県内フリースペース・フリースクール等ＮＰＯ団体
215
対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話
ＦＡＸ
メール

不登校・ひきこもり・いじめ・
学校関係・家庭問題

ミナクルあすなろの家
小学生以上
不登校やひきこもりの小中高校生や社会人とその家族
電話・来所
火・木 １０：００〜１５：００
０４６−２５４−２００５
０４６−２５４−２００５
asunaro.zama0@gmail.com

【フリースペース】
・日常活動 パソコン、談話、ゲーム、卓球練習、絵手紙教室、食事作り（月２回）等
活動内容 ・学習支援 あすなろの家（活動日 随時）
座間市北地区文化センター（週２回 火・木）
・年間行事 研修会、講演会、季節の行事、交流活動等
「不登校・ひきこもり」の当事者が、基本的な生活経験やコミュニケーションの取り方などから、生きる力を培える
安心で継続して通える居場所である。
ホームページ http://asunarozama.web.fc2.com/
所在地 座間市相武台４−１６−１３
最寄駅 小田急線「相武台前駅」徒歩１分
特色

216
対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話
ＦＡＸ
メール

ＮＰＯ法人

アーモンド

コミュニティ

ネットワーク

不登校・ひきこもり・非行・いじめ・
学校関係・仕事関係・家庭問題・障害等・その他

年齢不問
不登校・ひきこもり・ニート・発達障がい・生活困窮などの問題を抱える子ども・若者とその家族等
電話・来所（初回相談は無料、要予約）・メール
月〜金 １０：００〜１８：００
代表電話 ０４５−５９４−７５６６
相談専用電話 ０４５−５９４−７５８６（１０：００〜１８：００）
０４５−５９４−７５６６
acnsoudan@gmail.com

【不登校へのサポート】「ともにあ・る・く」
（小・中・高生のための学習支援・就学支援、フリースクール）
【コミュニケーションサポート】「寄り添うための傾聴セミナー」
活動内容
（自己理解を促し、自己肯定感を高める活動・青少年と親と支援者対象）
【人との関係性を創るサポート】「アーモンド子ども食堂・アート活動・傾聴カフェ・イベント等」
（青少年と親と支援者のためのコミュニティ活動）

特色

「親と子どもとの個別相談」家族関係を良くするアプローチを実践。（心理カウンセラー・
キャリアコンサルタントが担当）
「専門機関との連携」法人の連携ネットワークにより、不登校やひきこもりから「社会参加・進学・就労への道」を
支援。

「寄り添い型学習支援」「ＩＣＴ教育の学習支援」「英語学習から日本語コミュニケーション力の養成」
家族の集まり、青少年の集まり、青少年対象のキャリア支援セミナー、他。
http://almondcommunitynetwork.com
ホームページ
https://www.facebook.com/NPOAlmondCommunityNetwork/
所在地 横浜市都筑区北山田１−９−３ エキニワ北山田ビル１階２階
最寄駅 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田駅」徒歩１分
支援等
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ＮＰＯ法人 アンガージュマン・よこすか

不登校・ひきこもり・非行・いじめ・
学校関係・仕事関係・家庭問題・障害等・その他

特に制限なし
不登校、ひきこもりの当事者及び保護者
電話・来所（要予約）
９：００〜２１：００（土・日・祝日を除く）
代表 ０４６−８０１−７８８１
電話
相談電話 ０４６−８０１−７８８２
ＦＡＸ ０４６−８０１−７８８２
メール info@npoey.com
「相談」・「フリースペース」・「学習サポート」・「就労支援」の4つのプログラムを軸に、子ども・若者の社会
活動内容 参加を目指しています。 ひきこもり・不登校 と呼ばれる子どもや若者たちが、元気と笑顔を取り戻し、社会参加の
パワーを手に入れることを目的としています。日々の活動はホームページのブログからご覧になれます。
対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間

