県内青少年相談機関一覧表
相談機関名

所在地・電話番号

中央児童相談所
（相談支援課）

甲府市北新１－２－１２
山梨県福祉プラザ２F
０５５－２５４－８６１７

都留児童相談所
（相談課）

都留市田原３－５－２４
０５５４－４５－７８３８

相談
方法

電話
面接
文書
訪問

他の機関との関連

備

考

１８歳未満のあらゆる相談
一般住民、福祉事務所、保健所、
・相談時間（祝祭日・年末年始を除く）
・養護相談
学校、警察、家庭裁判所などか
月～金 ８：３０～１７：１５
（家庭での養育困難、児童の虐待等）
らの相談・通告により必要な調
・休日、夜間の緊急時
・保健相談（未熟児、虚弱児等）
査及び各面からの診断を行い、
０５５－２５４－８６２０
・障害相談（身体の不自由、知的障害、言葉の遅れ等）指導方針ないしは処遇方針を
・非行相談（虚言、盗み、ｼﾝﾅｰ乱用、家出、性的逸脱等）検討する。その結果に基づき、
・育成相談
児童の一時保護や保護者等へ ・相談時間（祝祭日・年末年始を除く）
（しつけ、夜尿、不登校、落ち着きがない
の支援（助言・指導）を行い、 月～金 ８：３０～１７：１５
家庭内暴力等）
必要に応じて児童福祉施設入 ・休日、夜間の緊急時
・その他の相談
所措置又は里親委託等を行う。 ０５５４－４５－７８９８
・心の健康相談（心の悩みや心の病気、精神障害等に関
する相談）
・相談時間
・思春期精神保健に関する相談（概ね１６歳以上を対象 相談内容から必要に応じて関
月～金 ８：３０～１７：１５
とし、本人や家族、思春期の子どもの問題に携わる関 係機関を紹介・連携。
来所相談については要予約
係者からの相談に対応）

甲府市北新１－２－１２
山梨県福祉プラザ３F
０５５－２５４－８６４４

相談内容から必要に応じて関
係機関を紹介・連携

・相談時間
月～金 ８：３０～１７：１５
来所相談については要予約

ひきこもり地域支援センタ
ー・ひきこもり相談窓口
０５５－２５４－７２３１

ひきこもりに関する相談（専門のスタッフが相談に応
相談内容から必要に応じて関
じ、健康・医療・福祉・教育・労働等の関係機関と連携
係機関を紹介・連携
し、適切な支援機関につなぐ）

・相談時間
月～金 ９：００～１２：００
１３：００～１６：００
必要に応じて予約制にて面接

ストレスダイヤル
（電話相談専用）
０５５－２５４－８７００

相談内容から必要に応じて関
係機関を紹介

自殺防止に関する相談

山梨県立精神保健
福祉センター

主たる相談内容

平成３０年

こころの健康相談統一ダイ
ヤル自殺防止電話相談
（電話相談専用）
０５７０－０６４－５５６

電話
面接 自殺未遂者や心の悩みを抱える人に対する相談支援

電話 日常生活における心の悩み等の電話相談

・相談時間
月～金
木曜日のみ

電話

生きるのがつらいと悩む人に対する専門のスタッフに 相談内容から必要に応じて関
よる電話相談
係機関を紹介
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・相談時間
月～金

９：００～１２：００
１３：００～１６：００
１６：００～１９：００

９：００～１２：００
１３：００～１６：００
夜間（火～土）
１６：００～２２：００

相談機関名

山梨県立こころの発達
総合支援センター

所在地・電話番号

甲府市北新１－２－１２
山梨県福祉プラザ内
０５５－２５４－８６３１

相談
方法 主たる相談内容

他の機関との関連

・県内にお住まいの自閉症・アスペルガー症候群その他
広汎性発達障害・学習障害（LD）・注意欠陥多動性障
電話
害（AD/HD）などの発達障害のある方とその家族
面接 ・心の問題を抱えた子どもとその家族
診療 ・発達障害・子どもの心に関わる関係機関（市町村、障
害児（者）施設、幼稚園、保育園、教育機関、公共職
業安定所など）

総合教育センター、市町村行 ※相談は予約制
政、市町村教育委員会、学校、 相談受付：月曜日～金曜日
保健所、児童相談所、精神保健 （祝祭日を除く）
福祉センター、相談支援事業 ８：３０～１２：００
所、障害者就業・生活支援セン １３：００～１７：００
ター、障害者職業センター、県
立就業支援センター、医療機関 ※利用の流れ
等と連携
電話予約→面接・評価→相談⇔診療

