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12 主な青少年相談機関の概要

機　　　関　　　名 
［根拠法令］所管省庁 

少年補導センター 

［条例又は規則等］ 

内閣府 

（政策統括官（共生社会政策担当） 

　付参事官（青少年育成第2 担当）） 

設置主体 

○都道府県 

○市町村 

○市町村の組合協議会 

　等 

○関係機関・団体の協 

　議会 

○民間 

設置主体 

ア．街頭補導 

イ．環境浄化活動 

ウ．少年相談 

エ．広報啓発 

都道府県警察本部 

（少年サポートセンター）及び警察署 

［警察法36条及び53条］ 

警察庁 

（生活安全局少年課） 

○都道府県（都道府県 

　警察〈公安委員会が 

　管理〉） 

ア．少年相談 

イ．非行防止教室等の情報発信活動 

ウ．非行少年，不良行為少年の発見・補導 

エ．被害少年の発見，保護，支援 

オ．要保護少年の発見，保護，通告 

カ．環境浄化活動 

キ．少年の社会参加活動，スポーツ活動 

ク．その他（犯罪捜査等） 

少年鑑別所 

〔法務省設置法第８条〕 

法務省 

（矯正局少年矯正課） 

○国 ア．非行少年の収容 

イ．非行少年の資質の鑑別 

ウ．一般からの相談の受理 

保護観察所 

〔法務省設置法第15条〕 

法務省 

（保護局更生保護振興課） 

○国 ア．保護観察の実施 

イ．地域住民の犯罪予防活動の助長 

ウ．矯正施設収容中の者の帰住先の環境調整， 

　援護等及び更生緊急保護など 

人権相談 

〔法務省組織令第8条，第49条　人権擁 

護委員法第11条〕 

法務省 

（人権擁護局調査救済課） 

○国 　人権問題についての相談を受け，これに対して，相

談者の問題解決に資するため，助言，官公署その他

の機関への通報，法律扶助協会への紹介等の必要

な措置を採る。 
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ア　相 談 業 務 の 内 容 
イ　相　談　に　応　じ　て　い　る　者 
ウ　相 談 形 態 の 別 

