
2022年6月現在

弁護士会
専門窓口の

有無
窓口名称 相談方法 相談実施日時 相談実施方法

東京 ある 子どもの人権１１０番 電話／面談 専用
電話相談：

03-3503-0110
無料

電話相談：
　平日：13:30～16:30，
　　　　　17:00～20:00
　　　　　(受付時間19:45まで）
　土曜：13:00～16:00
　　　　　（受付時間15:45まで）

面談相談：
　水曜：13:30～16:30
　土曜：13:00～16:00

面接相談は予約制です。電話相談後に面
接相談の予約をしてください。
なお，水曜の面談相談は霞が関法律相談
センターにて，土曜の面接相談は池袋法
律相談センターにて行います。

第一東京 ある 子どものための法律相談 電話／面談 専用 03-3597-7867 無料
面談による相談
は初回無料

電話相談：
　毎週土曜(年末年始を除く)
　15:00～18:00

面接相談：
　電話相談の上随時

電話相談：当番弁護士が専用回線にて待
機しており，上記時間内は随時相談を実
施しています。
面接相談：上記相談の中で，面談が必要
と判断された場合，随時実施します。

キッズひまわりホットライン（子
どもの悩みごと相談）

電話／面談 03-3581-1885 無料
毎週火・木・金曜
（祝日を除く）
15:00～19:00

面談による相談は前日17時までに予約が
必要です（受付：03-3581-2257 人権課）。

弁護士子どもSNS相談 LINE
LINEアカウント

＠439hitrs
無料

毎週月・木・日曜
19:00～21:00（年末年始・GWを除く）

友達登録の上，メッセージを送っていただ
ければ，弁護士にて相談を実施します。

東京三会
多摩支部

ある 弁護士子どもの悩みごと相談 電話／面談 専用 042-548-0120 無料
面談による相談
は初回無料

電話相談：
　毎週水曜：14:00～19:00

面接相談：
　電話相談の上随時

①子どもの人権相談（面談） 電話／面談 専用 045-211-7700 無料 毎週木曜日13:15～16:15

事前予約の上，面談を実施します。（1回
45分以内）。
面談が空いている時間で電話での相談も
行っています。インターネット予約もできま
す。

②子どもお悩みダイヤル
（電話相談）

電話 専用 045-211-7703 無料 平日9:30～12:00，13:00～16:30
事務局で受付後，翌日（土・日・祝日を除
く。）までに担当弁護士から折り返し連絡し
ます（20分以内）。

埼玉 ある 子ども弁護士ホットライン 電話 専用 048-837-8668 無料
毎週火，木曜日（祝祭日・年末年始
を除く）15:00～18:00

専用回線に架電いただき，担当者の事務
所に転送します。

千葉県 ある 子どもの専門相談 面談 専用 043-306-3851 無料
子ども本人以外
からの相談は有
料の場合あり

随時（受付は平日10:00～11:30，
13:00～16:00）

事務局で受付後，担当弁護士と日程調整
の上，弁護士の事務所にて相談を実施し
ます。

茨城県 ある 子どもの権利110番 電話／面談 会代表電話 029-221-3501 無料
面談による相談
は有料の場合が
あります。

平日：10:00～12:00
13:00～16:00

事務局で受付後，相談対応可能な弁護士
に連絡し，弁護士から電話をかけ直して
相談を実施します。

弁護士会の子どもの人権相談窓口一覧

第二東京 ある 専用

ある

電話について（詳細） 相談費用

神奈川県

※電話相談は無料です。ただし，フリーダイヤルの場合を除き，通話料がかかります。
※「相談窓口なし」と記載がある弁護士会では，会が設置している法律相談センターで通常の法律相談として、子どもに関する相談を承っています。

「子どもに関する法律相談ができない」というわけではありませんので，ご利用になりやすい相談窓口を，ぜひご活用ください。
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電話について（詳細） 相談費用

栃木県 ある 子どもの権利相談 電話 専用 028-689-9001 無料 平日10:30～12:00，13:00～16:30
受付後，担当弁護士から相談者に折り返
し連絡します。

