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　　　令和２年３月

神奈川県立青少年センター

館長　南　雲　正　二

　　も・若者支援連携会議の事業の一環として隔年ごとに発行しているものです。悩

　　により、子ども・若者を取り巻く社会環境は大きな変化を遂げています。

　　はじめに

　　　近年、わが国では急速な少子化の進行や就業形態の多様化、情報社会の発展等

　　団体、関係者等の皆様に対し、厚く御礼申し上げます。

　　　子ども・若者が抱える様々な課題や困難は多岐にわたり、重層化かつ複雑化し

　　　このような状況から、神奈川県では平成25年度に神奈川県子ども・若者支援連

　　携会議が発足し、相談機関間はもとより、子ども・若者の支援に関わるあらゆる

　　　最後に、本案内の作成にあたり、情報の提供等にご尽力いただいた相談機関や

　　されることを願っております。

　　機関・団体間の連携が官民を問わず進みつつあります。

　　　本案内は、相談業務を行う機関や団体間の連携促進を図るため、神奈川県子ど

　　みを抱えている方やそのご家族、相談支援に携わる方々等にこの案内が広く活用

　　ています。悩みを抱える方々に必要な支援が行き届くためにも、相談機関が果た

　　す役割は非常に重要になっています。
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相談内容 対象範囲等

不登校 小・中・高校生

高校生年齢以上で学職を持たず、家から外出しない。

または、コンビニ等には出かけるが人との交流がない。

いじめ （職場を除く）

犯罪行為、暴力団・暴走族・ギャング関係、性の逸脱行為、

無断外泊、家出、飲酒・喫煙等

進路、転編入学、学業成績、校内暴力、対教師関係、

部活動等

仕事関係 求職、就労、職場の人間関係等

養育不安、しつけ、虐待、親子関係、両親不和、

家庭内暴力、貧困等

障害等 身体障害、知的障害、発達障害、精神障害

その他 上記以外の相談

　　相談機関・団体の設置者別一覧を掲載しています。

　　　「相談機関一覧」（Ｐ．４～９）には、神奈川県内の子ども・若者に関する

　　ご利用にあたって

　　　なお、相談内容については、相談する上での目安として区分したものであり、

ひきこもり

非行

家庭問題

学校関係

　　詳細については直接各機関へご連絡いただきますよう、お願いいたします。

　　　また、掲載している情報が最新ではない場合もありますのでご了承ください。
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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

10 1
かながわ子ども・若者総合相談センター
（ひきこもり地域支援センター）

39歳まで（ひきこもりに
関する一次的な相談は年
齢不問）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 2 神奈川県西部青少年サポート相談室 おおむね39歳まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 3 神奈川県警察少年相談・保護センター 20歳未満 ○ ○ ○ ○

11 4 神奈川県立総合教育センター 教育相談課　教育相談センター 幼児から18歳位 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 5 転編入学情報センター
13歳位から18歳位
（主として中高生） ○

11 6 神奈川県立総合療育相談センター 本文参照 ○

12 7 神奈川県発達障害支援センター　かながわＡ（エース） 年齢不問 ○

12 8 人権・子どもホットライン（子ども専用電話） 18歳未満 ○

12 9 神奈川県中央児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 10 神奈川県平塚児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 11 神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 12 神奈川県小田原児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 13 神奈川県厚木児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 14 神奈川県精神保健福祉センター 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 15 神奈川県平塚保健福祉事務所 年齢不問 ○ ○ ○ ○

14 16 神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター 年齢不問 ○ ○ ○ ○

14 17 神奈川県鎌倉保健福祉事務所 年齢不問 ○ ○ ○ ○

14 18 神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎センター 年齢不問 ○ ○ ○ ○

14 19 神奈川県小田原保健福祉事務所 年齢不問 ○ ○ ○ ○

15 20 神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター 年齢不問 ○ ○ ○ ○

15 21 神奈川県厚木保健福祉事務所 年齢不問 ○ ○ ○ ○

15 22 神奈川県厚木保健福祉事務所大和センター 年齢不問 ○ ○ ○ ○

15 23 神奈川県立女性相談所 年齢不問 ○ ○ ○

15 24 かながわ若者就職支援センター
39歳まで（在学中、既卒3年
以内を除く） ○

16 25 あーすぷらざ　外国人教育相談 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 26 神奈川リハビリテーション病院　総合相談室 年齢不問 ○

16 27 かながわＳＯＧＩ派遣相談 年齢不問 ○

16 28 かながわ中央消費生活センター 年齢不問 ○

17 29 かながわ子ども家庭１１０番相談ＬＩＮＥ 原則18歳未満 ○

17 30 かながわひとり親家庭相談ＬＩＮＥ 原則18歳未満 ○

17 31 若者の進路総合相談窓口「かながわみらいデスク」 15歳からおおむね20歳 ○

17 32 神奈川県社会福祉協議会　ほっとステーション 年齢不問 ○ ○ ○ ○

17 33 神奈川県社会福祉協議会　ほっとそうだんステーション 年齢不問 ○ ○ ○ ○

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

18 34 横浜市青少年相談センター おおむね15歳から40歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 35 横浜市教育総合相談センター
おおむね6歳から15歳
（小・中学生）

○ ○ ○ ○

18 36 横浜市特別支援教育総合センター 年長児から中学3年生 ○ ○

18 37 横浜市総合リハビリテーションセンター 本文参照 ○

19 38 横浜市発達障害者支援センター 原則18歳以上 ○

19 39 横浜市電話児童相談室 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

19 40 よこはま子ども虐待ホットライン 18歳未満 ○

19 41 横浜市中央児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 42 横浜市西部児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相談機関一覧

神奈川県の相談機関

頁 № 機関名称等 対象年齢
相談内容

横浜市の相談機関

頁 № 機関名称等 対象年齢
相談内容
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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

20 43 横浜市南部児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 44 横浜市北部児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 45 横浜市こころの健康相談センター「こころの電話相談」 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○

20 46 横浜市鶴見福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 47 横浜市鶴見福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○ ○

21 48 横浜市神奈川福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 49 横浜市神奈川福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

21 50 横浜市西福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 51 横浜市西福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

21 52 横浜市中福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 53 横浜市中福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

22 54 横浜市南福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 55 横浜市南福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

22 56 横浜市港南福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 57 横浜市港南福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○ ○ ○

22 58 横浜市保土ケ谷福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 原則18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 59 横浜市保土ケ谷福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

23 60 横浜市旭福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 61 横浜市旭福祉保健センター　精神保健福祉相談 18歳以上 ○ ○ ○ ○

23 62 横浜市磯子福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 63 横浜市磯子福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

24 64 横浜市金沢福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 65 横浜市金沢福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

24 66 横浜市港北福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 67 横浜市港北福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

24 68 横浜市緑福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 69 横浜市緑福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○ ○ ○

25 70 横浜市青葉福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 71 横浜市青葉福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 72 横浜市都筑福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 73 横浜市都筑福祉保健センター　精神保健福祉相談 おおむね18歳以上 ○ ○ ○ ○ ○

26 74 横浜市戸塚福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 75 横浜市戸塚福祉保健センター　精神保健福祉相談 おおむね18歳以上 ○ ○

26 76 横浜市栄福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 77 横浜市栄福祉保健センター　精神保健福祉相談 おおむね18歳以上 ○ ○ ○

26 78 横浜市泉福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 79 横浜市泉福祉保健センター　精神保健福祉相談 年齢不問 ○ ○

27 80 横浜市瀬谷福祉保健センター　子ども・家庭支援相談 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 81 横浜市瀬谷福祉保健センター　精神保健福祉相談 おおむね18歳以上 ○ ○ ○ ○

27 82 よこはま若者サポートステーション 15歳以上49歳以下 ○

27 83 よこはま若者サポートステーション・新横浜サテライト 15歳以上49歳以下 ○

28 84 よこはま東部ユースプラザ おおむね15歳から40歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 85 よこはま西部ユースプラザ おおむね15歳から40歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 86 よこはま南部ユースプラザ おおむね15歳から40歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 87 よこはま北部ユースプラザ おおむね15歳から40歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相談内容
対象年齢機関名称等№頁
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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

川崎市教育委員会　教育相談室 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　　　　　　　　　ダイヤルＳＯＳ 小中高校生 ○ ○

　　　　　　　　　電話相談ホットライン 年齢不問 ○

29 89 川崎市総合教育センター　塚越相談室 小中高校生・就学相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 90 川崎市総合教育センター　溝口相談室 小中高校生・就学相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 91 川崎市発達相談支援センター 学齢以降 ○

30 92 川崎市こども家庭センター（川崎市中央児童相談所） 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 93 川崎市中部児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 94 川崎市北部児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 95 川崎市精神保健福祉センター　ひきこもり・思春期相談 本文参照 ○

30 96 川崎市川崎区地域みまもり支援センター地域支援課 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

31 97 川崎市川崎区役所大師地区健康福祉ステーション 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

31 98 川崎市川崎区役所田島地区健康福祉ステーション 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

31 99 川崎市幸区地域みまもり支援センター地域支援課 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

31 100 川崎市中原区地域みまもり支援センター地域支援課 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

31 101 川崎市高津区地域みまもり支援センター地域支援課 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

32 102 川崎市宮前区地域みまもり支援センター地域支援課 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

32 103 川崎市多摩区地域みまもり支援センター地域支援課 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

32 104 川崎市麻生区地域みまもり支援センター地域支援課 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

32 105 しゃんぐりらこども家庭支援センター 18歳未満 ○ ○

32 106 かわさきさくら児童家庭支援センター 18歳未満 ○ ○

33 107 あいせん児童家庭支援センター 18歳未満 ○ ○

33 108 はくさん児童家庭支援センター 18歳未満 ○ ○

33 109 まぎぬ児童家庭支援センター 18歳未満 ○ ○

33 110 ＳＮＧ児童家庭支援センター 18歳未満 ○ ○

34 111 南部地域療育センター 18歳まで ○

34 112 中央療育センター 18歳まで ○

34 113 川崎西部地域療育センター 18歳まで ○

34 114 北部地域療育センター 18歳まで ○

35 115 川崎市人権オンブズパーソン 18歳未満 ○ ○ ○ ○

35 116 川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」 年齢不問 ○

35 117 コネクションズかわさき（かわさき若者サポートステーション） 15歳から49歳 ○ ○

35 118 生活自立・仕事相談センター（だいＪＯＢセンター） 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○

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

36 119 相模原市立青少年相談センター 19歳以下 ○ ○ ○ ○ ○

36 120 相模原市発達障害支援センター 高校生年齢から成人 ○

36 121 相模原市児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

36 122 相模原市精神保健福祉センター 本文参照 ○ ○ ○

37 123 相模原市保健所　疾病対策課 年齢不問 ○

37 124 相模原市緑子育て支援センター 妊産婦及び18歳未満 ○ ○

37 125 相模原市緑障害福祉相談課 年齢不問 ○ ○

37 126 相模原市中央子育て支援センター 妊産婦及び18歳未満 ○ ○

38 127 相模原市中央障害福祉相談課 年齢不問 ○ ○

38 128 相模原市南子育て支援センター 妊産婦及び18歳未満 ○ ○

38 129 相模原市南障害福祉相談課 年齢不問 ○ ○

38 130 さがみはら若者サポートステーション 15歳から49歳 ○

38 131 さがみはら子どもの権利相談室（さがみみ） 18歳未満 ○ ○ ○ ○

対象年齢
相談内容

川崎市の相談機関

29 88

頁 № 機関名称等

相談内容

相模原市の相談機関

頁 № 機関名称等 対象年齢

6



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

39 132 横須賀市こども育成部こども青少年支援課 本文参照 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 133 横須賀市療育相談センター 0歳から18歳未満 ○

39 134 横須賀市児童相談所 18歳未満 ○ ○ ○

39 135 横須賀市保健所　精神保健福祉相談
年齢不問（ひきこもり相談
は21歳以上） ○ ○ ○

40 136 横須賀市中央健康福祉センター 原則小学校入学前 ○

40 137 横須賀市北健康福祉センター 原則小学校入学前 ○

40 138 横須賀市南健康福祉センター 原則小学校入学前 ○

40 139 横須賀市西健康福祉センター 原則小学校入学前 ○

41 140 鎌倉市教育センター相談室 幼児から青少年まで
（主に学齢期） ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 141 鎌倉市役所　こどもと家庭の相談室 おおむね18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 142 鎌倉市役所　発達支援室 おおむね18歳まで ○

41 143 湘南・横浜若者サポートステーション 15歳から49歳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 144 逗子市教育研究相談センター 主として小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○

42 145 逗子市こども発達支援センター 0歳から18歳 ○ ○

42 146 逗子市子ども相談室（家庭児童相談室） 0歳から18歳 ○

43 147 三浦市教育相談室・相談指導教室 主として小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○

43 148 三浦市子ども課 18歳以下 ○

43 149 三浦市福祉課 年齢不問 ○ ○

44 150 平塚市青少年相談室 原則6歳から20歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 151 平塚市子ども教育相談センター 小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○

44 152 平塚市こども家庭課　こども総合相談担当 18歳未満 ○

44 153 平塚市こども発達支援室　くれよん 18歳未満(高校3年生まで) ○

45 154 茅ヶ崎市保健所保健予防課 年齢不問 ○ ○ ○ ○

45 155 茅ヶ崎市青少年教育相談室 主として小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○

45 156 茅ヶ崎市家庭児童相談室 18歳未満 ○

45 157 茅ヶ崎市福祉相談室 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 158 伊勢原市青少年相談室 30歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 159 伊勢原市教育センター 原則小・中学生 ○ ○ ○ ○