特色

一人ひとりの個性を尊重します。最初は自由な時間と場所を提供するだけです。「行動したい」と感じた時、はじめて
手を差し伸べます。フリースペースにいて勉強したくなったら学習スペースに、学習にに飽きたらフリースペースで
リラックス。働きたいという意思、意欲が芽生えたら就労参加への参加が出来ます。

所在地
最寄駅

http://npoey.com/
横須賀市上町２−４
京急 横須賀中央駅 もしくはＪＲ横須賀駅よりバス
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認定ＮＰＯ法人

ホームページ

衣笠行き「文化会館入口」下車

教育活動総合サポートセンター

不登校・ひきこもり・いじめ・
学校関係・障害等

原則として小・中学生
不登校・いじめ・学習不振・発達障害等に関する、児童生徒本人・保護者・学校・関係機関の相談
電話・来所等による個別相談（来所については要予約）
月〜金 ９：００〜１７：００
０４４−８７７−０５５３
０４４−８７７−０９８０
support0731@luck.ocn.ne.jp
学校生活への適応、学校復帰に向けた学習支援・相談活動
児童生徒の状況に合わせた１対１での学習支援、保護者との個別相談の他、「支援を必要とする子どもの
特色
保護者の会」、市民・教職員を対象とした文化講演会等を開催。
支援等 学習支援、子育てに関する様々な悩みに対する相談等
ホームページ http://www.kks-support.sakura.ne.jp/
所在地 川崎市高津区下作延５−１１−８
最寄駅 ＪＲ南武線「津田山駅」徒歩７分、「武蔵溝ノ口駅」徒歩１２分
対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話
ＦＡＸ
メール
活動内容
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ハートフルみなみ（フリースペースみなみ）
（運営団体：教育支援協会南関東）

不登校・ひきこもり・非行・いじめ・
学校関係・家庭問題・障害等・その他

0歳から35歳程度
ひきこもり、いじめ、不登校、生活保護家庭等の複合的課題を抱える児童生徒及び35歳程度までの青少年とその家族
電話・来所（要予約）
火〜土 １０：００〜１８：００
０４５−２４３−３７３９
０４５−２４３−３８６０
minami-kanto@super-ykst.jp
不登校児童・生徒対象の再登校支援ならびに自立支援にむけた活動等及び相談を実施。
活動内容
参加者の意志により、学習活動・交流活動・居場所機能を備えています。
対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話
ＦＡＸ
メール

特色
支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

横浜市教育委員会の補助事業として実施。よって教育委員会のハートフル事業と連携した活動・交流等を行って
います。運営は教育支援協会南関東が実施しており、独自のスクールソーシャルワーカーを配置し、家庭・学校・
医療・福祉との連携をとり、再登校支援ならびに青少年の自立への支援を行っています。
面談、各関係機関を交えたカンファレンスの実施
http://super-ykst.jp
横浜市南区浦舟町３−４６−９Ｆ
横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋駅」徒歩７分
京浜急行線「黄金町駅」徒歩１０分
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ＮＰＯ法人

不登校・ひきこもり・いじめ・非行・
学校関係・仕事関係・家庭問題・障害等・その他

くじらぐも

対象年齢 ０歳から３０歳前後
発達障害や、学習障害等を含む不登校、ひきこもりやその兆しの見える支援の必要な児童、生徒、青少年とその家族、
相談対象
先生等関係者
相談方法 電話・来所（要予約 有料（初回相談は無料））・メール・訪問
受付時間 ８：００〜２２：００（必要に応じ２４時間対応）
代表・相談電話 ０４５−４４２−２２３６
電話
緊急連絡 ０７０−２６２３−１１００
ＦＡＸ ０４５−４４２−２２３６
メール npo̲kujiragumo@yahoo.co.jp
【サポートペース】
活動内容 障がい児と健常児の混合療育訓練、個別・集団指導（学習支援・心理教育）、自立支援、
就労支援等と共に家族への支援（含ペアレントトレーニング勉強会）
発達障がい・他の障がいを含め、当事者や家族に合わせたメンタルケア、心理療法、小集団活用、生活スキル訓練、
親の勉強会を通し、他者との交わりをより良く可能にしていく。訪問、障がい者の就労支援実施。
支援等 当事者・保護者・家族と関係者を結ぶリエゾン支援と勉強会、就労支援
ホームページ http://kujiragumo.org/
所在地 横浜市神奈川区神奈川２−１４−１ 東神奈川ダイヤモンドマンション２０６
特色

