
 

 

 

 

14  平成 28年度“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動啓発ポスター 
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電話番号

FAX番号

　〒990-8540 023-641-1212
　　山形市旅篭町2-3-25 023-624-8443
　〒991-0003 0237-86-5111
　　寒河江市大字西根字石川西333 0237-86-2201
　〒999-3192 023-672-1111
　　上山市河崎1-1-10 023-672-3001
　〒995-8666 0237-55-2111
　　村山市中央1-3-6 0237-55-2155
　〒994-8510 023-654-1111
　　天童市老野森1-1-1 023-654-3355
　〒999-3795 0237-42-1111
　　東根市中央1‐1‐1 0237-43-1176
　〒999-4225 0237-22-1111
　　尾花沢市若葉町1-8-25 0237-24-0093
　〒990-0392 023-667-1115
　　東村山郡山辺町緑ヶ丘5 023-667-1116
　〒990-0401 023-662-2235
　　東村山郡中山町大字長崎6010 023-662-5440
　〒999-3511 0237-71-1111
　　西村山郡河北町谷地字みどり町3-2 0237-71-1110
　〒990-0703 0237-74-3131
　　西村山郡西川町大字間沢280 0237-74-3219
　〒990-1442 0237-67-2118
　　西村山郡朝日町大字宮宿2265 0237-67-3375
　〒990-1144 0237-62-3666
　　西村山郡大江町大字十八才甲117‐1 0237-62-3667
　〒999-4111 0237-35-2111
　　北村山郡大石田町大字大石田丁236-2 0237-35-2094
　〒996-8501 0233-22-2111
　　新庄市沖の町10-37 0233-23-5600
　〒999-5402 0233-52-2902
　　最上郡金山町金山662-1　 0233-52-2903
　〒999-6101 0233-43-2350
　　最上郡最上町向町674　 0233-43-2350
　〒999-4601 0233-32-2246
　　最上郡舟形町舟形126 0233-32-3326
　〒999-5312 0233-62-2305
　　最上郡真室川町大字新町233-1 0233-62-2306
　〒996-0212 0233-75-2323
　　最上郡大蔵村大字清水2620 0233-75-2336
　〒999-5201 0233-55-3051
　　鮭川村大字京塚1324-2 0233-55-3053
　〒999-6313 0233-72-2304
　　最上郡戸沢村大字名高1593-86 0233-72-2307
　〒992-0012 0238-21-6111
　　米沢市金池3-1-14 0238-21-6926
　〒993-0085 0238-84-7677
　　長井市高野町2-7-37 0238-88-5883
　〒999-2292 0238-40-3211
　　南陽市三間通436-1 0238-40-3388
　〒992-0392 0238-52-4487
　　東置賜郡高畠町大字高畠435 0238-52-5043
　〒999-0214 0238-44-2843
　　東置賜郡川西町大字吉田4690 0238-44-2262
　〒999-1352 0238-62-2141
　　西置賜郡小国町大字岩井沢704 0238-62-2143
　〒992-0892 0238-85-6146
　　西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833 0238-85-2183
　〒999-0604 0238-72-3111
　　西置賜郡飯豊町大字椿3622 0238-72-3163
　〒997-0015 0235-25-2019
　　鶴岡市末広町3-1　マリカ東館２階 0235-29-2403
　〒998-0034 0234-24-2992
　　酒田市中央西町2‐59 0234-24-5780
　〒997-1301 0235-66-4403
　　東田川郡三川町大字横山字西田52-1 0235-66-4508
　〒999-6601 0234-56-3320
　　東田川郡庄内町狩川字大釜22 0234-56-3222
　〒999-8301 0234-72-2236
　　飽海郡遊佐町遊佐字鶴田52-2　 0234-71-1222

子育て推進部 　〒990-8570 023-630-2694
若者支援・男女共同参画課 　　山形市松波二丁目8番1号 023-632-8238

遊佐町 教育課

山形県

三川町 教育課

庄内町 社会教育課

鶴岡市 青少年育成センター

酒田市 社会教育文化課

白鷹町 教育委員会 

飯豊町 教育文化課

川西町 生涯学習課

小国町 教育振興課

南陽市 社会教育課 

高畠町 社会教育課

米沢市 社会教育・体育課

長井市 文化生涯学習課

鮭川村 教育課

戸沢村 共育課

真室川町 教育課

大蔵村 教育委員会

最上町 教育文化課

舟形町 教育委員会

新庄市 社会教育課

金山町 教学課

大江町 教育文化課

大石田町 教育文化課

西川町 生涯学習課

朝日町 教育文化課

中山町 教育課

河北町 生涯学習課

尾花沢市 社会教育課

山辺町 教育課

天童市 生涯学習課

東根市 生涯学習課

村山市 生涯学習課

山形市 社会教育青少年課

寒河江市 生涯学習課

住所市町村名 担当課

上山市 生涯学習課

１５ 市町村青少年行政主管課一覧
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 16 子ども・若者にかかる窓口一覧