46 160 伊勢原市教育委員会 児童・生徒 ○ ○ ○

46 161 伊勢原市子ども家庭相談課　子ども相談係 18歳未満 ○

47 162 秦野市こども家庭支援課　こども若者相談担当（青少年相談室） 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○

47 163 秦野市こども家庭支援課（若者の自立・就職の相談） 40歳未満 ○ ○

47 164 秦野市子育て総務課　手当・助成担当（母子・父子相談） 年齢不問 ○

48 165 藤沢市学校教育相談センター 年長児から中学生 ○ ○ ○ ○

48 166 藤沢市子ども家庭課 本文参照 ○ ○ ○

48 167 藤沢市子ども家庭課　子ども発達支援担当 未就学児 ○

48 168 藤沢市地域生活支援窓口　バックアップふじさわ 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 169 藤沢市保健所 年齢不問 ○ ○ ○ ○

49 170 ユースサポート・ユースワークふじさわ 15歳から39歳 ○ ○ ○ ○

49 171 大和市青少年相談室 0歳から30歳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 172 大和市家庭こども相談担当 18歳未満 ○

50 173 厚木市青少年教育相談センター おおむね18歳まで ○ ○ ○ ○ ○

50 174 厚木市家庭相談課 18歳未満 ○ ○

50 175 神奈川県央地域若者サポートステーション 15歳から49歳 ○ ○

51 176 海老名市教育支援センター「えびりーぶ」 未就学から20歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 177 海老名市役所子育て相談課 18歳未満 ○

51 178 海老名市立子育て支援センター 0歳から6歳 ○

51 179 海老名市教育委員会学び支援課 おおむね20歳から39歳 ○

相談内容

横浜市・川崎市・相模原市以外の市の相談機関

頁 № 機関名称等 対象年齢
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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

52 180 座間市青少年相談室 義務教育終了後から30歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 181 座間市教育研究所 小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 182 座間市役所子ども政策課 18歳まで ○

53 183 綾瀬市青少年相談室 中学卒業から29歳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 184 綾瀬市教育研究所 小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○

53 185 綾瀬市健康づくり推進課 18歳未満 ○ ○ ○

53 186 障がい児者相談支援センター 年齢不問 ○

53 187 綾瀬市障がい福祉課もみの木園（児童発達支援センター） 18歳以下 ○

54 188 おだわら子ども若者教育支援センター 0歳から39歳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 189 小田原市教育委員会教育指導課 6歳から15歳 ○ ○ ○ ○

54 190 小田原市役所子育て政策課 18歳未満 ○

54 191 神奈川県西部地域若者サポートステーション 15歳から49歳 ○

55 192 南足柄市青少年育成センター 20歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55 193 南足柄市教育研究所 幼稚園児から中学生 ○ ○ ○ ○ ○

55 194 南足柄市役所福祉健康部子ども課 18歳未満 ○

55 195 南足柄市福祉事務所 年齢不問 ○ ○

55 196 相談支援センターりあん おおむね64歳まで ○

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

56 197 葉山町子ども育成課 0歳から18歳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 198 葉山町教育研究所 原則小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 199 愛川町教育委員会 小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 200 愛川町子育て支援課 0歳から18歳 ○

57 201 清川村教育委員会 幼稚園児から中学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○

57 202 清川村保健福祉課 年齢不問 ○ ○ ○ ○

57 203 寒川町教育研究室 学齢時未満から中学生 ○ ○ ○ ○ ○

57 204 寒川町子育て支援センター 学齢児未満 ○ ○

58 205 大磯町教育研究所 幼稚園児から中学生 ○ ○ ○ ○

58 206 大磯町子育て支援総合センター 18歳未満 ○ ○ ○

58 207 大磯町横溝千鶴子記念教育研究所 小・中学生 ○ ○ ○ ○

58 208 二宮町教育研究所　教育相談室・教育支援室やまびこ 小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○

58 209 二宮町子育て・健康課 18歳未満 ○ ○

59 210 中井町教育支援センター　たんぽぽ教室 幼稚園児から中学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 211 中井町福祉課・健康課 年齢不問 ○ ○

59 212 大井町教育委員会（教育相談・適応指導教室） 本文参照 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 213 大井町子育て健康課 18歳未満 ○ ○ ○ ○

60 214 山北町教育委員会 幼稚園児から高校生 ○ ○ ○

60 215 山北町福祉課 0歳から18歳 ○ ○

60 216 山北町保険健康課健康づくり班 0歳から18歳 ○ ○

60 217 松田町教育委員会 幼稚園就園対象児から中学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 218 松田町子育て健康課 18歳未満 ○

61 219 開成町教育委員会 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

61 220 開成町教育委員会　子ども・子育て支援室 18歳未満 ○ ○

61 221 開成町福祉課 18歳未満 ○

61 222 真鶴町教育委員会 0歳から18歳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 223 真鶴町健康福祉課 20歳未満 ○ ○ ○ ○

町村の相談機関

頁 № 機関名称等 対象年齢
相談内容

頁 № 機関名称等 対象年齢
相談内容
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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

62 224 箱根町教育相談センター 18歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 225 箱根町子育て支援課 18歳未満 ○

62 226 箱根町福祉課 年齢不問 ○

62 227 湯河原町青少年相談室 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

63 228 よこはま法務少年支援センター（青少年心理相談室） 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○

63 229 横浜地方法務局　人権擁護課 年齢不問 ○

63 230 横浜地方法務局　川崎支局 年齢不問 ○

63 231 横浜地方法務局　横須賀支局 年齢不問 ○

63 232 横浜地方法務局　湘南支局 年齢不問 ○

64 233 横浜地方法務局　西湘二宮支局 年齢不問 ○

64 234 横浜地方法務局　相模原支局 年齢不問 ○

64 235 横浜地方法務局　厚木支局 年齢不問 ○

64 236 神奈川県弁護士会　子どもの人権相談窓口 20歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

64 237 神奈川県弁護士会　子どもお悩みダイヤル 20歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

65 238 公共職業安定所（ハローワーク） 年齢不問 ○

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

66 239 ミナクルあすなろの家 小学生以上 ○ ○ ○

66 240 ＮＰＯ法人　アーモンド　コミュニティ　ネットワーク 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66 241 ＮＰＯ法人 アンガージュマン・よこすか 特に制限なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67 242 ＮＰＯ法人　教育活動総合サポートセンター 原則小・中学生 ○ ○ ○ ○ ○

67 243 ハートフルみなみ（フリースペースみなみ） 0歳から35歳程度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67 244 ＮＰＯ法人　くじらぐも 0歳から30歳前後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68 245 ＮＰＯ法人　楠の木学園 中学生から20歳まで ○ ○ ○ ○ ○

68 246 ＮＰＯ法人　くだかけ会 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○

68 247 ＮＰＯ法人　子どもと生活文化協会（ＣＬＣＡ） 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

69 248 認定ＮＰＯ法人　コロンブスアカデミー 小学生から39歳まで ○ ○ ○ ○ ○

69 249 ＮＰＯ法人　フリースクール鈴蘭学園 小学生から高校生くらいまで ○ ○ ○ ○ ○ ○

69 250 ＮＰＯ法人　そだちサポートセンター 10歳から30歳 ○ ○ ○

70 251 ＮＰＯ法人　フリースペースたまりば 年齢不問 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

70 252 ＮＰＯ法人　月一の会 10代以上（学齢期を除く）○ ○ ○ ○ ○ ○

70 253 フレンドリースペース金沢 6歳から18歳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 254 ＮＰＯ法人　遊悠楽舎 特に制限なし ○ ○ ○ ○ ○

71 255 アンワインドスペース横浜 おおむね20歳まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 256 ＮＰＯ法人　森の仔じゆうがっこう 小学生から30代まで ○ ○ ○ ○ ○

頁 № 機関名称等 対象年齢
相談内容

その他の相談機関

県内フリースペース・フリースクール等ＮＰＯ団体

頁 № 機関名称等 対象年齢
相談内容

頁 № 機関名称等 対象年齢
相談内容
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1
かながわ子ども・若者総合相談センター

（ひきこもり地域支援センター）
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

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間

休日

スタッフ

電話

ＬＩＮＥ

ＦＡＸ

ホームページ

所在地

最寄駅

備考

2 神奈川県西部青少年サポート相談室
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・その他

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間

休日

スタッフ

電話

ホームページ

所在地

最寄駅

備考

神奈川県の相談機関

神奈川県とＮＰＯ法人子どもと生活文化協会（ＣＬＣＡ）が協働して開設しています。

電話・来所（要予約）

月～金　１０：３０～１２：００、１３：００～１６：００

土・日・祝日・年末年始及び年１０日程度の休室日
※休室日については、直接お問い合わせください。

臨床心理士、精神保健福祉士、教育経験者、ＮＰＯでの支援経験者

相談専用　０４６５－３５－９５２７

https://soudan58.wixsite.com/soudanclca

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」　西口より徒歩約１分

県内全域

おおむね３９歳までの方とその家族、関係者
（ひきこもりに関する一次的な相談は、年齢を問わずお受けしています。）

電話・来所（要予約）・コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」

おおむね３９歳までの方とそのご家族

月曜日及び年末年始
※土・日・祝日でも受け付けています。（ＬＩＮＥ相談を除く）

福祉職、教育職、警察職、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、キャリアカウンセラー
ＮＰＯ相談・支援アドバイザー（ひきこもりや不登校への支援を行うＮＰＯ団体等で活動されている方）

相談専用　０４５－２４２－８２０１
青少年サポート課事務室　０４５－２６３－４４６７

０４５－２４１－７０８８

横浜市西区紅葉ケ丘９－１　神奈川県立青少年センター内

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/cnt/soudan/index.html

ＪＲ根岸線「桜木町駅」　北改札西口より徒歩約８分
横浜市営地下鉄「桜木町駅」　徒歩約１０分
京浜急行線「日ノ出町駅」　徒歩約１３分
みなとみらい線「みなとみらい駅」　徒歩約２０分

青少年センターでは、不登校やひきこもりへの支援を行うＮＰＯや団体の活動を支援しています。
ＮＰＯ相談・支援アドバイザーに組織の運営や活動についての相談もできます。

県内全域

火～日　９：００　～１２：００、１３：００～１６：００
（ＬＩＮＥ相談は　水・金・土　１３：００～１６：００）

右記のコードを読み取るか、ＬＩＮＥアプリのホーム画面の検索で、ＩＤ「kana-kowaka」で
検索して友だち追加してください。（※「友だち検索」機能ではありません。）
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3 神奈川県警察少年相談・保護センター 非行問題・いじめ・犯罪被害・家庭問題等

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

4
神奈川県立総合教育センター

教育相談課　教育相談センター
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日

スタッフ

電話

メール

ホームページ

所在地

5 転編入学情報センター 学校関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

メール

所在地

6 神奈川県立総合療育相談センター 障害等（精神障害を除く）

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間
休日

スタッフ
電話

ＦＡＸ
ホームページ

所在地

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育士、ケースワーカーなど
代表　０４６６－８４－５７００
０４６６－８４－２９７０

藤沢市亀井野３１１９
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j3t/index.html

１８歳未満の身体障害・知的障害・発達障害に関すること
※１８歳以上の方の障害者更生相談業務も行っています。

来所（要予約・お電話で利用や予約についてお問合せください。）
１８歳未満　外来診療・機能訓練・心理検査・発達検査・リハビリ入院・短期入所・
　　　　　　巡回による療育相談（一部地域のみ。要予約）
　　　　　　※保険診療のため一部費用のご負担があります。
１８歳以上　要予約。市町村障害福祉担当窓口経由で申込み。

平日　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

相談専用　０４５－２１０－８２３５
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/tenpen/tenpenjouhou.html
内のお問い合わせフォームをご利用ください。

横浜市中区日本大通３３　住宅供給公社ビル内

１３歳位から１８歳位（主として中・高校生）
電話・来所・Ｅメール
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
教育相談専門員

soudan@edu-ctr.pref.kanagawa.jp
（お問い合わせフォーム　https:// kjd.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/ssl/soudan/）
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/

県内全域

県所管地域（政令指定都市を除く。一部の事業は中核市を除く。）

藤沢市亀井野２５４７－４

指導主事（常勤職員）、臨床心理士等の教育心理相談員、教育相談員・教育相談専門員（非常勤職員）

代表　０４６６－８１－８５２１
総合教育相談　０４６６－８１－０１８５
発達教育相談　０４６６－８４－２２１０
不登校ほっとライン　０４６６－８１－０１８５
２４時間子どもＳＯＳダイヤル　０４６６－８１－８１１１　又は　０１２０－０－７８３１０

横浜市中区海岸通２－４

月～金　８：３０～１７：１５

土・日・祝日及び年末年始
相談専門職員
ユーステレホンコーナー　０４５－６４１－００４５（一般）
　　　　　　　　　　　　０１２０－４５－７８６７（フリーダイヤル）
０４５－６４１－１９７５