ア　青少年問題に関する相談 

イ　少年相談担当者 

ウ　電話，面接相談 

設置状況 
（平成16年4月1日現在） 

　706か所 

○都道府県　　　　　　　  18 

○市町村　　　　　　　　612 

○市町村の組合協議会等　  75 

○民間　　　　　　　　　　1 

（平成15年11月１日現在） 

相談受理件数 

　706か所 

○都道府県　　　　　　

　  18 

○市町村　　　　　　　

　612 

○市町村の組合協議会等

　  75 

ア　青少年問題に関する相談 

イ　少年相談担当者 

ウ　電話，面接相談 

　706か所 

○都道府県　　　　　　　  18 

○市町村　　　　　　　　612 

○市町村の組合協議会等　  75 

○民間　　　　　　　　　　1 

（平成15年11月１日現在） 

187,735件 

（平成14年度） 

ア　非行防止，犯罪等の被害からの保護， 

　　その他少年の健全育成に関する相談 

イ　少年補導職員（少年相談専門職員を含

　　む），少年担当警察官 

ウ　面接，電話等 

　1,448か所（重複あり） 

○少年サポートセンター　　181 

○警察署　　　　　　　1,267 

　上記のうち，182か所に少年相談専用電

話（ヤングテレホン等），13か所にいじめ相

談専用電話などが設置されている。 

　また，インターネットを利用したＥメールに

よる相談の受理も拡充している（16都県で

実施）。 

92,827件 

（平成16年） 

少年自身　23,201件 

保護者等　69,626件 

うち電話相談　50,621件 

少年自身　11,071件 

保護者等　39,550件 

ア　少年の非行の問題，知能や性格の問題， 

　　しつけや教育の問題について相談に応　

　じている。 

イ　心理臨床の専門家や医師等 

ウ　主として電話相談，来所相談による。 

　52か所 

（都道府県各1か所。ただし，北海道4か所，

東京都及び福岡県に各2か所。） 

16,026件 

（平成16年，一般からの 

相談件数） 

ア　少年の非行の問題，しつけや教育の問題， 

　　社会環境の改善及び地域の犯罪予防活

　　動の助長の問題等について相談に応じて

　　いる。 

イ　 非行の臨床専門家である保護観察官， 

　　民間ボランティアである保護司 

ウ　地域住民の任意の申出に基づく電話， 

　　面接，文書等による相談 

　50か所 

（都道府県各1か所。ただし，北海道4か所。） 

この他，八王子市，堺市，北九州市に支部各

1か所，小田原市等全27市に駐在官事務所

各1か所が設置されている。 

（一般相談の件数につい 

ては集計していない。） 

ア　同左 

イ　法務局，地方法務局人権擁護事務担当職 

　　員及び人権擁護委員 

ウ　電話，面接相談（専用電話「子どもの人権

　　110番」設置） 

　50か所（都道府県各1か所。ただし，北海

道は4か所）の法務局，地方法務局と全国

287か所（平成17年4月1日現在）の支局に常

設されているほか，公民館，デパート等で臨

時に開設。人権擁護委員（全国で約14,000

人）の自宅でも相談受付。人権擁護委員の

中から，「子どもの人権専門委員」を指名（全

国の法務局，地方法務局で実施）。 

337,605件 

（平成16年，人権相談 

全般の件数） 
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○都道府県及び市町村 

（教育委員会が管理） 

　教員についての調査・研究，教職員の研修，教育相

談の実施等を行う。 

独立行政法人 

　国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター 

〔独立行政法人国立オリンピック記念

青少年総合センタ－法〕 

文部科学省 

（スポーツ・青少年局青少年課） 

○独立行政法人 

国立オリンピック記念青少 

年総合センター 

　青少年及び青少年教育関係者に対する研修，青少

年教育に関する調査研究等 

国立精神・神経センター　精神保健

研究所 

　社会復帰相談部 

　精神保健相談研究室   

〔厚生労働省組織令第150条の2〕 

厚生労働省 

（医政局国立病院課） 

○国 精神保健相談及び精神保健に関する調査研究 

勤労青少年ホーム 

〔勤労青少年福祉法第15条〕 

厚生労働省 

（職業能力開発局キャリア形成支援室） 

○地方公共団体 　勤労青少年に対して，各種の相談に応じ，必要な指

導を行うとともにレクリエーション，クラブ活動その他勤

労の余暇に行われる活動のための便宜を供与してい

る。 

家庭児童相談室 

〔家庭児童相談室設置運営要綱〕 

厚生労働省 

（雇用均等・児童家庭局総務課） 

○都道府県又は市町村が

設置する福祉事務所 

　家庭児童相談室においては，福祉事務所が行う児

童福祉に関する業務のうち，専門的技術を必要とする

業務を行う。 

児童相談所 

〔児童福祉法第15条〕 

厚生労働省 

（雇用均等・児童家庭局総務課） 

○都道府県及び指定都市 　一般家庭から児童に関する各般の問題について相

談を受け，必要に応じて専門的な調査，判定を行った上，

個々の児童や保護者の指導をし，かつ，児童福祉施設

等の入所措置を行う。また，児童の一時保護を行う。 

児童家庭支援センター 

〔児童福祉法第44条の2〕 

厚生労働省 

（雇用均等・児童家庭局家庭福祉課） 

○都道府県，市，社会福

祉法人 

　地域の児童の福祉に関する各般の問題につき相談

に応じ，必要な助言を行う。 

　児童相談所からの受託による指導及び関係機関等

の連携・連絡調整を行う。 

精神保健福祉センター 

〔精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第6条〕 

厚生労働省 

（社会・援護局障害保健福祉部  

　精神保健福祉課） 

○都道府県及び指定都市 　地方における精神保健福祉に関する知識の普及，

調査研究及び相談指導事業等を行う。 

教育相談所 

〔地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第30条〕 

文部科学省 

（初等中等教育局児童生徒課） 

機　　　関　　　名 
［根拠法令］所管省庁 

設置主体 設置主体 
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ア　相 談 業 務 の 内 容 
イ　相　談　に　応　じ　て　い　る　者 
ウ　相 談 形 態 の 別 

設置状況 
（平成16年4月1日現在） 

相談受理件数 

905,300件（平成15年度） ア　教育・健康・家庭・非行等に関する相談 

イ　教育関係者，医学及び心理学の専門家等 

ウ　面接，電話，文書等 

　2,200か所 

○都道府県・指定都市　　227 

○市町村　　　　　　   1,973 

（平成14年度） 

171件（平成16年度） ア　青少年活動に関する相談と情報提供 

イ　独立行政法人国立オリンピック記念青少年総

合センターの職員 

ウ　面接，電話等 

独立行政法人国立オリンピック記念青

少年総合センター内に1か所 

2,686件（平成15年度） ア　同左 

イ　医師等 

ウ　精神保健相談研究室が窓口となり，①児童思

春期精神保健部，②成人精神保健部，③社会

精神保健部，④社会復帰相談部が連携して面

接及び電話相談に応じている。 

1か所 

千葉県市川市国府台1-7-3 

 

件数については集計し 

ていない。 

ア　同左 

イ　ホーム館長及びホーム指導員 

ウ　施設内の相談室において面接により行ってい

る。 

499か所 

855,152件（延べ件数） 

（平成14年度） 

ア　同左 

イ　家庭相談員 

ウ　家庭相談員の家庭訪問による面接相談及び来

所による面接又は電話相談 

958か所 

（平成14年10月1日現在） 

345,012件 

（平成15年度） 

ア　同左 

イ　児童福祉司等 

ウ　面接及び電話相談 

182か所 

○都道府県　　　　  166 

○指定都市　　　　　16 

（平成16年4月1日現在） 

 ア　同左 

イ　相談・支援を担当する職員 

ウ　面接及び電話相談 

46か所 

（平成16年3月31日現在） 

482,106件 

（平成14年度） 

ア　一般事業として，精神保健に関する複雑困難

な事例に対する相談指導，特定相談として，ア

ルコール関連問題及び思春期精神保健に対

する相談指導，心の健康づくり推進事業として

の相談指導を行う。 

イ　医師等 

ウ　面接及び電話相談 

62か所 