最寄駅

221

ＪＲ線「東神奈川駅」
京浜急行線「仲木戸駅」・「神奈川駅」
東急東横線「反町駅」・「東白楽駅」

ＮＰＯ法人

不登校・ひきこもり・
学校関係・家庭問題・障害等

楠の木学園

対象年齢 中学生から２０歳まで
不登校・ひきこもりなどの若者や、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症、アスペルガー症候群等の発達障害を持つ青少年、
相談対象
その家族及び前記青少年家族への支援に関心のある教員、支援者や社会人、学生等
相談方法 電話・来所（要予約）
受付時間 月〜金 ９：００〜１７：００
代表・相談電話 ０４５−４７３−７８８０
電話
ＦＡＸ ０４５−４７３−８２２５
【フリースクール】
活動内容
基礎的な学習、芸術面、体育などの身体的活動、高校卒業資格取得、職場体験。
美術、音楽等芸術面においてはシュタイナー教育に基づいておこなっている。
特色
支援等 親・家族の会
ホームページ http://www.kusunoki-gakuen.jp/
所在地 横浜市港北区小机町２４８２−１
最寄駅 ＪＲ線「小机駅」
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対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話
メール

ＮＰＯ法人

不登校・ひきこもり・
学校関係・家庭問題・その他

くだかけ会

幼児から大人までどなたでも
子育ての悩みを持つ保護者、不登校・ひきこもり等人生の悩みを持つ青少年とその家族
電話・来所（要予約）・メール・手紙
月〜金 １０：００〜１６：００
代表 ０４６５−７４−４７７０
相談電話 ０４６５−７３−２００７
kudakake@dance.ocn.ne.jp

子どもも、おとなも自分らしく「あんしん」して生きることを願って活動しています。県内各地でお話会を実施。
随時「１４歳講座」等、思春期をテーマとした講座を開催。
活動内容
・川の家(南足柄市）不登校の子どもたちの居場所。火・木 １０：３０〜１５：００頃まで。いつでもＯＫ。
・山の家（山北町）農作業中心の共同生活で実感を味わう。（子どもから大人の合宿あり。）
特色
ホームページ

所在地
最寄駅

どなたにも「寄り添う」立場で対応しています。子どもも大人も、心がほぐれてくると本来の意欲が出てきます。
http://www.kudakake.sakura.ne.jp
南足柄市関本４４−１
大雄山線「大雄山駅」
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対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話

ＮＰＯ法人

子どもと生活文化協会（ＣＬＣＡ）

不登校・ひきこもり・いじめ・非行・
学校関係・仕事関係・家庭問題・障害等・その他

年齢不問
不登校・ひきこもり等の当事者やその家族
電話・来所（要予約）
月〜金 １０：００〜１７：００
０４６５−３５−８４２０

・いこいの森パス − 小中高校生のフリースクール
・居場所キテミル − １５歳から３９歳までの若者の自立支援フリースペース
・地域若者サポートステーション − 小田原・厚木での若者就労支援
活動内容
・神奈川県西部青少年サポート相談室
・出張相談 − 月２回秦野・平塚
・丹沢合宿所での生活訓練
特色
支援等
ホームページ

所在地
最寄駅
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生活文化の伝承・創造性活動を子ども・若者と大人たちが一緒に企画・運営し、自然・文化芸術体験活動の中から
子ども・若者たちが自由に選ぶことができる環境を整え、親以外の大人たちとの出会いの機会を多く持っている。
幼児から若者の就労に至るまでの切れ目のない自立支援を行っている。
親の会
http://www.clca.jp/
小田原市城山１−６−３２ Ｓビル２階
ＪＲ線・小田急線・大雄山線「小田原駅」