群馬 ある 子ども人権１１０番 電話／面談 専用 027-234-9321 無料
平日：10:00～12:00
13:00～17:00

法律相談センターが電話で受け付け，担
当弁護士から相談者へ折り返し電話をし
ます。

静岡
会代表電話

054-252-0008

浜松支部
代表電話

053-455-3009

沼津支部
代表電話

055-931-1848

山梨県 ある 子どもの人権常設相談 電話／面談 会代表電話 055-235-7202 無料 初回のみ無料 平日午前9：30～午後5：00
事務局で受付後，担当弁護士を紹介しま
す。相談日程や相談方法については弁護
士と決めていただきます。

長野県 ある 子どもの人権相談 電話／面談 会代表電話 026-232-2104 無料 平日9:00～17:00
事務局で受付後，担当弁護士から折り返
し連絡します。

新潟県 ある 子どものなやみごと相談 電話／面談
電話：専用/面
談申込：会代

表電話

電話相談：
0120-66-6310

（フリーダイヤル）

面談申込：
025-222-5533

無料 面談は初回30分
間無料

電話相談：
毎週月・木(祝日8/13～8/15，年末
年始除く）
16：00～19：00
　
面談受付：
平日9：00～17：00

・電話は当番の弁護士が転送用携帯電話
を所時して待機する。
・面談は弁護士紹介，お互いで日程調
整，弁護士事務所で実施。

大阪 ある 子ども何でも相談 電話 専用 06-6364-6251 無料
毎週水曜日15:00～17:00
第２木曜日18:00～20:00

相談担当弁護士が待機（子どもの権利委
員会委員3名）

京都 ある 子どもの権利110番 電話／面談 専用 075-231-2344 無料
毎週金曜日15:00～17:00（受付は
16:30まで）
※面談は前日までに要予約

弁護士会に相談担当弁護士が待機

兵庫県 ある 子どもの悩みごと相談 面談
相談課

代表電話
078-341-8227 無料 平日9:00～17:00

電話，FAX（078-341-1779)または郵便で
予約のこと。
郵送先：〒650-0016兵庫県神戸市中央区
橘通1-4-3　兵庫県弁護士会子どもの権
利委員会宛て

奈良 ある 子どもの悩みごと相談 電話 専用 0742-81-3784 無料 平日9:30～17:00

事務局にて受付後，弁護士より相談者に
電話して相談を実施
相談は受付より２日以内に実施（ただし土
日祝，年末年始を除く）

滋賀 ある こどもの悩みごと１１０番 電話 専用
0120-783-998

（なやみグッバイ）
無料 毎週水曜日15:00～17:00

平日9:00～12:00
13:00～17:00

事務局で受付後，担当弁護士から相談者
に折り返し連絡します。

面談は初回のみ
無料

静岡県 ある 子どもの権利相談 電話／面談 無料

※電話相談は無料です。ただし，フリーダイヤルの場合を除き，通話料がかかります。
※「相談窓口なし」と記載がある弁護士会では，会が設置している法律相談センターで通常の法律相談として、子どもに関する相談を承っています。

「子どもに関する法律相談ができない」というわけではありませんので，ご利用になりやすい相談窓口を，ぜひご活用ください。
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電話について（詳細） 相談費用

和歌山 ある こども電話相談（電話） 電話 専用 073－488－3366 無料

子どもの人権相談
電話

30分程度
専用

電話相談：
052-586-7831 無料

通話料はかかり
ます

相談受付時間　毎週土曜日9時20分
～16時（祝日・年末年始を除く）

子どもの人権相談
面談

30分程度
（要予約）

面談申込：
052-565-6110

無料
予約受付時間　9時10分～16時30分
（土日祝日含む）

相談時間　毎週土曜日9時20分～16時25
分（祝日・年末年始を除く）

三重 ある こども弁護士ダイヤル 電話 専用
059－224-7950
（泣く子ゼロ）

無料
平日の9:00～12:00
13:00～15:00

当番の弁護士にかけ直していただき，相
談

岐阜県 ある 子どもの悩みごと相談 電話 専用 058-265-2850 無料 平日9:00～17:00
当番の弁護士にかけ直していただき，相
談

福井 ない

金沢 ある 子どものなやみごと相談 電話／面談 専用 076-221-0831 無料 毎週木曜日12:30～16:30
専用電話に当番の弁護士が待機（弁護士
会に設置）

