
滋賀県内の専門的な相談機関 
◎不登校に関する相談 
滋賀県心の教育相談センター ☎ 077-586-8125 

 
◎不登校児童生徒の学校復帰に向けた施設 

以下の適応指導教室では、不登校児童生徒を対象に、体験活動や学習補充など、学校復帰に向けた支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。  

設置者 適応指導教室名 電話番号 設置者 適応指導教室名 電話番号 

大津市 適応指導教室「ウイング」 077-522-4646 077-525-7912 甲賀市 適応指導教室水口教室「ハッピーホーム」 [代表] 
0 748 -69 -21 78 

発達支援課 
彦根市 適応指導教室「オアシス」 0 749 -24 -04 15 甲賀市 適応指導教室甲賀教室「かふかルーム」 

長浜市 適応指導教室「ひまわり」  
[代表] 
0 749 -74 -37 02 

長浜市教育センター 

甲賀市 適応指導教室信楽教室「やまびこルーム」 

長浜市 適応指導教室「あざい」 高島市 教育支援センター「スマイル」 0 740 -32 -39 86 
長浜市 適応指導教室「大地の家」 東近江市 児童生徒成長支援室「オアシス教室」 0 748 -22 -01 20 
長浜市 適応指導教室「ジョイ」 東近江市 児童生徒成長支援室「チャレンジ教室」 0 748 -24 -56 79 
長浜市 湖北サテライト教室「みらい」 東近江市 児童生徒成長支援室「さわやか教室」 0 748 -42 -99 20 
長浜市 木之本サテライト教室「ほっと」 米原市 適応指導教室「みのり」 0 90- 711 0-3 849 
近江八幡市 適応指導教室「よしぶえ」 0 748 -37 -12 05 日野町 日野町子育て・教育相談センター 0 748 -53 -38 38 
草津市 適応指導教室「やまびこ」 0 77- 563 -12 70 竜王町 竜王町ふれあい相談発達支援センター 0 748 -58 -37 41 
守山市 適応指導教室「くすのき教室」 0 77- 583 -42 17 愛荘町 適応指導教室「フレンズ愛荘」 0 749 -37 -80 56 
栗東市 子ども成長支援教室「あいあい」 0 77- 554 -61 07 甲良町 子ども成長支援教室「なごみ」 0 749 -38 -80 03 
野洲市 適応指導教室「ドリーム教室」 0 77- 587 -69 25 多賀町 多賀町適応指導教室「虹」 0 749 -48 -81 37 

湖南市 ふれあい教育相談室 0 748 -72 -48 10 
 
◎いじめなど悩みに関する電話相談 (子どものための全国統一相談ダイヤルで、２４時間対応しています。) 

名  称 時 間 電話番号 

24 時間子供ＳＯＳダイヤル 
「こころんだいやる」                ９：００～２１:００ 

 
「子どもナイトだいやる」 ２１：００～翌日９：００ 

※ 「こころんだいやる」では、077-524-2030 でも受け付けています。              

◎いじめで悩む子ども相談電話 

※相談受付時間 平日 9:30～18:00（年末年始は除く） 

◎各市町に開設のいじめなど悩みに関する相談窓口 

 
◎少年非行に関する相談 

○少年サポートセンター（警察の機関で、少年補導職員が中心となって、少年や保護者から非行や犯罪被害等に関する相談を受け、継続的な補導や支援活動を行っています。） 

大津少年サポートセンター ☎ 077-521-5735 米原少年サポートセンター ☎ 0749-52-0114 
その他、各郡市の少年センター 

○あすくる（専門スタッフ等が非行など社会的不適応を起こしている要因を見極め、少年ごとに立案されたプログラムをもとに継続的に立ち直り支援をしています。 ）  

あすくる大津 ☎ 077-522-3721 あすくる東近江 ☎ 0748-48-6835 
あすくる草津 ☎ 077-562-6561 あすくる彦根 ☎ 0749-24-9140 
あすくる守山野洲 ☎ 077-583-7474 あすくる長浜 ☎ 0749-74-3366 
あすくる湖南 ☎ 0748-77-7053 あすくる高島 ☎ 0740-32-3824 

あすくるＨＡＲ（ハル） ☎ 0748-37-8651 

 
◎児童虐待に関する相談 
緊急 24 時間対応(県内全域)虐待ホットライン ☎ 077-562-8996 児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 189 

中央子ども家庭相談センター ☎ 077-562-1121 彦根子ども家庭相談センター ☎ 0749-24-3741 

大津・高島子ども家庭相談センター ☎ 077-548-7768 

 
◎発達障害等に関する相談         ◎滋賀県子ども・若者総合相談（ひきこもりやニートなど様々な悩みに関する相談） 
滋賀県総合教育センター ☎ 077-588-2505  滋賀県立精神保健福祉センター ☎ 077-567-5058 

 

 

 

県立学校および市町立小中学校でのいじめ相談 ☎ 077-567-5404 

名 称 対象地域 電話番号 名 称 対象地域 電話番号 

おおつっこほっとダイヤル（いじめ対策推進室） 大津市 0120-025-528 ふれあい教育相談室 湖南市 0748-72-4810 

おおつ子どもナイトダイヤル 077-523-1501 高島市教育相談・課題対応室 高島市 0740-32-4406 

大津市堅田少年センター 077-573-9000 学校問題対策支援室 東近江市 0748-24-5520 

彦根市いじめ相談ほっとライン 彦根市 0749-24-7977 米原市子ども相談でんわ 米原市 0749-55-1186 

教育相談室 近江八幡市 0748-37-8877 日野町子育て・教育相談センター 日野町 0748-53-3838 

草津市立少年センター 草津市 077-562-6561 日野町教育委員会  0748-52-6564 

子ども悩み相談窓口 守山市 077-582-1141 竜王町ふれあい相談発達支援センター 竜王町 0748-58-3741 

守山市教育研究所教育相談 077-583-4237 竜王町教育委員会  0748-58-3719 

栗東市いじめホットライン 栗東市 077-554-0323 子育て世代包括支援センター 愛荘町 0749-42-7661 
育ちと学びの相談窓口 甲賀市 0748-69-2179 愛荘町教育委員会  0749-37-8056 

野洲市ふれあい教育相談センター 野洲市 077-587-6925 多賀町教育委員会 多賀町 0749-48-8123 

その他、各市町の福祉事務所 

（なやみいおう） 

0120-0-78310 
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