ＮＰＯ法人

Ｊ−ＥＮＥＰ(湘南マザーア−ス）

不登校・ひきこもり・いじめ・
学校関係・家庭問題・障害等

対象年齢 小学１年生から高校３年生まで
相談対象 小・中・高校の不登校児童・生徒とその保護者、学校等の関係者
相談方法 電話・来所、場合により家庭訪問
電話相談 月〜金 １０：００〜１８：００
受付時間
来所相談 月〜金 １０：００〜１５：００
０４６７−３３−５１３９
電話
メール yagyu@shonan.bunkyo.ac.jp
【フリースクール】
活動内容
人間関係づくりと自分づくり、登校再開に向けての支援・援助
・電話相談
特色

ホームページ

所在地
最寄駅
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対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話

相談活動を通じて、青少年やその保護者に対しての支援活動を行い、学校復帰を目指し社会に適応する
力をはぐくむ。
・学校との連携による登校支援 保護者の申し出により、月１回以上の学校訪問を行い、担当の先生と連絡を密に
取り、登校再開を目指す。
・フレンドシップ支援活動 大学で所定の単位を履修した学生の家庭訪問を通じて、コミュニケーションや社会的
スキルのウォーミングアップを行う。
・体験学習 毎年８月に富士山合宿を実施。

http://dp08148473.lolipop.jp/freeschool/index.html
茅ヶ崎市新栄町７−７ 丸岡第２ビル３階
ＪＲ線「茅ヶ崎駅」

認定ＮＰＯ法人

コロンブスアカデミー

不登校・ひきこもり・
学校関係・家庭問題・その他

小学生から39歳まで
不登校、ひきこもりなど生きづらさを抱えた子ども・若者とその家族
電話・メール・来所・訪問
１１：００〜１９：００
代表電話
相談電話

０４５−７６１−０１６７
０４５−７６１−０１６７（不登校）
０４５−７６１−４３１３（南部ユースプラザ）

０４５−７５１−９４６０
columbus@k2-inter.com
【不登校相談・サポート】学習支援・就労支援
活動内容 【よこはま南部ユースプラザ】１５歳から３９歳までの若者の相談ステーション・フリースペース
【自立支援ホーム】児童相談所と連携しながら自立を目指して共同生活
ＦＡＸ
メール

個々の状況や課題に応じて具体的な自立支援を行っています。
自立支援・家族の会
ホームページ http://npocolumbus.or.jp
所在地 横浜市磯子区東町９番９号
最寄駅 ＪＲ根岸線「根岸駅」徒歩２分
特色
支援等
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ＮＰＯ法人

フリースクール鈴蘭学園

不登校・ひきこもり・いじめ・
学校関係・家庭問題・その他

小・中学生・高校生くらいまで
学校に行けない・行きづらい、家から出られない・出づらい、いじめ等で悩んでいる小・中・高校生等
電話・来所（要予約）・訪問
火〜金（祝日は除く）１０：００〜１６：００
０８０−６５７７−１５４５
電話
相談電話 ０４２−７３３−００１５
メール suzuran@fs-suzuran-gakuen.org
【フリースクール】
活動内容
自由なスペースで思い思いに過ごします。また、不定期に子どもたちで行きたい場所を決めて外出します。
対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅
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「学校へは行きたくない…」、「行かなくちゃとは思うけど、どうしたらいいかわからない…」。私たちはコミュニ
ケーションを通じて、そんな子どもたちの自分や社会との向き合い方を探し出していきます。身近な事から一つ一つ、
一歩一歩成長しながら自分を見つけ出していく居場所づくりを行っています。
また、保護者の皆さんとも面談を通じ、いま何をしたらいいのか、子どもと一緒に考えていけるような関係づくりを
目指します。
親の会・学習支援
http://www.fs-suzuran-gakuen.org
相模原市中央区矢部３−１−８
ＪＲ線「矢部駅」徒歩１分