富山県 ある 子どものなやみごと相談 電話／面談 会代表電話 076-421-4811 無料 初回30分程度 平日9:00～17:00
弁護士会事務局で受付後，担当弁護士か
ら折り返す。

広島 ある 子ども電話相談 電話 専用 090-5262-0874 無料
平日16:00～19:00（土日祝日，年末
年始，ゴールデンウィーク，お盆を除
く）

専用電話に相談担当弁護士が待機

山口県 ある 窓口名称なし 面談 会代表電話 083-922-0087 有料
・弁護士会では
指定していない
・法テラス利用可

平日9:00～17:00

・弁護士会事務局が受けた上で，子ども
の事件を取り扱う会員の名簿登録者に配
点
・配点を受けた会員が相談者に連絡を取
り，日程調整の上，相談を実施

岡山 ある 子どもの味方弁護士相談 電話／面談 会代表電話 086-223-4401 無料 平日9:00～17:00
弁護士会事務局で受付後，担当弁護士か
ら折り返す。

鳥取県 ない

島根県 ある 子どもの権利相談 面談
法律相談セン

ターと共通
0852-21-3450 無料 初回のみ 申し込みがある都度

弁護士会事務局で受け付けをし，子ども
の権利委員会委員へつなぐ。

福岡県 ある 子どもの人権110番 電話 専用 092-752-1331 無料 毎週土曜日12:30～15:30
専用の電話番号に，相談担当弁護士が待
機

佐賀県 ない

■毎週水曜日16:00～19:00
（弁護士が電話を受けます。）

■平日10:00～12:00，13:00～16:00
（事務局で受付後、担当弁護士から折り返し連絡します。）
※いずれも祝日・年末年始を除く。

愛知県 ある

※電話相談は無料です。ただし，フリーダイヤルの場合を除き，通話料がかかります。
※「相談窓口なし」と記載がある弁護士会では，会が設置している法律相談センターで通常の法律相談として、子どもに関する相談を承っています。

「子どもに関する法律相談ができない」というわけではありませんので，ご利用になりやすい相談窓口を，ぜひご活用ください。
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電話について（詳細） 相談費用