県内全域
幼児から１８歳位
電話・来所（要予約）・メール・学校訪問

電話相談　総合教育相談・発達教育相談・不登校ほっとライン　月～金　８：３０～２１：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし、土・日・祝日は１７：１５まで）
　　　　　２４時間子どもＳＯＳダイヤル　２４時間３６５日
来所相談（予約制）　月～金　８：３０～１７：１５
土曜不登校相談（予約制）　月一回土曜日（９月、３月を除く）
メール　２４時間３６５日（返信に数日かかる場合があります）

土・日・祝日及び年末年始（土曜不登校相談開催日を除く）
※２４時間子どもＳＯＳダイヤルは年中無休

県内全域
２０歳未満
電話・来所（要予約）
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7
神奈川県発達障害支援センター

かながわＡ（エース）
発達障害　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

8 人権・子どもホットライン（子ども専用電話） その他（子ども等からの人権に関する相談）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

9 神奈川県中央児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ホームページ

所在地

10 神奈川県平塚児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
ホームページ

所在地

来所相談　土・日・祝日及び年末年始

児童福祉司、児童相談員、児童心理司、保健師、児童指導員、保育士、医師（非常勤職員）

代表　０４６６－８４－１６００
児童相談所虐待対応ダイヤル　１８９（３桁・無料）
児童相談所相談専用ダイヤル　０５７０－７８３－１８９（有料）
子ども・家庭１１０番　０４６６－８４－７０００

藤沢市亀井野３１１９

児童福祉司、児童相談員、児童心理司、児童指導員、保育士、学習指導員、保健師、看護師、医師（非常勤職員）
代表　０４６３－７３－６８８８
児童相談所虐待対応ダイヤル　１８９（３桁・無料）
児童相談所相談専用ダイヤル　０５７０－７８３－１８９（有料）

０４６３－７３－６７９９

平塚市中原３－１－６

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1340/

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1346/

来所相談等（要予約）

来所相談　月～金　８：３０～１７：１５
児童相談所虐待対応ダイヤル　２４時間３６５日
児童相談所相談専用ダイヤル　２４時間３６５日
電話相談　子ども・家庭１１０番　９：００～２０：００

来所相談　土・日・祝日及び年末年始

相談員
人権・子どもホットライン　０４６６－８４－１６１６

平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
１８歳未満
来所相談等（要予約）
来所相談　月～金　８：３０～１７：１５
児童相談所虐待対応ダイヤル　２４時間３６５日
児童相談所相談専用ダイヤル　２４時間３６５日

電話
９：００～２０：００
なし

心理担当、ケースワーカー
相談専用　０４６５－８１－３７１７
０４６５－８１－３７０３

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a4b/cnt/f984/

藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、寒川町
１８歳未満

nakaya.1356.sienc@pref.kanagawa.jp

電話相談・必要に応じて個別相談（予約制）
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

原則として、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く県所管域
１８歳未満

※発達障害のある方に対する支援を総合的に行う機関です

足柄上郡中井町境２１８

政令市（横浜市、川崎市、相模原市）を除く県域
年齢不問
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11 神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
ホームページ

所在地

12 神奈川県小田原児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

13 神奈川県厚木児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

14 神奈川県精神保健福祉センター
不登校・ひきこもり・いじめ・

仕事関係・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日

スタッフ

電話

所在地

電話相談員及び面接相談員等非常勤職員
（精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師、看護師、保健師、社会保険労務士等）

こころの電話相談　０１２０－８２１－６０６（フリーダイヤル）
依存症電話相談　０４５－８２１－６９３７
依存症面接相談　０４５－８２１－８８２２（代表）
　（予約受付時間　平日８：３０～１７：１５　祝日及び年末年始を除く）

横浜市港南区芹が谷２－５－２

県所管域
年齢不問
電話・来所（依存症面接相談に限る。要予約）
こころの電話相談　月～金　９：００～２１：００（受付時間は２０：４５まで）
依存症電話相談　月　１３：３０～１６：３０
依存症面接相談　金　１３：３０～１６：３０（予約制）

こころの電話相談　土・日・祝日及び年末年始
依存症電話相談・依存症面接相談　祝日・年末年始

児童福祉司、児童相談員、児童心理司、児童指導員、保育士、保健師、看護師（非常勤職員）、医師（非常勤職員）
代表　０４６－２２４－１１１１
児童相談所虐待対応ダイヤル　１８９（３桁・無料）
児童相談所相談専用ダイヤル　０５７０－７８３－１８９（有料）

０４６－２２５－１７３５
厚木市水引２－３－１

厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
１８歳未満
来所相談等（要予約）
来所相談　月～金　８：３０～１７：１５
児童相談所虐待対応ダイヤル　２４時間３６５日
児童相談所相談専用ダイヤル　２４時間３６５日

来所相談　土・日・祝日及び年末年始

児童福祉司、児童相談員、児童心理司、保健師、医師（非常勤職員）
代表　０４６５－３２－８０００
児童相談所虐待対応ダイヤル　１８９（３桁・無料）
児童相談所相談専用ダイヤル　０５７０－７８３－１８９（有料）

０４６５－３２－８１３７
小田原市荻窪３５０－１

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
１８歳未満
来所相談等（要予約）
来所相談　月～金　８：３０～１７：１５
児童相談所虐待対応ダイヤル　２４時間３６５日
児童相談所相談専用ダイヤル　２４時間３６５日

来所相談　土・日・祝日及び年末年始

児童福祉司、児童相談員、児童心理司、保健師、医師（非常勤職員）
代表　０４６－８２８－７０５０
児童相談所虐待対応ダイヤル　１８９（３桁・無料）
児童相談所相談専用ダイヤル　０５７０－７８３－１８９（有料）

０４６－８２５－７０７１

横須賀市日の出町１－４－７
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1341/

鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
１８歳未満
来所相談等（要予約）
来所相談　月～金　８：３０～１７：１５
児童相談所虐待対応ダイヤル　２４時間３６５日
児童相談所相談専用ダイヤル　２４時間３６５日

来所相談　土・日・祝日及び年末年始
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15 神奈川県平塚保健福祉事務所 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

16 神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

17 神奈川県鎌倉保健福祉事務所 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

18 神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎センター ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

19 神奈川県小田原保健福祉事務所 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

常勤職員（福祉職、医師、歯科医師、保健師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士）
代表　０４６５－３２－８０００
０４６５－３２－８１３８
小田原市荻窪３５０－１　小田原合同庁舎内

年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

常勤職員（福祉職、医師、歯科医師、保健師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士）
代表　０４６７－２４－３９００
０４６７－２４－４３７９
鎌倉市由比ガ浜２－１６－１３

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町

常勤職員（福祉職、保健師、栄養士、歯科衛生士）
常勤（兼務）職員（医師、歯科医師、薬剤師）
代表　０４６－８８２－６８１１
０４６－８８１－７１９９
三浦市三崎町六合３２　三浦合同庁舎内

年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

常勤職員（福祉職、医師、歯科医師、保健師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士）
代表　０４６３－８２－１４２８
０４６３－８３－５８７２
秦野市曽屋２－９－９

三浦市

年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

常勤職員（福祉職、医師、歯科医師、保健師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士）
代表　０４６３－３２－０１３０
０４６３－３５－４０２５
平塚市豊原町６－２１

鎌倉市、逗子市、葉山町

平塚市、大磯町、二宮町
年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

秦野市、伊勢原市
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20 神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

21 神奈川県厚木保健福祉事務所 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

22 神奈川県厚木保健福祉事務所大和センター ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

23 神奈川県立女性相談所 仕事関係・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

24 かながわ若者就職支援センター 仕事関係

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間
休日

スタッフ
電話

ＦＡＸ
ホームページ

所在地

０４５－３１２－４３０６

横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル５階

土・日・祝日及び年末年始

常勤職員（福祉職、医師、歯科医師、保健師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士）

日・祝日及び年末年始
キャリアカウンセラー

女性電話相談室　０５７０－５５０－５９４

県内全域
年齢不問（女性のための電話相談）
電話
月～金　９：００～１７：００（受付は１６：４０まで）
土・日・祝日及び年末年始

https://www.kanagawa-wakamono.jp/

０４５－４１０－３３５７

県内全域
３９歳までの方（在学中の方、既卒３年以内の方を除く）

厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町

来所
※最初の相談時は予約は不要です。ただし、当日の利用状況によっては、すぐにカウンセリングを受けられない場合も
あります。あらかじめお電話をいただければ予約をお取りしています。２回目からはすべて予約制となります。

月～土　９：３０～１７：３０（利用は１８：００まで）

厚木市水引２－３－１
０４６－２２５－４１４６
代表　０４６－２２４－１１１１

年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（福祉職、医師、保健師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士）
代表　０４６－２６１－２９４８
０４６－２６１－７１２９
大和市中央１－５－２６

女性相談員

年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

常勤職員（福祉職、医師、保健師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士）
非常勤職員（歯科医師）
代表　０４６５－８３－５１１１
０４６５－８２－８４０８
足柄上郡開成町吉田島２４８９－２

大和市、綾瀬市

年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
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あーすぷらざ　外国人教育相談
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（日本語学習など）　※

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

26 神奈川リハビリテーション病院　総合相談室 障害等（高次脳機能障害）　※

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間
休日

スタッフ
電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

27 かながわＳＯＧＩ派遣相談
（申込受付：神奈川県福祉子どもみらい局人権男女共同参画課）

その他
（ＳＯＧＩ（性的指向と性自認）に関する相談）

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話
ホームページ

28 かながわ中央消費生活センター
その他

（商品やサービスの契約トラブルに関する相談）

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

メール

ホームページ

所在地

高次脳機能障害支援コーディネーター、心理判定員
０４６－２４９－２６１２
０４６－２４９－２６０１

厚木市七沢５１６

横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２　かながわ県民センター６階

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f100356/
内の「メール相談はこちら」をクリックしてください。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f100356/

県内全域

chiiki-shien@kanagawa-rehab.or.jp

県内全域

年齢不問（外国につながる方やその支援者等を対象）

県内全域
年齢不問
電話・来所（要予約）・メール

月～金　９：３０～１９：００（面接相談は１８：３０まで）
土・日、祝・休日　９：３０～１６：３０（面接相談は１６：００まで）
※１２月２８日　９：３０～１６：３０（面接相談は１６：００まで）
　１月４日　９：３０～１９：００（面接相談は１８：３０まで）

年末年始及びかながわ県民センターの休館日

http://www.earthplaza.jp/ep/forum/foreign_education/index.html

年齢不問
電話相談・来所相談（要予約）
※来所相談については、まず電話で相談いただき、必要に応じて面接相談をご案内しています。
月～金　８：３０～１７：１５
土日、祝日、年末年始

県内全域

来所・電話・ＦＡＸ・電子メール

地球广场外国人教育咨询処（中国語）

※外国人の「教育」をテーマに、外国人学習者、保護者、学校、支援者の方を対象に、来所、電話、ＦＡＸ、
Ｅメールによる相談対応を行っています。日本の学校のしくみ、日本語や学習支援を行う教室情報、外国に
ルーツをもつ児童生徒の受入準備や指導のための教材、資料のことなど、お気軽にご相談ください。相談は
無料です。秘密は守ります。外国人相談者の言語圏にルーツをもつ相談サポーターと日本人の相談コーディ
ネーターが協力しながら、相談対応を行っています。

KONSULTASYON Ukol sa Edukasyon ng mga Dayuhan sa Earth Plaza（タガログ語）
CONSULTA Sobre educação para Estrangeiros em Earth Plaza（ポルトガル語）

※事故や病気などで脳に損傷を受け、生活に困っている方、ご家族、支援者・事業者等からのご相談を
お受けしています。

消費生活相談員
０４５－３１１－０９９９（相談専用）

CONSULTA sobre Educación para Extranjeros en Earth Plaza（スペイン語）

横浜市栄区小菅ヶ谷１－２－１　神奈川県立地球市民かながわプラザ　２階情報フォーラム

火～土　１０：００～１３：００、１４：００～１７：００（受付は１６：３０まで）
　毎週火曜日　タガログ語・やさしい日本語
　毎週水曜日　ポルトガル語・やさしい日本語
　毎週木・土曜日　中国語・やさしい日本語
　毎週金曜日　スペイン語・やさしい日本語

日・月・祝日及び年末年始
０４５－８９６－２９７０（日本語）
０４５－８９６－２９７２（タガログ語・ポルトガル語・中国語・スペイン語）
０４５－８９６－２８９４
soudan1@earthplaza.jp

25

https://www.chiiki-shien-hp.kanagawa-rehab.or.jp/

年齢不問
電話で事前予約を受け付け、県施設や学校等へ相談員を派遣
予約受付：平日　８：３０～１７：１５
相談時間：原則、平日　１０：００～１７：００のうちの４５分
土・日・祝日及び年末年始
臨床心理士など専門相談員（ＮＰＯ法人所属）
予約受付：０４５－２１０－３６３７（神奈川県福祉子どもみらい局人権男女共同参画課）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/cnt/f430243/documents/2.html
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29 かながわ子ども家庭１１０番相談ＬＩＮＥ 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

ＬＩＮＥ

ホームページ

30 かながわひとり親家庭相談ＬＩＮＥ 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

ＬＩＮＥ

ホームページ

31
若者の進路総合相談窓口

「かながわみらいデスク」
その他（進路全般）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
メール

ＬＩＮＥ
ホームページ

所在地

32
神奈川県社会福祉協議会

ほっとステーション
学校関係・仕事関係・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
メール

ホームページ

所在地

33
神奈川県社会福祉協議会

ほっとそうだんステーション
学校関係・仕事関係・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
メール

