-769-8233

相模原市保健所南保健センター

042-701-7708

相模原市保健所津久井保健センター

042-780-1414

●消費生活についての相談
機

関

名

電 話 番 号

県警悪質商法１１０番

045-651-1194

多重債務サポートダイヤル

045-312-1881

かながわ中央消費生活センター

045-312-1121

横浜市中央消費生活センター

045-845-6666

川崎市消費者行政センター

044-200-3030

川崎市北部消費者センター

044-812-3336

横須賀市消費生活センター

046-821-1314

平塚市消費生活センター

0463-21-7530

鎌倉市消費生活センター

0467-24-0077

藤沢市消費生活センター

0466-25-1111

西さがみ連邦共和国消費生活センター

0465-33-1777

茅ヶ崎市消費生活センター

0467-82-1111

相模原市北消費生活センター

042-775-1770

相模原消費生活センター

042-776-2511

相模原南消費生活センター

042-749-2175

秦野市消費生活センター

0463-82-5128

厚木市消費生活センター

046-294-5800

南足柄市消費生活センター

0465-71-0163

●アルバイトの内容や労働時間などについての相談
機

関

名

電 話 番 号

横浜南労働基準監督署

045-211-7373

鶴見労働基準監督署

045-501-4968

横浜西労働基準監督署

045-892-3141

横浜北労働基準監督署

045-474-1251

川崎南労働基準監督署

044-244-1271

川崎北労働基準監督署

044-820-3181

横須賀労働基準監督署

046-823-0858
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機

関

名

電 話 番 号

藤沢労働基準監督署

0466-23-6753

平塚労働基準監督署

0463-32-4600

相模原労働基準監督署

042-752-2051

厚木労働基準監督署

046-228-1331

小田原労働基準監督署

0465-22-7151

横浜労働センター

045-633-6110

川崎労働センター

044-833-3141

横須賀三浦地域県政総合センター労働課

046-823-0210

県央地域県政総合センター労働課

046-224-1111

湘南地域県政総合センター労働課

0463-22-2711

足柄上地域県政総合センター労働課

0465-83-5111

西湘地域県政総合センター労働課

0465-32-8000

県北地域県政総合センター労働課

042-755-1121

●いのちの電話
機

関

名

電 話 番 号

川崎いのちの電話

044-733-4343

横浜いのちの電話

045-335-4343

●ＤＶについての相談
機

関

名

電 話 番 号

ＤＶ相談（かながわ県民センター）

045-313-0745

ＤＶ相談（かながわ女性センター）

0466-27-9799

●ネット依存についての相談
機
久里浜医療センター

関

名

ネット依存治療研究部門

電 話 番 号
046-848-1500

●セクハラについての相談
機
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関

名

電 話 番 号

スクール・セクハラ相談窓口（県教育委員会）

045-210-8041

神奈川県立かながわ女性センター
セクシュアルハラスメント相談

0466-28-2367

スクール・セクシュアル・ハラスメント防止
関東ネットワーク

03-5328-3260

●児童相談所
機

関

名

電 話 番 号

神奈川県中央児童相談所

0466-84-1600

神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所

046-823-7050

神奈川県小田原児童相談所

0465-32-8000

神奈川県北地域児童相談所

042-750-0002

神奈川県厚木児童相談所

046-224-1111

横浜市中央児童相談所

045-260-6510

横浜市西部児童相談所

045-331-5471

横浜市南部児童相談所

045-831-4735

横浜市北部児童相談所

045-948-2441

川崎市こども家庭センター

044-542-1234

川崎市中部児童相談所

044-877-8111

川崎市北部児童相談所

044-931-4300

相模原市児童相談所

042-730-3500

横須賀市児童相談所

046-820-2323

●少年院・鑑別所など
機

関

名

電 話 番 号

久里浜少年院

0468-41-2585

小田原少年院

0465-34-8148

横浜少年鑑別所

045-841-2525

横浜保護観察所

045-201-1842

小田原駐在官事務所

0465-22-8590

神奈川医療少年院

042-772-2145

83

引用文献・参考文献
[引用文献]
文部科学省

2010

『生徒指導提要』ｐ.１

文部科学省

2009

『高等学校学習指導要領』

文部科学省

2010

『生徒指導提要』

[参考文献]

神奈川県教育委員会

2009

『生徒指導研究集録』

尾木和英・有村久春・嶋﨑政男

2011 『生徒指導提要を理解する実践する』

神奈川県青少年指導者養成協議会

学事出版

2012 『楽しく進めるグループワーク～個と集団の気づきを

うながす～』
神奈川県教育委員会

2002

神奈川県立総合教育センター

『生徒指導ハンドブック』

小林昭文

2004

2012 『生徒の自己理解を促す

『担任ができるコミュニケーション教育』

斎藤清二・西村優紀美・吉永崇史
石隈利紀･田村節子
編－』

ほんの森出版

『発達障害大学生支援への挑戦』

金剛出版

2003 『石隈･田村式援助シートによるチーム援助入門－学校心理学・実践

図書文化社

神奈川県立総合教育センター

84

2010

共感的な対話』

2008

『はじめよう ケース会議 Q&A』

『高等学校 生徒指導

研修ガイドブック』の作成関係者

＜神奈川県立総合教育センター生徒指導プロジェクトチーム＞
（事務局）
所

属

職

名

氏

名

企画調整部

部長

杉坂

郁子

教育キャリア課

課長

宇田

雅則

教育人材育成課

課長

森本

雄二

教職キャリア課

主幹（兼）指導主事

教職キャリア課

指導主事

荒井

智子

教育人材育成課

主幹（兼）指導主事

大関

隆夫

教育人材育成課

指導主事

宗方

泰司

教育課題研究課

指導主事

教育相談課

指導主事

岡田

牛島
小澤

彰

操
京子

『高等学校 生徒指導 研修ガイドブック』の作成にあたって
協力していただいた学校・行政機関
＜県立高等学校＞

３校

釜利谷高等学校
橋本高等学校
藤沢工科高等学校
＜行政機関＞
県教育委員会教育局

支援教育部

学校支援課

高等学校 生徒指導 研修ガイドブック
発

行

発行所

平成 25 年３月
神奈川県立総合教育センター
〒251-0871 藤沢市善行７－１－１
電話 (0466)81-1759（企画広報課 直通）
ホームページ http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/

※本冊子については、ホームページで閲覧できます。

85

再生紙を使用しています

神奈川県立総合教育センター
亀井野庁舎（教育相談センター）
善行庁舎
〒252-0813 藤沢市亀井野 2547-4
〒251-0871 藤沢市善行 7-1-1
TEL (0466)81-8521
TEL (0466)81-0188
FAX (0466)83-4500
FAX (0466)84-2040
ホームページ http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/