長崎県 ある 子ども担当弁護士制度 面談 会代表電話 095-824-3903 無料
随時（平日9:00～17:00)・弁護士会
事務局で法律相談申込を受付。

担当弁護士が相談申込者に直接電話し
て，相談日を調整後，法律事務所で面談
を実施

子どもの権利１１０番 電話 097-536-2227 無料 毎週水曜日16:30～19:30
当番の弁護士が電話に出て相談に応じ
る。

ふくろん先生のなやみ相談 LINE LINEID ＠fcl0219t
無料

（通信料は
かかります。）

毎月第2，第4水曜日 16:30～19:30
(祝日、正月、お盆時期を除く）

当番の弁護士がLINEで相談に応じる。

熊本県 ある 子どもの人権相談 電話／面談 会代表電話 096-325-0913 無料
毎月第3土曜日
14:00～16:00

相談担当弁護士が待機
時間内であれば，面接相談も予約不要

鹿児島県 ない

子どもの権利ホットライン 電話 専用 0985-23-6112 無料
毎月第１，第３月曜日
16:00～17:30
（祝日，正月，お盆時期を除く）

弁護士が待機し，電話での相談に応じる。

子ども担当弁護士制度 面談 会代表電話 0985-22-2466
無料（通話料
はかかりま

す。）

事務局で受付後，担当弁護士が折り返し
電話して，日程調整後，面談を実|施しま
す。

沖縄 ある 子どもの悩み事110番 電話 専用 098-866-6725 無料
毎週月曜日16：00～19：00
(祝日を除く）

相談担当弁護士が待機し，電話での相談
に応じる。

仙台 ある 子ども悩みごと電話相談 電話／面談 専用 022-263-7585 無料 初回のみ 月～金9:30～16:30

専用電話で弁護士会事務局が受付。その
後当番の弁護士から電話をかけ直して相
談を受ける。面接相談が必要な場合は，
日時を調整して実施

福島県 ある 子ども相談窓口 電話／面談 専用 024-533-8080 無料

初回無料（ただ
し，子ども本人が
相談者の場合に
は2回目以降も
無料）

月～金10:00～17:00
事務局が受付後に，担当弁護士に相談が
あったことを伝えて，担当弁護士が折り返
す。

山形県 ある 子ども相談窓口 電話／面談
法律相談セン

ターと共通
023-635-3648 無料

初回電話相談の
み無料。２回目
以降は面談で有
料の場合あり。

　月～金 9:30～16:30
事務局が受付後に，担当弁護士に相談が
あったことを伝えて，担当弁護士が折り返
す。

宮崎県 ある

大分県 ある 専用

※電話相談は無料です。ただし，フリーダイヤルの場合を除き，通話料がかかります。
※「相談窓口なし」と記載がある弁護士会では，会が設置している法律相談センターで通常の法律相談として、子どもに関する相談を承っています。

「子どもに関する法律相談ができない」というわけではありませんので，ご利用になりやすい相談窓口を，ぜひご活用ください。
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電話について（詳細） 相談費用

岩手 ある 子どもの無料法律相談 面談
法律相談セン

ターと共通
019-623-5005 無料

相談希望の申出があった場合に担
当者と申込者との間で打ち合わせ
る。

受付後，相談担当弁護士名簿に従い担当
者を決定し，担当者から申込者へ電話を
して面談日時を調整する。

秋田 ある 子どもの人権無料法律相談 面談
法律相談セン

ターと共通
018-896-5599 無料

相談希望の申出があった場合に，
担当者との間で打ち合わせる。

事務局で受付後（受付時間平日9:30～
16:30），担当弁護士と相談者が日程調整
の上，弁護士の事務所にて相談実施。

青森県 ない

札幌 ある 子どもの権利110番 電話 専用 011-281-5110 無料
平日9:00～12:00，13:00～17:00（木
曜は～18:00）

受付時に担当弁護士の事務所電話番号
をお伝えします。
相談者から担当弁護士に電話をかけても
らいます。
ただし，平日木曜日16時から18時までは
事前受付不要で直接弁護士に繋がりま
す。

函館 ある 子ども無料電話相談 電話 会代表電話 0138-41-0232 無料
子ども対象
原則１回

（受付時間）
月～金9:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

事務局で受付後，担当弁護士から電話を
かけます。

旭川 ある 子どもの無料電話法律相談 電話 会代表電話 0166-51-9527 無料 月～金9:00～17:00
電話で「子どものための無料電話法律相
談」を希望する旨お伝えいただき，追って
担当弁護士から折り返す。

釧路 ある 子どもの悩みごと相談 電話
法律相談セン

ターと共通
0154-41-3444

無料 月～金9:00～17:00
事務局が受付，担当弁護士に連絡し弁護
士から折り返す。相談実施日時は相談者
と担当者で打ち合わせの上，決定する。

香川県 ある 子どもの権利110番 電話 会代表電話 087-822-3693 無料
月～金9:00～12:00/13:00～17:00
（祝日・年末年始除く）

事務局で受付後，相談対応可能な弁護士
に連絡し，弁護士から電話をかけ直して
相談

徳島 ある 子どもの人権法律相談 電話／面談 会代表電話 088-652-5768 無料
面談相談は３回
までを無料とす
る。

平日のみ(月～金)9:30～17:00まで

事務局で受付後，相談者名簿に従って担
当弁護士をあたり，弁護士から電話をか
け直して相談。電話相談の結果，必要と
認められた場合は面談相談を行う。

高知 ある 子どもの権利１１０番 電話／面談 会代表電話 088-872-0324 無料

子どもからの相
談は無料。大人
からの相談は有
料の場合あり。

平日9:00～12:00，13:00～17:00
事務局で受付後，相談担当弁護士の事務
所の電話番号を教示。

愛媛 ある 子ども電話相談 電話 会代表電話 089-941-6279 無料
平日9:00～12:00，13:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

弁護士会事務局にて受付後，担当弁護士
から折り返し連絡します。

※電話相談は無料です。ただし，フリーダイヤルの場合を除き，通話料がかかります。
※「相談窓口なし」と記載がある弁護士会では，会が設置している法律相談センターで通常の法律相談として、子どもに関する相談を承っています。

「子どもに関する法律相談ができない」というわけではありませんので，ご利用になりやすい相談窓口を，ぜひご活用ください。