ホームページ

所在地

月～金　９：００～１７：００

１５歳からおおむね２０歳まで
電話・来所（要予約）
月～金　１０：００～１７：００
土・日・祝日・休日及び年末年始
常勤職員（子ども支援スタッフ）、非常勤職員（キャリアコンサルタント、臨床心理士等）

右記のコードを読み取り、友だち追加してください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s4t/mirai/top.html

年齢不問
電話相談の後、必要に応じて面談など

kon@knsyk.jp

月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
主任相談支援員、相談支援員、就労支援員

小田原市城山１－６－３２　Ｓビル２階（ＮＰＯ法人子どもと生活文化協会内）

kon@knsyk.jp
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/konkyu/tyouson.html

年齢不問

主任相談支援員、相談支援員、就労支援員
０４６５－３５－０８１０

０４５－３１１－８８７４

横浜市神奈川区沢渡４－２　神奈川県社会福祉会館内

葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、愛川町、清川村

県内全域

県内全域

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く県所管域

土・日・祝日及び年末年始

電話相談の後、必要に応じて面談など

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/line/kana_kodomo110.html

原則１８歳未満の子どもとその親
コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」

小田原市荻窪３０６
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/konkyu/tyouson.html

中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

原則１８歳未満の子どもに関する相談
コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」
月～土　９：００～２０：００
年末年始
相談員
右記のコードを読み取るか、ＬＩＮＥアプリのホーム画面の検索で、ＩＤ「@kana_kodomo110」で
検索して友だち追加してください。（※「友だち検索」機能ではありません。）

月～土　９：００～２０：００
年末年始
相談員
右記のコードを読み取るか、ＬＩＮＥアプリのホーム画面の検索で、ＩＤ「@kana_hitorioya」で
検索して友だち追加してください。（※「友だち検索」機能ではありません。）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s4t/hitorioyakatei/kanagawahitorioyakateisoudannline.html

０８０－７８８５－９４００
kanagawamiraidesk@gmail.com
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34 横浜市青少年相談センター
不登校・ひきこもり・非行・学校関係・
仕事関係・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

35 横浜市教育総合相談センター
不登校・いじめ・学校関係・
その他（医療、幼児相談等）

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

36 横浜市特別支援教育総合センター 障害等・学校関係　※

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間
休日

スタッフ
電話

ＦＡＸ

所在地

37 横浜市総合リハビリテーションセンター 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

横浜市の相談機関

常勤職員（ケースワーカー）

０４５－３３６－６０２０

０４５－３３３－１４５５

横浜市保土ケ谷区仏向町８４５－２

横浜市港北区鳥山町１７７０

横浜市中区真砂町２－１２

横浜市
おおむね１５歳から３９歳まで
電話・来所（要予約）
月～金　８：４５～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（社会福祉）、非常勤職員（医師、心理相談員）

電話・来所（要予約）
月～金　８：４５～１７：１５（来所は要予約）
土・日・祝日及び年末年始

横浜市
年長児から中学３年生
来所（要予約）
※就学相談は郵送、教育相談は学校経由で申し込んで下さい。
月～金　８：４５～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
教育相談員、心理判定員、理学療法士他

一般教育相談（電話相談）　０４５－６７１－３７２６～３７２８
専門相談　心理・医療相談（予約電話）　０４５－６６３－０１３７
　　　　　幼児相談（電話相談）　０４５－６７１－３７９６
　　　　　いじめ１１０番（電話相談）　０１２０－６７１－３８８
　　　　　学校生活あんしんダイヤル　０４５－６６３－１３７０

一般教育相談　月～金　９：００～１７：００
心理・医療相談　月～金　９：００～１７：００
幼児相談　月・火・水・金　９：００～１７：００
いじめ１１０番　３６５日２４時間
学校生活あんしんダイヤル　火～金　９：００～１２：００、１３：００～１６：００

土・日・祝日及び年末年始、相談員の研修日
常勤職員（臨床心理士）、非常勤職員（教職経験者、臨床心理士、社会福祉士等）他

代表・相談　０４５－２６０－６６１５
０４５－２６２－４１５６
横浜市南区浦舟町３－４４－２　４階

※特別支援教育を必要とする児童生徒の就学、教育相談

横浜市
発達障害に関する相談は１８歳まで。それ以外は年齢制限なし。

代表　０４５－４７３－０６６６（相談調整課）
０４５－４７３－０８０９

０４５－６７１－１２１５
ky-jinkenjidoseito@city.yokohama.jp

横浜市
おおむね６歳から１５歳（小・中学生）
電話（心理・医療相談は要予約）
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38 横浜市発達障害者支援センター 発達障害

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ

ホームページ

所在地

39 横浜市電話児童相談室
養育・非行・障害・

不登校・性格や行動の問題等

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

40 よこはま子ども虐待ホットライン 児童虐待の相談・通告の受付

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

41 横浜市中央児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

42 横浜市西部児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

相談専用　０１２０－８０５－２４０（フリーダイヤル）

横浜市鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区
１８歳未満

年中無休
子ども虐待ホットライン相談員

相談専用　０４５－２６０－４１５２

来所相談（事前に電話で予約が必要）
月～金　８：４５～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

０４５－３３３－６０８２

※相談内容については、主に養護、障害、非行、育成に関する相談
横浜市保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区
１８歳未満
来所相談（事前に電話で予約が必要）
月～金　８：４５～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

横浜市
０歳から１８歳未満
電話

横浜市
横浜市内に在住する原則１８歳以上の発達障害者やその家族、関係機関
来所（事前に電話で予約が必要）
月～金　９：００～１７：３０
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士

http://www.yamabikonosato.jp/SupportCenter.html
横浜市中区羽衣町２－４－４　エバーズ第８関内ビル５階

※相談内容については、主に養護、障害、非行、育成に関する相談

代表　０４５－３３１－５４７１

横浜市保土ケ谷区川辺町５－１０

代表　０４５－２６０－６５１０
０４５－２６２－４１５５
横浜市南区浦舟町３－４４－２

０４５－３３４－８６１１（予約専用。新規の場合は必要な情報を確認の上、面談予約）
０４５－３３４－８６１９

月～金　９：００～１７：３０
土　９：００～１６：３０
日・祝日及び年末年始
児童相談所電話相談員

電話

横浜市
１８歳未満

２４時間対応

相談員、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、看護師

相談員、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、看護師
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43 横浜市南部児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

44 横浜市北部児童相談所
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

45
横浜市こころの健康相談センター

「こころの電話相談」
ひきこもり・仕事関係・家庭問題・

障害等・その他

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

46 横浜市鶴見福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

47 横浜市鶴見福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

代表　０４５－８３１－４７３５
０４５－８３３－９８２８
横浜市磯子区洋光台３－１８－２９

※相談内容については、主に養護、障害、非行、育成に関する相談

横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１

横浜市鶴見区
０歳から１８歳未満
電話・来所（来所相談は原則予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

代表　０４５－９４８－２４４１
０４５－９４８－２４５２
横浜市都筑区茅ケ崎中央３２－１

横浜市港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区
１８歳未満
来所相談（事前に電話で予約が必要）
月～金　８：４５～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
相談調査員、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、看護師

※相談内容については、主に養護、障害、非行、育成に関する相談

横浜市鶴見区
年齢不問

横浜市港北区、緑区、青葉区、都筑区
１８歳未満
来所相談（事前に電話で予約が必要）
月～金　８：４５～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
相談員、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師

※いずれの相談内容も、主に精神障害を原因とするもの

相談専用　０４５－６６２－３５２２

横浜市
年齢不問
電話（相談時間はおよそ２０分です。原則、継続相談はお受けしておりません。
ご理解、ご協力をお願いします。）

月～金　１７：００～２１：３０
土・日・祝日　８：４５～２１：３０
休日なし
電話相談員

相談専用　０４５－５１０－１８４０

社会福祉職
相談専用　０４５－５１０－１８４７
０４５－５１０－１８９７
横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１
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48 横浜市神奈川福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

49 横浜市神奈川福祉保健センター　精神保健福祉相談 障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

50 横浜市西福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
不登校・ひきこもり・いじめ・学校関係・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

51 横浜市西福祉保健センター　精神保健福祉相談
障害等（精神障害）・

その他（こころの健康、精神疾患等）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

52 横浜市中福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

53 横浜市中福祉保健センター　精神保健福祉相談 障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

相談専用　０４５－４１１－７１７３

※いずれの相談内容も、主に精神障害を原因とするもの

電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００

横浜市神奈川区広台太田町３－８

横浜市神奈川区
０歳から１８歳未満
電話・来所（要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

０４５－４１１－７１１５
０４５－３２４－３７０２
横浜市神奈川区広台太田町３－８

横浜市神奈川区
年齢不問

横浜市西区
０歳から１８歳未満
電話・来所（要予約）

土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

０４５－３２０－８４５０
横浜市西区中央１－５－１０

横浜市西区
年齢不問
電話・来所等（要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職等

相談専用　０４５－３２０－８４７０
横浜市西区中央１－５－１０

相談専用（こども家庭支援相談専用）　０４５－２２４－８３４５
横浜市中区日本大通３５

横浜市中区
０歳から１８歳未満
電話・来所（教育相談員、学校カウンセラーの来所面接相談は電話予約が必要）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

横浜市中区
年齢不問
電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師
０４５－２２４－８１６６
０４５－２２４－８１５９
横浜市中区日本大通３５
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54 横浜市南福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
不登校・ひきこもり・いじめ・
学校関係・家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

55 横浜市南福祉保健センター　精神保健福祉相談 障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

56 横浜市港南福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

57 横浜市港南福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・仕事関係・家庭問題・障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

58 横浜市保土ケ谷福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

横浜市南区
年齢不問
電話・来所（要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

相談専用　０４５－３４１－１１５３
横浜市南区浦舟町２－３３

横浜市南区
０歳から１８歳未満
電話・来所（要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

０歳から１８歳未満
電話・来所（要予約）
月～金　８：４５～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

代表　０４５－８４７－８４８４
相談専用　０４５－８４７－８４４６

※主な相談は成人の精神疾患ですので、他をご案内することもあります

０４５－８４５－９８０９
横浜市港南区港南４－２－１０

横浜市港南区
年齢不問
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
医療ソーシャルワーカー（場合によって、嘱託精神科医師）

こども家庭支援課　０４５－３３４－６３９６

横浜市保土ケ谷区

横浜市港南区

原則として０歳から１８歳未満（ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談は１５歳から３９歳）
電話・来所（教育相談員・学校カウンセラー及び地域連携相談員の来所面談には、事前の電話予約が必要です。）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士、地域連携相談員

相談専用　０４５－８４７－８４３９
横浜市港南区港南４－２－１０

社会福祉職等
代表　０４５－３４１－１１３６
相談専用　０４５－３４１－１１４２
０４５－３４１－１１４４
横浜市南区浦舟町２－３３

横浜市保土ケ谷区川辺町２－９

※主な相談は成人の精神疾患ですので、他をご案内することもあります

22



59 横浜市保土ケ谷福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・障害等

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間
休日

スタッフ
電話

所在地

60 横浜市旭福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

61 横浜市旭福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

62 横浜市磯子福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

63 横浜市磯子福祉保健センター　精神保健福祉相談 障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

横浜市保土ケ谷区
年齢不問

高齢・障害支援課　０４５－３３４－６３４９
横浜市保土ケ谷区川辺町２－９

横浜市磯子区
０歳から１８歳未満（当事者及びその保護者等）
電話・来所（事前に予約をいただくとスムーズに応じることができます）

電話・来所（要予約）
※来所される場合は、必ず事前に予約をお願いします。
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

相談専用　０４５－９５４－６１６０
横浜市旭区鶴ケ峰１－４－１２

横浜市旭区
０歳から１８歳未満
電話・来所
月～金　８：４５～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

相談専用　０４５－９５４－６１４５
０４５－９５５－２６７５

月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

０４５－７５０－２５４０

横浜市旭区鶴ケ峰１－４－１２

横浜市旭区
１８歳以上
電話・来所（要予約）・訪問（要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

横浜市磯子区
年齢不問
電話・来所（事前に予約をいただくとスムーズに応じることができます）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等
相談専用　０４５－７５０－２４５５

相談専用　０４５－７５０－２５２５
横浜市磯子区磯子３－５－１

※心の病、精神科医療や福祉の相談など

横浜市磯子区磯子３－５－１
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64 横浜市金沢福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
育児・しつけ・不登校・いじめ・

乳幼児期から学童期、思春期までの子どもに関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

65 横浜市金沢福祉保健センター　精神保健福祉相談 障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

66 横浜市港北福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

67 横浜市港北福祉保健センター　精神保健福祉相談 障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

68 横浜市緑福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
不登校・ひきこもり・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

※心の病、悩み事、精神科医療や福祉の相談など

０４５－７８８－７７２８
横浜市金沢区泥亀２－９－１

横浜市金沢区
０歳から１８歳未満
電話・来所（相談は予約が優先です）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

横浜市港北区
０歳から１８歳未満
電話・来所（来所相談は原則予約が必要です）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