備

考

山梨県総合教育センター
笛吹市御坂町成田１４５６
（相談支援部教育相談担当）
０５５－２６３－３７１１
いじめ・不登校ホットライン

・面接相談（要予約）
（学校生活に関する相談）
学校、ＰＴＡ関係教育相談室、 月～金（休日を除く）
電話 不登校、いじめ、交友関係、学業不振、進路の悩み、教
児童相談所、こころの発達総合 ９：００～１７：００
面接 師との関係、家庭の問題、情緒問題、無気力、反社会的
支援センターと連携
・電話相談
問題行動、生活一般、その他の相談
２４時間、３６５日相談員が対応

山梨県総合教育センター
笛吹市御坂町成田１４５６
（相談支援部
０５５－２６３－４６０６
特別支援教育担当）

・面接相談（要予約）
市町村教育委員会、学校、保健 月～金（休日を除く）
電話 発達の遅れや、その心配のあるお子さんの就学や学習に
所，こころの総合発達支援セン ９：００～１７：００
面接 関する相談
ターと連携
・電話相談
月～金 ９：００～１７：００

甲府市朝気１－２－２
山梨県教育庁社会教育課
・子育てに関する相談・助言・情報提供
ぴゅあ総合１階 電話
子育て相談総合窓口
・専門機関の紹介
０５５－２２８－４１５２ 面接
「かるがも」
・月２回臨床心理士によるカウンセリング
０５５－２２８－４１５３

・電話相談、面接相談
第２・第４月曜日と年末年始を除くすべ
専門的な分野については、心
ての日
理、小児医学、保育、母子保健
（相談受付時間）
などの専門機関との連携を持
月～金 ９：００～１６：３０
ちながら実施
土・日・祝は９：００～１５：３０
・カウンセリング月２回（要予約）

山梨県警察本部
少年・女性安全対策課
甲府市丸の内１－６－１
少年サポートセンター
０５５－２３５－４４４４
（ヤングテレホンコーナー）

・少年の不安や悩みの電話相談・被害者相談
各警察署及び少年警察ボラン ・相談時間
電話
・少年自身や保護等からの少年問題に関する悩み等につ ティアとの連携
月～金 ８：３０～１７：００
面接
いて、電話・面接での相談も行っている。
関係機関・団体を紹介
（祝日等を除く）

青少年育成カウンセラー会

電話
非行、青少年活動、家庭教育
面接

２７市町村５３名

甲府市青少年育成センター 甲府市丸の内１－１８－１
青少年相談室
甲府市役所本庁舎３階
（子ども未来総室子ども支 （青少年相談室直通）
援課青少年係）
０５５－２２１－３０１１

学校、地域の育成会、家庭と連 ・連絡先
携
青少年育成カウンセラー会

電話 学校生活、いじめ、友達関係、不登校、引きこもり、非 相談内容に応じて、他機関と連
面接 行、生活行動、親子間の悩み、就職、進学、将来のこと 携
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・相談時間
月～金 ９：００～１６：００
（祝日、年末年始を除く）

相談機関名
山梨県ＰＴＡ協議会
（事務局）

（社福）山梨立正光生園
子ども家庭支援
センター・テラ

法務少年支援センター甲府

所在地・電話番号

相談
方法

主たる相談内容

他の機関との関連

備

考

・小中学生、保護者・教職員対象
山梨大学（県教委との連携）
電話 ・学習・進学・進路，学校・家庭生活、友人・教師関係 県精神保健協会
面接
いじめ、不登校、非行・反社会的行動等
総合教育センター
児童相談所等

・相談時間
月～金 ９：００～１７：００
各教育事務所・各地区教育会館でも教育
相談員が対応（教育四者で設置）

甲府市伊勢３－８－１１
０５５－２２２－８０１２

電話
面接
養育・発達・教育等、子どもに関する悩みや不安全般
訪問
ﾒｰﾙ

・相談時間
毎日 ９：００～１７：３０
電話相談は２４時間対応

甲府市大津町２０７５－１
０５５-２４１-７７４７

・非行予防や犯罪被害の防止に関する出前授業
・子どもの問題行動（非行、不良者との交友、家庭内暴
力、薬物乱用、家庭・学校における不適応行動等）に対 児童福祉機関，学校・教育機関 ・相談時間
電話
する理解の仕方
などの青少年の健全育成に携 月～金 ９：００～１７：００
面接
・子育て上の悩み（しつけ等）に対する助言
わる関係機関・団体と連携
（祝日等を除く）
・本人とその家族の方、学校等の教育機関や福祉・医療・
保健等の関係機関の方が対象

甲府市丸の内３－３３－７
０５５－２２８－１３４２
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市町村、児童相談所、保健所、
学校、児童福祉施設等と連携