実 施 機 関 窓口名称等 主 な 相 談 内 容 電話番号 受付時間 備考

ひきこもり相談支援窓口
「自立支援センター巣立ち」

023(631)7141
月・火・木・金9:00

～17:00
12:00～13:00を除く

心の健康相談ダイヤル 023(631)7060
月～金

9:00～17:00
12:00～13:00を除く

土・日・祝日を除く

心の健康インターネット相談 回答は開庁日に行う

023(627)1184

0233(29)1266

0238(22)3015

0235(66)4931

023(679)3266
日～金

10:00～17:00

0238(33)9137
月～土

9:00～17:00

0234(23)1777
月～土

10:00～18:00

月～金
9:30～18:00

土
10:00～17:00

庄内プラザ 0120(219)766
月～土

10:00～18:00
祝日・年末年始を

除く

発達障がいに関するこ
と

023(673)3314
月～金

8:30～17:15
12:00～13:00を除く

023(627)1195

0235(22)0790

0237(84)7111
月～土

9:00～17:00
緊急時は随時対応

0235(68)5477
月～土

9:00～18:00
緊急時は随時対応

県福祉相談センター 子ども女性電話相談
子どもと女性に関する
相談

023(642)2340 8:30～22:00 年末年始を除く

県教育庁文化財・生涯
学習課

家庭教育電話相談
「ふれあいほっとライン」

子育ての悩みや家庭教
育に関すること

023(630)2876
月～金

8:30～17:15
受付時間以外は

留守番電話対応

月～金
8:30～20:30

土日祝
8:30～17:30

いじめ相談ダイヤル 023(654)8383 24時間受付 児童生徒が対象

ヤングテレホンコーナー
非行や事件、いじめ、友人関係など青

少年の悩みに関すること 023(642)1777 24時間受付
各地域の警察署でも

ご相談をお受けして

います

覚せい剤相談 覚せい剤に関すること 023(635)1047 24時間受付

山形少年鑑別所 やまがた法務少年支援センター
子どもの非行や問題行
動に関すること

023(642)3445
月～金

9:00～12:15
13:00～17:00

祝日・年末年始を

除く

山形地方法務局 子どもの人権110番
子どもの人権に関する
こと

0120(007)110
月～金

8:30～17:15
受付時間以外は

留守番電話対応

子育て相談、その他健
康に関すること

023(685)8033
月～金

10:00～16:00
祝休日・年末年始を

除く

死にたい気持ちに関す
ること

023(645)4343 13:00～22:00社会福祉法人 山形いのちの電話

若者の就職に関する相
談

　　　　 山形プラザ
県若者就職支援

センター

やまがた若者サポートステーション

置賜若者サポートステーション

庄内地域若者サポートステーション

県発達障がい者支援センター

中央児童相談所

若年無業者等の就労に
関すること

子どもや子育てに関す
ること

庄内児童相談所

子ども家庭支援センター「チェリー」

児童家庭支援センター「シオン」

公益社団法人 山形県看護協会

県警察本部少年課

023(654)8181

緊急時は随時対応

県教育センター
教育に関することや
いじめに関すること

児童生徒が対象教育相談ダイヤル

祝日・年末年始を

除く

月～金
8:30～17:15

月～金
8:30～17:15

置賜保健所（担当直通）

庄内保健所（担当直通）

ひきこもりや心の健康
に関すること

村山保健所 (担当直通）

最上保健所（担当直通）

24時間受付
（県精神保健福祉センターHPより）

0120(695)018
祝日・年末年始を

除く

県精神保健福祉
センター
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子ども・若者育成支援推進法 0歳～30歳代

少年法 20歳未満の者

刑法 満14歳

18歳未満の者

乳児 １歳未満の者

幼児 １歳から小学校就学の始期に達するまでの者

少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者

児童手当法 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

児童虐待の防止等に関する法律 18歳未満の者

母子及び寡婦福祉法 20歳未満の者

満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めか
ら、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者

小学校（又は特別支援学校の小学部）の課程を修了した日の
翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日
の属する学年の終わりまでの者

20歳未満の者

男 満18歳
女 満16歳

18歳未満の者

15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者

6歳以上13歳未満の者

6歳未満の者

21歳未満の者

20歳未満の者

18歳未満の者

16歳未満の者

子どもの読書活動の推進に関す
る法律

おおむね18歳以下の者

未成年者喫煙禁止法 20歳未満の者

未成年者飲酒禁止法 20歳未満の者

風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律

18歳未満の者

児童買春、児童ポルノに係る行
為等の処罰及び児童の保護等
に関する法律

18歳未満の者

インターネット異性紹介事業を利
用して児童を誘引する行為の規
制等に関する法律

18歳未満の者

青少年が安全に安心して イン
ターネットを利用できる環境整備
等に関する法律

18歳未満の者

児童の権利に関する条約 18歳未満の者

山形県子育て基本条例 18歳未満の者

山形県青少年健全育成条例 18歳未満の者

１７　各種法令による青少年の呼称及び年齢区分

子ども

年　齢　区　分

青少年

法律の名称 呼称等

児童

青少年

児童

子ども

未成年者

未成年者

年少者

児童

道路交通法

児童

幼児

第二種免許、大型免許を
与えない者

普通 免許 、大 型特 殊免
許、大型二輪免許及びけ
ん引免許を与えない者

普通二輪免許、小型特殊
免許及び原付免許を与え
ない者

中型免許を与えない者

民法
未成年者

婚姻適齢

労働基準法
年少者

児童

児童

児童

児童

学校教育法

学齢児童

学齢生徒

子ども・若者

少年

刑事責任年齢

児童福祉法

児童

〔未成年者は父母の同意を得なければならない〕
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