０４５－７８８－７８４８
横浜市金沢区泥亀２－９－１

横浜市金沢区
年齢不問
電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

高齢・障害支援課　０４５－５４０－２３７７
横浜市港北区大豆戸町２６－１

横浜市港北区
年齢不問
電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

相談専用　０４５－５４０－２３８８
横浜市港北区大豆戸町２６－１

※心の病に伴う生活上の不安、心配、問題についての相談

相談専用　０４５－９３０－２３５６
横浜市緑区寺山町１１８

横浜市緑区
０歳から１８歳未満
電話・来所（来所面談は予約をお勧めします）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士
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69 横浜市緑福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

70 横浜市青葉福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

71 横浜市青葉福祉保健センター　精神保健福祉相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ

所在地

72 横浜市都筑福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

73 横浜市都筑福祉保健センター　精神保健福祉相談
ひきこもり・仕事関係・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

横浜市緑区
年齢不問
電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

相談専用　０４５－９７８－２４６０
横浜市青葉区市ケ尾町３１－４

横浜市青葉区
０歳から１８歳未満
電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

児童の福祉保健に関する相談　０４５－９３０－２３６１
障害者の福祉保健に関する相談　０４５－９３０－２４３３
母子寡婦の福祉保健、保育所入所に関する相談　０４５－９３０－２４３２

横浜市緑区寺山町１１８

保育に関する相談　０４５－９７８－２４２８
こども家庭に関する相談　０４５－９７８－２４５７、０４５－９７８－２４５９
子育て支援に関する相談　０４５－９７８－２４５６、０４５－９７８－２４５８
高齢者に関する相談　０４５－９７８－２４５０
障害者に関する相談　０４５－９７８－２４５３

保育・こども家庭・子育て支援担当　０４５－９７８－２４２２
高齢者・障害者担当　０４５－９７８－２４２７

横浜市青葉区市ケ尾町３１－４

横浜市青葉区
年齢不問
電話・来所（要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

横浜市都筑区
おおむね１８歳以上
電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

相談専用　０４５－９４８－２３４９
横浜市都筑区茅ケ崎中央３２－１

横浜市都筑区
０歳から１８歳未満
電話・来所（原則要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

高齢者に関する相談　０４５－９４８－２３０６
障害に関する相談　０４５－９４８－２３１６
０４５－９４８－２４９０
横浜市都筑区茅ケ崎中央３２－１
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74 横浜市戸塚福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

75 横浜市戸塚福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

76 横浜市栄福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

77 横浜市栄福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

78 横浜市泉福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

相談専用　０４５－８６６－８４７２
横浜市戸塚区戸塚町１６－１７

横浜市戸塚区
０歳から１８歳未満
電話・来所（学校カウンセラーの来所相談は原則として電話予約が必要です。）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

代表　０４５－８６６－８４６５
０４５－８８１－１７５５
横浜市戸塚区戸塚町１６－１７

横浜市戸塚区
おおむね１８歳以上
電話・来所（原則要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

横浜市栄区
おおむね１８歳以上
電話・来所
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師等

相談専用　０４５－８９４－３７９０
横浜市栄区桂町３０３－１９

横浜市栄区
０歳から１８歳未満
電話・来所（原則要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

相談専用　０４５－８００－２４６５
横浜市泉区和泉中央北５－１－１

横浜市泉区
０歳から１８歳未満
電話・来所（カウンセラーとの面談は予約が必要です）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

相談専用　０４５－８９４－８４０５
横浜市栄区桂町３０３－１９
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79 横浜市泉福祉保健センター　精神保健福祉相談 ひきこもり・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

80 横浜市瀬谷福祉保健センター　子ども・家庭支援相談
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

81 横浜市瀬谷福祉保健センター　精神保健福祉相談 障害等・医療・仕事関係・ひきこもり・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

82 よこはま若者サポートステーション 仕事関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

83
よこはま若者サポートステーション・

新横浜サテライト
仕事関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

０４５－８００－２４４６
０４５－８００－２５１３
横浜市泉区和泉中央北５－１－１

横浜市泉区
年齢不問
電話・来所（事前に電話予約をした上で、ご来庁ください）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職等

月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職等

相談専用　０４５－３６７－５７４７
横浜市瀬谷区二ツ橋町１９０

横浜市瀬谷区
０歳から１８歳未満
電話・来所（面談は要予約）
月～金　８：４５～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、教育相談員、学校カウンセラー、保育士

横浜市港北区新横浜３－１８－６　新横浜ＴＳビル５階

特に設定していません
１５歳以上４９歳以下の方、及びその保護者
来所のみ（予約制）
火～金　１０：００～１８：００（相談受付は１７：００まで）
月・土・日・祝日及び年末年始
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士、公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士など
０４５－２９０－７２３４
０４５－２９０－７２３５

代表　０４５－２９０－７２３４
０４５－２９０－７２３５
横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル３階

特に設定していません
１５歳以上４９歳以下の方、及びその保護者
来所のみ（予約制）
月～土　１０：００～１８：００（相談受付は１７：００まで）
第３月曜（祝日の場合第２月曜）・日・祝日及び年末年始
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士、公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士など

相談専用　０４５－３６７－５７５５
０４５－３６４－２３４６
横浜市瀬谷区二ツ橋町１９０

横浜市瀬谷区
年齢不問（おおむね１８歳以上）
電話・来所（予約制）
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84 よこはま東部ユースプラザ
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

85 よこはま西部ユースプラザ
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

86 よこはま南部ユースプラザ
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

87 よこはま北部ユースプラザ
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

Twitter
所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央１１－３　ウェルネスセンタープラザ南ビル３階Ａ号室

@kita-pla

０４５－７４４－８３２２
お問い合わせ　you-pla.west@globe.ocn.ne.jp
http://reroad.jp/nishi-pla/

横浜市（主な対象エリア：保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区）
おおむね１５歳から４０歳未満
電話・来所（要予約）・訪問
月～土　１１：００～１９：００
第３月・日・祝日及び年末年始
常勤及び非常勤職員（相談員、心理担当相談員他）
０４５－７４４－８３４４

横浜市旭区二俣川１－２二宮ビル３階

横浜市磯子区磯子３－４－２３浜田ビル２階

代表　０４５－９４８－５５０５（お問い合わせ）
相談専用　０４５－９４８－５５０３
０４５－９４８－５５０５
お問い合わせ　mail@kitapla.jp
http://www.kitapla.jp/

横浜市（主な対象エリア：港北区、緑区、青葉区、都筑区）
おおむね１５歳から４０歳未満
電話・来所（要予約）・訪問
月～土　１１：００～１９：００
第３月・日・祝日及び年末年始　※第３月曜が祝日の場合、第２月曜が休館
常勤及び非常勤職員（福祉、心理、キャリアカウンセラー等相談員及び支援員）

代表　０４５－７６１－４３２３（お問い合わせ）
相談専用　０４５－７６１－４３１３
０４５－７６１－４０２３
お問い合わせ　soudan@nanpla.jp
https://nanpla.jp/

横浜市（主な対象エリア：港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区）
おおむね１５歳から４０歳未満
電話・来所（要予約）・訪問
月～土　１１：００～１９：００
第３月・日・祝日及び年末年始　※第３月曜が祝日の場合、第２月曜が休館
常勤及び非常勤職員（相談員、心理担当相談員他）

０４５－６４２－７００１
０４５－６４２－７００３
お問い合わせ　ypt@sodateage.net

横浜市鶴見区鶴見中央３－２３－８
http://www.sodateage.net/ypt/yokohama/

横浜市（主な対象エリア：鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区）
おおむね１５歳から４０歳未満
電話・来所（要予約）・訪問
月～土　１１：００～１９：００
第３月・日・祝日及び年末年始
常勤及び非常勤職員（相談員、心理担当相談員他）
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88
　川崎市教育委員会　教育相談室
　　　　　　　　 　 ダイヤルＳＯＳ
　　　　　　　　  　電話相談ホットライン

教育相談室　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
ダイヤルＳＯＳ　学校内外での人間関係などに不安
　　　　　　　　を感じたり悩んだりしている人
電話相談ホットライン　体罰や先生との関係の悩み

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

89 川崎市総合教育センター　塚越相談室
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間

休日

スタッフ

電話

所在地

90 川崎市総合教育センター　溝口相談室
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

91 川崎市発達相談支援センター 発達障害

所管区域

対象年齢

相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

川崎市の相談機関

教育相談室・ダイヤルＳＯＳ　０４４－２００－３２８８
電話相談ホットライン　０４４－２００－３２８９

川崎市川崎区宮本町６

川崎市
小中高校生
就学相談

川崎市
年齢不問（ただし、ダイヤルＳＯＳは小中高校生）
電話・来所
月～金　９：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
非常勤職員（相談員）

土・日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員（教育相談員、心理臨床相談員、家庭訪問相談員）
代表・電話相談・来所相談・不登校家庭訪問相談　０４４－８４４－３７００
子ども専用電話相談　０４４－８４４－６７００

川崎市高津区溝口６－９－３

川崎市
小中高校生
就学相談
電話・来所（予約必要）、訪問（予約必要）
電話相談　平日　９：００～１６：３０
来所相談　平日　９：００～１７：００（申込受付時間も同じ）

電話・来所（予約必要）
電話相談　毎日　９：００～１８：００
来所相談　平日　９：００～１７：００（申込受付時間も同じ）
２４時間子供ＳＯＳ電話相談　毎日２４時間

電話相談　年末年始
来所相談　土・日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員（教育相談員、心理臨床相談員）
代表・相談　０４４－５４１－３６３３
２４時間子供ＳＯＳ電話相談　０４４－５２２－３２９３

川崎市幸区塚越１－６０

初回相談専用　０４４－２４６－０９３９
０４４－２００－０２０６
kawasaki-hssc@aoitori-net.com
川崎市川崎区砂子１－７－５　タカシゲビル３階

川崎市内

学齢以降

来所（要予約）
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
ソーシャルワーカー６名、臨床心理士３名、嘱託医
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92
川崎市こども家庭センター
（川崎市中央児童相談所）

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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

93 川崎市中部児童相談所
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

94 川崎市北部児童相談所
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

95
川崎市精神保健福祉センター

ひきこもり・思春期相談
ひきこもり

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
メール

ホームページ

所在地

96
川崎市川崎区地域みまもり支援センター

地域支援課
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

代表　０４４－５４２－１２３４
川崎市児童虐待防止センター　０１２０－８７４－１２４（児童虐待に関する２４時間電話相談）又は「１８９」番
児童・青少年電話相談　０４４－５４２－１５６７（月～金　９：００～２０：００）

０４４－５４２－１５０５
川崎市幸区鹿島田１－２１－９

川崎市高津区、宮前区

川崎市川崎区、中原区、幸区
１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
児童心理司、児童福祉司、保健師

０４４－８７７－８７３３
川崎市高津区末長１－３－９

川崎市多摩区、麻生区
１８歳未満

１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
児童心理司、児童福祉司、保健師
代表　０４４－８７７－８１１１
川崎市児童虐待防止センター　０１２０－８７４－１２４（児童虐待に関する２４時間電話相談）又は「１８９」番

川崎市多摩区生田７－１６－２

川崎市
１８歳以上の明らかな精神障害のないひきこもり状態の方
電話・面接（面接については予約制）

電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
児童心理司、児童福祉司、保健師
代表　０４４－９３１－４３００
川崎市児童虐待防止センター　０１２０－８７４－１２４（児童虐待に関する２４時間電話相談）又は「１８９」番
０４４－９３１－４５０５

http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000060316.html

川崎市川崎区（大師地区・田島地区を除く）
１８歳未満
電話・来所・訪問

月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、心理職等
０４４－２００－３２４６
ホームページアドレス（下記参照）から専用フォームでアクセス

川崎市川崎区東田町８　パレールビル１２階

月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、心理職、助産師、栄養士、歯科衛生士、
非常勤嘱託員（こども教育相談員）
０４４－２０１－３２０６
０４４－２０１－３２９３
川崎市川崎区東田町８
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97
川崎市川崎区役所大師地区

健康福祉ステーション
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

98
川崎市川崎区役所田島地区

健康福祉ステーション
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

99
川崎市幸区地域みまもり支援センター

地域支援課
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

100
川崎市中原区地域みまもり支援センター

地域支援課
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

101
川崎市高津区地域みまもり支援センター

地域支援課
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

川崎市川崎区大師地区
１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００

川崎市川崎区田島地区
１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、非常勤嘱託員（こども教育相談員）

土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、非常勤嘱託員（こども教育相談員）
地区支援担当　０４４－２７１－０１４５
地区支援担当　０４４－２７１－０１２８
川崎市川崎区東門前２－１－１

１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、心理職、助産師、栄養士、歯科衛生士、非常勤嘱託員（こども教育相談員）
０４４－５５６－６６９３

地区支援担当　０４４－３２２－１９７８
地区支援担当　０４４－３２２－１９９４
川崎市川崎区鋼管通２－３－７

川崎市幸区

電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、心理職、助産師、栄養士、歯科衛生士、非常勤嘱託員（こども教育相談員）
０４４－７４４－３２６７
０４４－７４４－３１９６

０４４－５５５－１３３６
川崎市幸区戸手本町１－１１－１

川崎市中原区
１８歳未満

月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、心理職、助産師、栄養士、歯科衛生士、非常勤嘱託員（こども教育相談員）
０４４－８６１－３２５９
０４４－８６１－３３０７
川崎市高津区下作延２－８－１