ＮＰＯ法人

そだちサポートセンター

不登校・ひきこもり・学校関係

１０歳から３０歳
不登校・ひきこもり等の相談を希望する本人、保護者、先生等
電話・来所・メール・訪問
月〜金 １０：００〜１６：００
相談電話 ０４６３−２５−６６６２
０４６３−２５−６６６２
sodachi@green.ocn.ne.jp
【サポートスペース】
活動内容 不登校状態にある子ども達の心の奥底にある「どうしたらいいのか」や「どうしたいのか」等の気持ちを理解し、少し
でも早く自信を取り戻して、学校生活や社会生活の再開を目指していく。
対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間
電話
ＦＡＸ
メール

特色
所在地
最寄駅

228
相談対象
相談方法
受付時間
電話

カウンセリング、学習支援を個別に、また集団適応などを計画的に行っている。
平塚市錦町５−１７
ＪＲ線「平塚駅」

ＮＰＯ法人

フリースペースたまりば

不登校・ひきこもり・非行・いじめ・学校関係・
仕事関係・家庭問題・障害等・その他

不登校・ひきこもり等の様々な青少年問題に悩む本人、保護者
電話・来所（要予約）
月〜金 １０：３０〜１８：００
０４４−８３３−７５６２

【フリースペース】
学校や家庭・地域の中に居場所を見出せない子どもや若者およびその保護者とともに、一人ひとりが安心して
活動内容
過ごせる居場所をつくり、学校外の多様な学びや育ち・生き方を支援し、自己肯定感を取り戻す人間関係を育む
環境と文化を創造することを目的としている。

特色
支援等

・誰もが安心して過ごせる居場所の開設と運営。指定管理者として、川崎市子ども夢パーク全体（広さ１０，０００
㎡）を管理・運営し、不登校児童生徒の居場所「フリースペースえん」及びプレーパーク（冒険遊び場）を運営して
いる。
・毎日の昼食作り、各種講座、個別学習支援、自然体験合宿等を行っている。
居場所、若者（２０歳以上）の会、フリースペース利用者の保護者会、相談など

ホームページ http://www.tamariba.org/

所在地
最寄駅

＜活動拠点＞川崎市高津区下作延５−３０−１
ＪＲ南武線「津田山駅」

川崎市子ども夢パーク内フリースペースえん
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229

ＮＰＯ法人

不登校・ひきこもり・いじめ・
仕事関係・家庭問題

月一の会

対象年齢 １０代以上（ただし学齢期を除く）
相談対象 ひきこもりの若者とその保護者
相談方法 来所（要予約）
原則 １３：００〜１７：００
受付時間
※休業日（不定期）や事業実施のため、不在の場合があります。
０４５−９７２−９４１０
電話
ＦＡＸ ０４５−９７２−９４１０
メール info@tsukiichi.com
・居場所事業 まったりの日、大人のひきこもりを考える会、お知らせ作り、他
・母親の会 家族勉強会、他
【事業】
活動内容 ・啓発事業 講演会、シンポジウム、ワークショップの実施、他
・コミュニティカフェ事業 Ｃａｆｅあぷりこっとの運営
・その他 スポーツ・野外事業、研修旅行、地域イベントへの参加、他
※参加費・利用料あり。初めてご利用を希望される場合は、事前に必ずご連絡ください。
特色
支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

230

ひきこもりの子どもを持つ親の会として発足した経緯があり、親子関係を重視した活動に特色があります。また、
コミュニティカフェ事業「Ｃａｆｅあぷりこっと」では、就労体験や地域のイベント参加などを通じて、若者が
いきいきと主体的に地域で活動し、社会的な自立に向けての歩みを踏み出す、そのきっかけづくりを行っています。
居場所、母親の会、相談、社会参加事業など
http://tsukiichi.com
横浜市青葉区市ヶ尾町１０５２−５
東急田園都市線「市ヶ尾駅」

不登校・ひきこもり・非行・
学校関係・家庭問題・その他

フレンドリースペース金沢

対象年齢 ０歳から１８歳
相談対象 不登校・ひきこもり等で悩みを抱えた青少年本人等家族及び関係者
相談方法 電話・来所（要予約）・訪問
電話・面接相談

火・金 １３：００〜１７：００
水 １０：００〜１７：００
土 １０：００〜１４：００
受付時間
面接相談（要予約）月 １３：００〜１７：００
訪問相談（要予約）随時
電話
ＦＡＸ

代表・相談電話 ０４５−７８３−５９７８
０４５−７８３−５９７８

・フリースペース：不登校、ひきこもり等の児童・生徒がゆったりと心を休める、安全で安心できる居場所を
目指します。自主性と協調性を育んで心身に健康なエネルギーを満たし、自主的に社会や学校に
活動内容
復帰する過程を支援します。
・学習支援：義務教育課程の学修を支援します。

特色

支援等
所在地
最寄駅

・親の会：親同士が語り合う中で子育ての悩みを共有し、自分だけがなやんでいるのではないということでほっと
でき、また解決の糸口を見出す機会となります。
・子どもたちには地域での行事や他団体とのプログラムに参加する機会を設けて、体験を重ねることで社会生活の
スキルを身につけ自身につなげます。
学習支援 毎週水・土曜日 １０：００〜１２：００ 金沢区福祉保健ボランティア等活動拠点
親の会 毎月第２火曜日 １０：００〜１２：００ 能美台地域ケアプラザ
横浜市金沢区釡利谷東７−１９−２８ 金沢区福祉保健ボランティア等活動拠点内
京浜急行線「金沢文庫駅」からバス「関東学院大学」行きで「パークタウン東」下車

66

231

ＮＰＯ法人

不登校・ひきこもり・仕事関係・
家庭問題・その他

遊悠楽舎

特に制限無し
個別面接・電話相談・訪問・継続相談
１０：００〜１６：３０
相談電話 ０４６−８０１−９１１９
０４６−８０１−９１１９
mail@yuyugakusha.org
・個別相談事業
活動内容
・「働く場」「働き方」の発見事業
相談対象
相談方法
受付時間
電話
ＦＡＸ
メール

特色
支援等
所在地
最寄駅

232
相談対象
相談方法
受付時間
電話
メール
活動内容

できることより、しない方がいいことを大切にしています。
しっかり悩み、迷い、時間と手間をかけてゆっくり丁寧に関係づくりをしながら「生き合うということ」を大切にして
います。
ひきこもる当事者（不登校も含め）や家族の他、生きづらさを抱えている方
事務室 逗子市桜山８−１２−２３
相談室 逗子市桜山３−４−１０ ２階
ＪＲ線「逗子駅」・「東逗子駅」、京浜急行線「新逗子駅」・「神武寺駅」
不登校・ひきこもり・いじめ・学校関係・
仕事関係・家庭問題・その他
小・中・高生を中心とした学齢期の子どもからおおむね２０歳くらいまでの人とその保護者
面談
毎週 水・金 １０：００〜１７：００
個別相談は水・金以外も調整可能
０８０−９６９０−５０５０
unwind.s.y@e.gmobb.jp
・個別相談（本人とその保護者）
・個別学習支援
・フリースペース

アンワインドスペース横浜

さまざまな理由や背景で学校に通学していない子どもたちが、基礎的な学力を身につけ、いろいろな仲間・大人たちと
出会いながら、本当に必要な「生きる力」を培っていけることを目指します。
ホームページ http://unwind.yokohama/
所在地 （活動場所）横浜市西区紅葉ケ丘９−１ 県立青少年センター青少年サポートプラザ内
最寄駅 ＪＲ線・市営地下鉄線「桜木町駅」、京浜急行線「日ノ出町駅」
特色
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