川崎市中原区小杉町３－２４５

川崎市高津区
１８歳未満
電話・来所・訪問
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102
川崎市宮前区地域みまもり支援センター

地域支援課
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

103
川崎市多摩区地域みまもり支援センター

地域支援課
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

104
川崎市麻生区地域みまもり支援センター

地域支援課
子どもの養育・成長発達・障害・
不登校・学校関係に関する相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

105 しゃんぐりらこども家庭支援センター 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

106 かわさきさくら児童家庭支援センター 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、心理職、助産師、栄養士、歯科衛生士、非常勤嘱託員（こども教育相談員）
０４４－８５６－３３０８
０４４－８５６－３２３７
川崎市宮前区宮前平２－２０－５

川崎市宮前区
１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００

０４４－９３５－３１０１
０４４－９３５－３２７６
川崎市多摩区登戸１７７５－１

川崎市麻生区

川崎市多摩区
１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、心理職、助産師、栄養士、歯科衛生士、非常勤嘱託員（こども教育相談員）

０４４－９６５－５１６９
川崎市麻生区万福寺１－５－１

１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、社会福祉職、心理職、助産師、栄養士、歯科衛生士、非常勤嘱託員（こども教育相談員）
０４４－９６５－５１６０

川崎区、幸区、中原区
１８歳未満
電話・来所
月～金　９：００～１８：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、臨床心理士等
０４４－５２０－３６０８
０４４－５２０－３６０７
川崎市幸区東小倉６－１

高津区、宮前区、多摩区、麻生区
１８歳未満
電話・来所
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、臨床心理士等
０４４－９４４－３９８１
０４４－９４４－３９８２
川崎市多摩区稲田堤１－１０－５
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107 あいせん児童家庭支援センター 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

108 はくさん児童家庭支援センター 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

109 まぎぬ児童家庭支援センター 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

110 ＳＮＧ児童家庭支援センター 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

川崎区
１８歳未満
電話・来所
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、臨床心理士等
０４４－２０１－４７７２
０４４－２０１－４７７３
川崎市浜町２－２２－１６

多摩区、麻生区
１８歳未満
電話・来所
月～金　９：００～１８：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、臨床心理士等
０４４－７１２－４０７３
０４４－７１２－４０７４
川崎市麻生区白山１－１－５

高津区、宮前区
１８歳未満
電話・来所
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、臨床心理士等
０４４－８６３－７８５５
０４４－８６５－４４４５
川崎市宮前区馬絹１－２４－５

幸区、中原区
１８歳未満
電話・来所
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、臨床心理士等
０４４－７１１－８４８４
０４４－７２２－３４６９
川崎市中原区木月伊勢町３－３
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111 南部地域療育センター 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

112 中央療育センター 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ

ホームページ

所在地

113 川崎西部地域療育センター 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

114 北部地域療育センター 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

ソーシャルワーカー、医師、看護師、心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員、
看護師、管理栄養士
０４４－９８８－３１４４
０４４－９８６－２０８２
kawasaki-hokubu@douaikai.com

川崎市麻生区片平５－２６－１
https://www.douaikai.com/kawasaki/hokubu/

https://www.douaikai.com/ccrc/

宮前区、多摩区の一部
１８歳まで
電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
医師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、保育士、児童指導員、
看護師、管理栄養士
０４４－８６５－２９３９

土日（第１・第３土を除く）・祝日及び年末年始

０４４－８６５－２９５５
west.c.kawasaki@aoitori-net.com

川崎市宮前区平２－６－１
http://www.aoitori-y.jp/kawasaki-west-ryoiku/

麻生区、多摩区の一部
１８歳まで
電話・来所
月～金、第１・第３土　８：３０～１７：００

川崎市中原区井田３－１６－１

川崎区、幸区
１８歳まで
電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

ソーシャルワーカー、医師、看護師、心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員
０４４－７５４－４５５９
０４４－７８８－９２６３

医師（小児科、小児神経科、児童精神科、リハビリテーション科）、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、心理士、社会福祉士、介護福祉士、相談支援専門員、保育士、管理栄養士
０４４－２１１－３１８１

川崎市川崎区中島３－３－１
http://www.kfj.or.jp/

中原区、高津区
１８歳まで
電話・来所
月～金、第２・第４土　８：３０～１７：００
土日（第２・第４土を除く）・祝日及び年末年始

０４４－２３０－１９４５
nanburyouiku@kfj.or.jp
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115 川崎市人権オンブズパーソン
いじめ・学校関係・家庭問題・

その他（子どもの権利に関わる相談）

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
ホームページ

所在地

116
川崎市就業支援室

「キャリアサポートかわさき」
仕事関係　※

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
ホームページ

所在地

117
コネクションズかわさき

（かわさき若者サポートステーション）
仕事関係・学校関係（中退者支援）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
メール

ホームページ

所在地

118
生活自立・仕事相談センター

（だいＪＯＢセンター）
ひきこもり・仕事関係・家庭問題・

障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

来所（原則として予約が必要）
月～金　１０：００～１８：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員：就労支援員、精神保健支援員、家計改善支援員、居住支援員、面接相談員
非常勤職員：弁護士、司法書士、税理士
０４４－２４５－５１２０

info@daijobkawasaki.jp

川崎市川崎区駅前本町１１－２　川崎フロンティアビル５階
https://www.daijobkawasaki.jp/

０４４－２４５－０７１０

川崎市全域
年齢不問

川崎市高津区溝口２－２０－１　川崎市男女共同参画センター内
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/59-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

※求職者の特性に合わせた個別カウンセリングを行いながら就職相談や職業紹介を行う。
応募書類や面接の指導、就職活動に必要な知識を学ぶセミナー、就職に関する悩みや不安に
応じる心理カウンセリングなど、各種サービスがすべて無料で利用可能。

川崎市及びその近隣

電話（相談の予約はホームページのフォームメールでも可）
月・水・金　１３：００～１９：００
土　９：００～１５：００
火・木・日・祝日及び年末年始
人権オンブズパーソン、専門調査員
代表　０４４－８１３－３１１２
相談専用　０１２０－８１３－８８７（子ども専用・フリーダイヤル）
　　　　　０４４－８１３－３１１０（大人の方用）

０４４－８１３－３１０１

川崎市高津区溝口１－６－１０　てくのかわさき５階
http://cs-kawasaki.com/

特に設定していません
１５歳から４９歳までの方とそのご家族

年齢不問
来所（要予約）

川崎市
１８歳未満

個別相談　月～土　１０：００～１２：００、１３：００～１７：００（事前予約制　火は２０：００まで）
臨床心理士　土　１０：００～１２：００（事前予約制）
日・祝日及び年末年始等
キャリアカウンセラー、求人開拓員、臨床心理士
問合せ　０４４－８１１－６０８８
予約申込　０１２０－９５－３０８７
０４４－８１２－１１４８

info.kawasaki@sodateage.net

川崎市高津区溝口１－６－１０　てくのかわさき３階
http://www.sodateage.net/yss/kawasaki/

来所（要予約）
月・火・木・金・土　１０：００～１８：００
水・日・祝日及び年末年始
キャリアカウンセラー、臨床心理士
０４４－８５０－２５１７
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119 相模原市立青少年相談センター
不登校・登校しぶり・いじめ・

友人関係・学校関係・養育不安等

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日

スタッフ

電話

メール
ホームページ

所在地

120 相模原市発達障害支援センター 発達障害

所管区域

対象年齢

相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

121 相模原市児童相談所 不登校・非行・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

(令和２年６月改訂)

122 相模原市精神保健福祉センター ひきこもり・障害等・その他

所管区域

対象年齢

相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

相模原市の相談機関

事務　０４２－７６９－８２８５
センター　０４２－７５２－１６５８
南相談室　０４２－７４９－２１７７
城山相談室　０４２－７８３－６１８８
相模湖相談室　０４２－６８２－７０２０
ヤングテレホン相談　０４２－７５５－２５５２

Ｅメール相談専用　yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp

青少年相談センター　相模原市中央区中央３－１３－１３
南相談室　相模原市南区相模大野５－３１－１
城山相談室　相模原市緑区久保沢１－３－１　城山総合事務所第２別館２階
相模湖相談室　相模原市緑区与瀬８９６　相模湖総合事務所３階

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/soudan/

相模原市
１９歳以下の青少年や保護者
電話・来所（要予約）・メール

電話相談　月～金　９：００～１７：００
来所相談　月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
ヤングテレホン相談　月～金　１５：３０～２１：００、土　１３：００～１７：００
Ｅメール相談　２４時間受付（返信には数日を要します）

電話・来所相談　土・日・祝日及び年末年始
ヤングテレホン相談　日・祝日及び年末年始

常勤職員（指導主事、社会福祉主事）
非常勤職員（青少年教育カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ヤングテレホン相談員等）

高校生年齢～成人の相談　０４２－７５６－８４１１
乳幼児～中学生の相談　各区の子育て支援センター療育相談班

１８歳未満
電話・来所（要予約）
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
児童福祉司、児童相談員、児童心理司、保健師、医師
代表　０４２－７３０－３５００

相模原市中央区陽光台３－１９－２

相模原市

相模原市
高校生年齢～成人
※市内在住の発達障害のある方又はその心配がある方、その家族
電話・来所（予約制）
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職（ケースワーカー、心理担当）

電話・来所（要予約）
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉職、保健師、医師
代表　０４２－７６９－９８１８
０４２－７６８－０２６０

０４２－７３０－３９００
相模原市中央区淵野辺２－７－２

相模原市
思春期相談　１３歳から１７歳
ひきこもり相談　１８歳からおおむね６４歳くらいまで

相模原市中央区富士見６－１－１　ウェルネスさがみはら７階
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123 相模原市保健所　疾病対策課 その他（エイズ、性感染症等に関する相談）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

124 相模原市緑子育て支援センター 家庭問題・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

125 相模原市緑障害福祉相談課 障害等・その他

所管区域

対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

126 相模原市中央子育て支援センター 家庭問題・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ

メール

所在地

月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
医師、保健師
疾病対策課　感染症対策班　０４２－７６９－８２６０（直通）
０４２－７５０－３０６６
sippei@city.sagamihara.kanagawa.jp

相模原市（匿名相談）
年齢不問
電話・来所・メール

妊産婦及び１８歳未満の子どもとその保護者
電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
こども家庭相談員、心理相談員、保健師、保育士、社会福祉職、指導主事、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
子どもとその家庭の総合相談　０４２－７７５－８８１５
療育相談　０４２－７７５－１７６０
妊娠・出産・健康についての相談　０４２－７７５－８８２９

相模原市中央区富士見６－１－１　ウェルネスさがみはらＢ館４階
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/kenko_shinsa/1007233.html

※子どもとその家庭についての総合相談、療育相談、妊娠・出産・健康に関する相談
相模原市緑区

０４２－７７５－１７５０
相模原市緑区西橋本５－３－２１　緑区合同庁舎３階

年齢不問
電話・来所
身体・知的　月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
精神保健　月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
福祉職、保健師等
身体・知的福祉担当　０４２－７７５－８８１０
精神保健福祉担当　０４２－７７５－８８１１

０４２－７７５－１７５０
g-kosodateshien@city.sagamihara.kanagawa.jp
相模原市緑区西橋本５－３－２１　緑区合同庁舎３階・４階

身体・知的福祉担当　相模原市緑区相原・大島・大山町・上九沢・下九沢・田名・西橋本・二本松・橋本・橋本台・
　　　　　　　　　　東橋本・元橋本町
精神保健福祉担当　相模原市緑区相原・大島・大山町・上九沢・下九沢・田名・西橋本・二本松・橋本・橋本台・
　　　　　　　　　東橋本・元橋本町・小倉・川尻・久保沢・城山・谷ヶ原・中沢・葉山島・原宿・原宿南・広田・
　　　　　　　　　町屋・向原・若葉台

※子どもとその家庭についての総合相談、療育相談、妊娠・出産や育児に関する相談

妊産婦及び１８歳未満の子どもとその保護者

子どもとその家庭の総合相談　０４２－７６９－９２２１
療育相談　０４２－７５６－８４２４
妊娠、出産や育児に関する相談　０４２－７６９－８２２２

０４２－７５５－４８８８
０４２－７５６－３３６０（療育相談のみ）
c-kosodateshien@city.sagamihara.kanagawa.jp
相模原市中央区富士見６－１－１　ウェルネスさがみはらＡ館１階
相模原市中央区陽光台３－１９－２　陽光園内（療育相談のみ）

相模原市中央区

電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
こども家庭相談員、心理相談員、保健師、保育士、社会福祉職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
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127 相模原市中央障害福祉相談課 障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

128 相模原市南子育て支援センター その他（育児、妊婦・出産に関する相談）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

129 相模原市南障害福祉相談課 障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

130 さがみはら若者サポートステーション 仕事関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

131 さがみはら子どもの権利相談室（さがみみ） 不登校・いじめ・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

電話・来所
月～金　１３：００～２０：００
土　１０：００～１７：００
祝日と年末年始、青少年学習センターの休所日
子どもの権利救済委員、子どもの権利相談員
０１２０－７８６－１０８（子ども専用電話）
０４２－７８６－１８９４

相模原市中央区矢部新町３－１５　青少年学習センター内

身体・知的福祉班　０４２－７６９－９２６６
精神保健福祉班　０４２－７６９－９８０６

相模原市中央区富士見６－１－１　ウェルネスさがみはらＡ館１階

相模原市中央区
年齢不問
電話・来所
身体・知的　月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
精神保健　月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
福祉職、保健師等

妊産婦及び１８歳未満の子どもとその保護者

子どもとその家庭の総合相談　０４２－７０１－７７００
療育相談　０４２－７０１－７７２７
妊娠・出産や育児に関する相談　０４２－７０１－７７１０

０４２－７０１－７７１６
m-kosodateshien@city.sagamihara.kanagawa.jp
相模原市南区相模大野６－２２－１　南保健福祉センター２・３階

相模原市南区

電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
こども家庭相談員、心理相談員、保健師、保育士、社会福祉職、指導主事、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
管理栄養士

身体・知的福祉班　０４２－７０１－７７２２
精神保健福祉班　０４２－７０１－７７１５

相模原市南区相模大野６－２２－１　南保健福祉センター３階

相模原市南区
年齢不問
電話・来所
身体・知的　月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
精神保健　月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
福祉職、保健師等

相模原市緑区橋本６－２－１　シティプラザはしもと６階　相模原市総合就職支援センター内

全国通える範囲で。

相模原市
１８歳未満

０４２－７０３－３８６２
info@parasute.jp
http://parasute.jp/

１５歳から４９歳
来所（事前予約制）
月～金、第２・４土　８：３０～１７：００
第１・３・５土、日、祝日及び年末年始
キャリアコンサルタント、社会福祉士、精神保健福祉士
代表　０４２－７０３－３８６１
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132 横須賀市こども家庭支援センターこども家庭支援課
ひきこもり・非行・学校関係・仕事関係・

家庭問題・障害等・その他　※

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

133 横須賀市療育相談センター 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

134 横須賀市児童相談所 家庭問題・非行・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ

所在地

135 横須賀市保健所　精神保健福祉相談
ひきこもり・障害等（精神障害）・

その他（性に違和感を感じている人）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

横浜市・川崎市・相模原市以外の市の相談機関

０４６－８２２－４３７５
seishin-hchp@city.yokosuka.kanagawa.jp
横須賀市西逸見町１－３８－１１　ウェルシティ市民プラザ３階

電話・来所（要予約）・訪問（要予約）・メール

※小中学生の不登校・いじめ相談は、教育委員会（教育相談）が主たる相談機関です。

児童福祉司、児童相談員、児童心理司

電話・来所（要予約）
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（医師、心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、ソーシャルワーカー、保育士、
児童指導員、事務等）、非常勤職員（医師、看護師、臨床検査技師、保育士、事務等）
代表　０４６－８２２－６７４１

横須賀市
０歳から１８歳未満

常勤職員（保健師、臨床心理士など）、非常勤職員（社会福祉士、臨床心理士など）

こども青少年相談　０４６－８２３－３１５２
子育て支援　０４６－８２２－８９３３
子育てホットライン　０４６－８２２－８５１１
障害児支援　０４６－８２２－８９３７
ＤＶ相談　０４６－８２２－８３０７

０４６－８２８－４５５６
メール相談はこども青少年相談のみ　seisyounen-center@city.yokosuka.kanagawa.jp
横須賀市小川町１６　はぐくみかん５階

横須賀市
１８歳未満

横須賀市
こども青少年相談　４歳から２０歳
子育て支援・障害児支援　０歳から１８歳
ＤＶ相談　年齢不問

こども青少年相談　電話・来所（要予約）・メール
子育て支援・障害児支援　電話・来所
ＤＶ相談　電話・来所（要予約）

月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
　　　　（こども青少年相談の来所相談は１０：００から、ＤＶ相談は１０：００～１６：００）
子育てホットラインは２４時間３６５日対応

土・日・祝日及び年末年始

代表　０４６－８２０－２３２３

０４６－８２６－４３０１

横須賀市小川町１６　はぐくみかん３階

電話・来所（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

０４６－８２３－１７９８
横須賀市小川町１６　はぐくみかん

月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、精神保健福祉士、精神保健福祉相談員
０４６－８２２－４３３６

横須賀市
年齢不問（ただし、ひきこもり相談は２１歳以上）
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136 横須賀市中央健康福祉センター 家庭問題（育児相談が主）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

137 横須賀市北健康福祉センター 家庭問題（育児相談が主）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

138 横須賀市南健康福祉センター 家庭問題（育児相談が主）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

139 横須賀市西健康福祉センター 家庭問題（育児相談が主）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

０４６－８５７－７４６２
nw-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp
横須賀市長坂１－２－２

電話・来所・訪問・ＦＡＸ・メール
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

保健師、助産師、管理栄養士
代表　０４６－８２４－７６３２
０４６－８２２－４８２７
chw-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp
横須賀市西逸見町１－３８－１１

常勤職員（保健師等）
代表　０４６－８５６－０７１９

横須賀市役所西行政センター地区
原則小学校入学前

常勤職員（保健師等）
代表　０４６－８３６－１５１１
０４６－８３６－１０５５
mhw-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp
横須賀市久里浜６－１４－２

横須賀市役所久里浜行政センター地区、浦賀行政センター地区、北下浦行政センター地区
原則小学校入学前
電話・来所・訪問・ＦＡＸ・メール
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

横須賀市役所追浜行政センター地区、田浦行政センター地区
原則小学校入学前

０４６－８６１－０８０８
khw-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp
横須賀市船越町６－７７

電話・来所・訪問・ＦＡＸ・メール
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（保健師等）
代表　０４６－８６１－４１１８

原則小学校入学前
電話・来所・訪問・ＦＡＸ・メール
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

横須賀市役所本庁地区、逸見行政センター・衣笠行政センター・大津行政センター管内
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140 鎌倉市教育センター相談室
不登校・いじめ・学校関係・
家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

141 鎌倉市役所　こどもと家庭の相談室
不登校・非行・いじめ・学校関係・

家庭問題・障害等・児童虐待・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

142 鎌倉市役所　発達支援室 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

143 湘南・横浜若者サポートステーション
不登校・ひきこもり・学校関係・
仕事関係・障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

１５歳から４９歳

常勤職員（児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士）、
非常勤職員（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育士、整形外科医師、リハビリテーション医師、
　　　　　　小児神経科医師）

土・日・祝祭日、年末年始
相談員、専門スタッフ（キャリアカウンセラー、産業カウンセラー、ファイナンシャルプランナー）
０４６７－４２－０２０３
０４６７－４２－０２０４
shonan@k2-inter.com

鎌倉市小袋谷１－６－１　２階
http://www.k2-inter.com/shonan/

月～金　９：００～１７：００
いじめ相談ダイヤルのみ　第２・４火は　９：００～１８：００
土・日・祝日及び年末年始

代表　０４６７－２３－５１３０
０４６７－２３－５１３０
h-shien@city.kamakura.kanagawa.jp
鎌倉市御成町２０－２１　福祉センター内

※働くことや自立に不安を抱えていたり、悩みを持ったりしている方々のための相談です。（就労・自立）
　保護者の方の相談も受け付けています。

鎌倉市
おおむね１８歳未満の児童に関する相談（相談者は年齢不問）

月～金　８：３０～１７：１５
土（月１回）　８：３０～１７：００
土（月１回を除く）・日・祝日及び年末年始
社会福祉主事、専任相談員
０４６７－２３－０６３０

特に制限はありませんが、主に横浜南西部地域、湘南地域

鎌倉市

電話・来所・訪問
幼児から青少年まで（主に学齢期）

心理士、社会福祉士等
０４６７－２４－３３８６
０４６７－２４－３４９５
鎌倉市いじめ相談ダイヤル　０４６７－２４－５２３５

鎌倉市御成町１２－１８

予約制（面談は電話でご予約ください）
月～金　１０：００～１８：００

鎌倉市
おおむね１８歳まで
電話・来所（来所相談は要予約）
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

０４６７－２３－０６３０
kokasou@city.kamakura.kanagawa.jp
鎌倉市御成町１８－１０

電話・来所
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144 逗子市教育研究相談センター 不登校・いじめ・学校関係・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

145 逗子市こども発達支援センター 家庭問題・障がい等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

146 逗子市子ども相談室（家庭児童相談室） 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

hinata@city.zushi.lg.jp

逗子市桜山５－２０－２９
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hinata/

逗子市
０歳から１８歳
電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
任期付職員（相談員）
相談電話　０４６－８７１－８８０１
０４６－８７１－８８０１
逗子市逗子５－２－１６　逗子市役所子育て支援課内

電話・来所
月～金　９：００～１６：００
土・日・祝日及び年末年始
教育相談員（心理専門職）
代表　０４６－８７３－１１１１（内線５６７）
相談専用　０４６－８７２－２８９８、０４６－８７２－９４９８

療育相談員（社会福祉士等）、療育専門員（心理士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士）など
０４６－８７２－２５２３
０４６－８７２－６０５２

逗子市
市内在住の１８歳までの障がいのある子どもや発達に心配があり、支援を必要としている子ども及びその家族
電話・来所（初回は電話にて面談日時の予約をお願いします。）
月～金　９：３０～１６：３０（来館予約は１７：００まで受付）
土・日・祝日及び年末年始

逗子市桜山５－２０－２９

０４６－８７２－３１１６
kenkyu@city.zushi.lg.jp
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkyu/

逗子市
主として市内在住の小・中学生、保護者

42

mailto:hinata@city.zushi.lg.jp
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hinata/
mailto:kenkyu@city.zushi.lg.jp
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkyu/


147 三浦市教育相談室・相談指導教室
不登校・ひきこもり・学校関係・

家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

148 三浦市子ども課 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

149 三浦市福祉課 家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

主として市内在住の小・中学生、保護者

１８歳以下
電話・来所・訪問

常勤職員（専任教諭）、非常勤職員
相談専用　０４６－８８１－３３８０

電話・来所（要予約）
月～金　９：００～１６：００

三浦市

土・日・祝日及び年末年始

三浦市原町１５－２９

月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

０４６－８８１－０１４８

電話・来所・訪問

常勤職員（社会福祉主事等）
代表　０４６－８８２－１１１１

hoken0101@city.miura.kanagawa.jp
三浦市城山町１－１

常勤職員（社会福祉主事、保健師等）、非常勤職員（母子・父子自立支援員）
代表　０４６－８８２－１１１１
０４６－８８１－０１４８
hoken0701@city.miura.kanagawa.jp
三浦市城山町１－１

三浦市
年齢不問

三浦市
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150 平塚市青少年相談室
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

151 平塚市子ども教育相談センター
不登校・いじめ・学校関係・

障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

152 平塚市こども家庭課こども総合相談担当 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

153 平塚市こども発達支援室　くれよん 障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

来所（要予約）

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_03183.html

月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
保健師、保育士、臨床心理士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ことばの指導員

平塚市
１８歳未満（高校３年生まで）

※未就学の子どもの発達相談、１８歳未満の子どもの福祉サービスに関する相談

直通　０４６３－２１－９７３８
hattatsu@city.hiratsuka.kanagawa.jp

平塚市追分１－４３

土・日・祝日及び年末年始

平塚市浅間町９－１

代表　０４６３－２３－１１１１（内線２７２３、２７４３～２７４５）
直通　０４６３－２１－９８４３
０４６３－２１－９７３８

原則として６歳から２０歳未満

直通　０４６３－３２－２７３８

平塚市

電話・来所・メール・手紙

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_03170.html
kodomokatei@city.hiratsuka.kanagawa.jp

平塚市
１８歳未満の子どものいる家庭
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：００

家庭児童相談員、社会福祉士、保育士

平塚市浅間町４－３９

電話・来所（要予約）
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
臨床心理士、教育相談員
相談専用電話　０４６３－３６－６０１３

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/youth/soudan.htm

平塚市
小・中学生

非常勤職員（相談員）
青少年相談　０４６３－３４－７３１１
ヤングテレホン相談　０４６３－３３－７８３０
０４６３－３１－１４４１
y-soudan@city.hiratsuka.kanagawa.jp

平塚市浅間町１２－４１　青少年会館内

火～土　１０：００～１８：３０
月・日・祝日・年末年始
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154 茅ヶ崎市保健所保健予防課 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ

ホームページ

所在地

155 茅ヶ崎市青少年教育相談室 不登校・非行・いじめ・学校関係・家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

156 茅ヶ崎市家庭児童相談室 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

157 茅ヶ崎市福祉相談室
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　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ホームページ

所在地

茅ヶ崎市十間坂３－５－３７　茅ヶ崎市青少年会館２階

医師・保健師・精神保健福祉士
保健予防課直通　０４６７－３８－３３１５
０４６７－８２－０５０１
ＰＣ用　http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
携帯用　http://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/

茅ヶ崎市、寒川町

電話・来所（要予約）・訪問

年齢不問
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

※総合相談窓口として、地域住民からの保健・医療・福祉に関するご相談に応じます。

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－８－７

月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

土・日・祝日及び年末年始
青少年教育相談員
代表　０４６７－８６－９９６３～９９６４　　　青少年相談・一般教育相談　０４６７－８６－９９６３～９９６４
いじめ電話相談　０４６７－８２－７８６８　　　こころの電話相談　０４６７－５７－１２３０
特別支援電話相談　０４６７－８６－１０６２

電話・来所（要予約）・訪問（要面談）
電話相談　月～金　９：００～１８：００（１７：００以降は０４６７－８６－９９６３）
来所相談　月～金　１０：００～１６：２０

茅ヶ崎市

非常勤職員（家庭児童相談員）
代表　０４６７－８２－１１１１
相談専用　０４６７－８２－１１５１
０４６７－８２－１４３５

茅ヶ崎市内１３ヶ所（お住まいの地区により担当が異なります。）
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fukushi_chiiki/1004434/index.html

主として市内の小・中学生とその保護者

kodomo@city.chigasaki.kanagawa.jp

年齢不問

相談員（各所１名）

茅ヶ崎市
１８歳未満
電話・来所（来所の場合はできるだけ事前に連絡をお願いします）
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１

茅ヶ崎市

問合わせ　０４６７－８２－１１１１（内線３２２１、３２２２）
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158 伊勢原市青少年相談室
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・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ

メール

ホームページ

所在地

159 伊勢原市教育センター 不登校・いじめ・家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

160 伊勢原市教育委員会 非行・いじめ・学校関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

161 伊勢原市子ども家庭相談課　子ども相談係 その他（児童虐待通告・相談）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

伊勢原市
原則小・中学生とその保護者
電話・来所・訪問
月～金　９：００～１７：００

伊勢原市
１８歳未満の児童について（相談者は年齢不問）
電話・来所・家庭訪問

土・日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員（児童養護相談員）
直通　０４６３－９４－４６４２
代表　０４６３－９４－４７１１　（内線５５２２、５５２３）

電話・来所
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
指導主事
代表　０４６３－７４－５２４７（教育委員会・教育指導課）

伊勢原市

０４６３－９５－７６１５
事務用　seisyounen@isehara-city.jp
相談用　young-soudan@isehara-city.jp
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014081500043/

児童、生徒及び保護者

常勤職員（公認心理師、臨床心理士）、非常勤職員（公認心理師、臨床心理士、教職経験者）
代表　０４６３－７４－５２５３
相談専用　０４６３－９４－８９００

伊勢原市田中３４８　伊勢原市役所５階

伊勢原市
３０歳未満

伊勢原市田中３４８

土・日・祝日及び年末年始

電話・来所・電子メール
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

０４６３－９５－７６１５
伊勢原市田中３４８　伊勢原市役所５階

教員ＯＧ、警察ＯＢ
代表　０４６３－９４－４６４７
青少年相談　０４６３－９４－１０３０
ヤングテレホン　０４６３－９６－０８００

月～金　９：００～１７：００

伊勢原市田中３４８　伊勢原市役所５階

０４６３－９５－７６１５
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162
秦野市こども家庭支援課

こども若者相談担当（青少年相談室）
不登校・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・その他

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

163
秦野市こども家庭支援課

（若者の自立・就職の相談）
ひきこもり・仕事関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ホームページ

所在地

164
秦野市子育て総務課手当・助成担当

（母子・父子相談）
その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

代表　０４６３－８２－５１１１（内線２１５８）
相談専用　０４６３－８２－９６０８

直通　０４６３－８２－６２４１
相談専用　０４６３－８２－５２７３、０４６３－８４－７８００

秦野市

常勤職員（指導主事、保健師）、非常勤職員（家庭相談員、児童心理相談員、心理相談員）

電話・来所
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１６：００
土・日・祝日及び年末年始

０４６３－８２－５１９７

非常勤職員（母子父子自立支援員）

秦野市桜町１－３－２

電話・来所
※来所相談は、相談専用電話で予約してください。

電話相談　月～金　９：００～１７：００
予約による来所相談　月～金　９：００～１９：００、土　９：００～１６：００

４０歳未満
電話・来所（要予約）

秦野市

年齢不問

k-soudan@city.hadano.kanagawa.jp
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1562895650561/index.html

上記以外
精神保健福祉士等
０９０－１２０６－４４９９（毎月第２・第４水）
来所予約　０４６５－３５－８４２０

秦野市緑町１６－３　秦野市保健福祉センター内
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1562899736836/index.html

※母子父子家庭、寡婦などの生活に関する相談

第２・第４水　９：００～１２：００、１３：００～１６：００

日・祝日及び年末年始

０４６３－８５－１３０１

秦野市緑町１６－３　秦野市保健福祉センター内

秦野市
１８歳未満
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165 藤沢市学校教育相談センター 不登校・いじめ・障がい等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

166 藤沢市子ども家庭課 家庭問題・障がい等・その他

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

167 藤沢市子ども家庭課　子ども発達支援担当 障がい等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

168 藤沢市地域生活支援窓口　バックアップふじさわ
不登校・ひきこもり・学校関係・

仕事関係・家庭問題・障がい等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ

メール
ホームページ

所在地

①０４６６－５０－８４１５
②０４６６－４６－００５３
fj-soudan@city.fujisawa.lg.jp

①藤沢市朝日町１－１　藤沢市役所２階　地域包括ケアシステム推進室
②藤沢市湘南台１－８　湘南台文化センター２階　北部福祉総合相談室

※藤沢市社会福祉協議会バックアップふじさわ社協でも同様の相談を受付しています。
　ＨＰアドレス　http://www.fujisawa-shakyo.jp/bufujisawa/bufujisawa.html

年齢不問
電話・来所・ＦＡＸ・メール
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員
①０４６６－５０－３５３３
②０４６６－４６－００４６

藤沢市

０４６６－５０－８４２８
藤沢市朝日町１－１

電話・来所
子ども・子育て・青少年の相談　月～金　９：００～１７：００
障がい児の相談　月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

市役所代表　０４６６－２５－１１１１
課代表　０４６６－５０－３５６９

専門相談員
市役所代表　０４６６－２５－１１１１
直通　０４６６－５０－３５９６
０４６６－２８－２２５５
藤沢市鵠沼２１３１－１　藤沢市南保健センター内

藤沢市
未就学児
電話・来所（要予約）
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/koreifu/konkyu/jiritushienseido.html

藤沢市
小学校就学前の年長児、小・中学生
電話・来所（要予約）

月～金　９：００～１７：００
土　９：００～１２：００
（就学相談の受付は月～金）
いじめ相談ホットライン　月～金　９：００～１７：００

日・祝日及び年末年始

専門相談員

子ども・子育て・青少年の相談　２０歳未満
障がい児の相談　１８歳未満
子どもの発達相談　就学児

専門相談員
代表　０４６６－５０－３５５０
いじめ相談ホットライン　０４６６－２５－２５００

藤沢市

藤沢市朝日町１－１

０４６６－５０－８４２３
いじめ相談メール　[藤沢市いじめ相談メール]で検索、または、市のホームページからアクセス
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169 藤沢市保健所
ひきこもり・家庭問題・障がい等・

その他（ＨＩＶ、性感染症）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

170 ユースサポート・ユースワークふじさわ ひきこもり・仕事関係・家庭問題・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

171 大和市青少年相談室
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障がい等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ

メール

所在地

172 大和市家庭こども相談担当 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

藤沢市本町１ー１２ー１７　Ｆプレイス（藤沢公民館・労働会館等複合施設）５階

電話・来所・メール
火～金　１０：００～１８：００
土　１０：００～１５：００
日・月・祝日及び年末年始

０４６６－２８－２１２１

藤沢市鵠沼２１３１－１

※ニートやひきこもり状態など、自立や就労に困難を有する若者およびその家族に対し、専門スタッフによる
相談、各種支援プログラムを実施する。

０４６６－８６－５４８６

代表　０４６－２６０－５０３６
ヤングテレホン　０４６－２６０－５０４０
親と子の相談電話　０４６－２６１－７８３０
不登校電話相談　０４６－２６０－５０３４
いじめ１１０番フリーダイヤル　０１２０－８７４－２５５

事務　０４６－２６３－６９５５

電話相談　月～金　９：３０～１６：３０
来室相談　月～金　９：３０～１６：３０
土・日・祝日及び年末年始

電話・来所・訪問
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

大和市
就学時から３０歳まで

家庭相談員、臨床心理士、保育士、保健師

fujisawa@k2-inter.com

大和市
１８歳未満の児童の養育者

精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士

代表　０４６－２６３－１１１１（大和市役所）
直通　０４６－２６０－５６１８
０４６－２６４－０１４２
ko_sukus@city.yamato.lg.jp
大和市鶴間１－３１－７　大和市保健福祉センター内

藤沢市
１５歳から３９歳とその家族の方

「いじめ相談・話してｅメール」　携帯電話・スマートフォンからも相談可。
詳細は大和市青少年相談室のホームページを参照。

大和市深見西１－２－１７市民活動拠点ベテルギウス３Ｆ

電話・来室・訪問・メール（いじめ相談）

代表　０４６６－２５－１１１１（内７１７１）
保健予防課直通　０４６６－５０－３５９３

０４６６－８６－５４８１

土・日・祝日及び年末年始
嘱託医、保健師、福祉職等

電話・来所（要予約）・訪問
月～金　８：３０～１７：００

fj-hokenyobo@city.fujisawa.lg.jp

藤沢市

専門相談スタッフ（キャリアカウンセラー、社会福祉士など）

年齢不問
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173 厚木市青少年教育相談センター
不登校・非行・いじめ・家庭問題・
その他（集団適応や発達の課題）

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日

スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

174 厚木市家庭相談課 児童虐待通告・相談

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

175 神奈川県央地域若者サポートステーション ひきこもり・仕事関係

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間
休日

スタッフ
電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

日・祝日及び年末年始

厚木市中町３－１７－１７

０４６－２９７－３０６８
info.atugi.saposute@gmail.com

０４６－２２１－０２９１
2210@city.atsugi.kanagawa.jp

相談専用　０４６－２２１－０１８１

来所相談　月～土　アミューあつぎ７階　地域若者サポートステーション
出張相談　火　茅ヶ崎市（勤労市民会館及びふらっとパル茅ヶ崎）
　　　　　木　大和市（シリウス６階）
いずれも要予約。詳細はホームページを参照。

常勤職員（指導主事、適応指導教室担当教諭）
非常勤職員（青少年心理相談員、学校教育指導員、社会教育指導員、家庭訪問相談員、夜間専門補導員、
　　　　　　教育ネットワークコーディネーター）

代表　０４６－２２５－２５２０
ネットいじめ・ヤングテレホン　０４６－２２３－６６９３
教育相談　０４６－２２１－８０８０

０４６－２２３－９５２５

月～土　１０：００～１７：００

厚木市
１８歳未満の児童に関する相談（相談者は年齢不問）
電話・来所
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員（相談員、心理担当支援員）

http://県央サポステ.jp/

9100@city.atsugi.kanagawa.jp
厚木市中町３－１６－１　市役所第２庁舎６階

厚木市
おおむね１８歳まで
電話・来所・訪問・メール（ホームページの相談フォームへ）
電話相談　月～金 ９：００～１７：００（火のみ２０：００まで）
来所相談  月～金 ９：００～１７：００（火のみ２０：００まで）　要予約
土・日・祝日及び年末年始

キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、精神保健福祉士、教員経験者
０４６－２９７－３０６７

厚木市中町２－１２－１５　アミューあつぎ７階

厚木市・伊勢原市・座間市・大和市・海老名市・綾瀬市・茅ヶ崎市・寒川町・愛川町・清川村
１５歳から４９歳までのお仕事を探している方とそのご家族
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176 海老名市教育支援センター「えびりーぶ」
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

177 海老名市役所子育て相談課 家庭問題　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

178 海老名市立子育て支援センター 家庭問題　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

179 海老名市教育委員会学び支援課 ひきこもり

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

常勤職員、非常勤職員

代表　０４６－２３４－８７６４
相談専用ダイヤル　０４６－２３４－８７００
こども専用ダイヤル　０４６－２３４－８７６２
いじめ相談ダイヤル　０４６－２３４－８７６８

０４６－２３４－８７６３

海老名市
おおむね２０歳から３９歳まで
来所（要予約）
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

常勤職員、非常勤職員
代表　０４６－２３３－６１６１

海老名市中新田３９２－１

電話・来所

海老名市
１８歳未満児童に関する相談

月～金　９：００～１２：００、１３：００～１６：３０
土（電話のみ）　９：００～１１：３０

月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員（子ども相談員）
代表　０４６－２３１－２１１１
子ども相談直通　０４６－２３５－４８２５

※子育てに関する相談

土（午後）・日・祝日及び年末年始

海老名市
未就学から２０歳未満
電話・来所・留守番電話

月～土　８：３０～１６：３０
電話・来所

海老名市中新田３７７　えびなこどもセンター３階

０歳から６歳

日・祝日及び年末年始

kosodate-soudan@city.ebina.kanagawa.jp
０４６－２３３－６１５０

常勤職員、非常勤職員
直通　０４６－２３５－８４１１

海老名市中新田３７７

０４６－２３１－０２７７

海老名市中新田３７７　えびなこどもセンター３階

海老名市
※子育てに関する相談

manabi-shien@city.ebina.kanagawa.jp
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180 座間市青少年相談室
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ

ホームページ

所在地

181 座間市教育研究所
不登校・非行・いじめ・学校関係・

家庭問題・障がい等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

182 座間市役所子ども政策課 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

非常勤特別職員（教育相談員、教育心理相談員、家庭訪問相談員、心理判定支援員、スクールソーシャルワーカー）
直通　０４６－２５２－８４６０
相談専用　０４６－２５９－２１６４
０４６－２５２－４３１１

https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1511239927242/index.html

代表　０４６－２５５－１１１１
課直通　０４６－２５２－８０２６
０４６－２５５－５０８０

座間市緑ケ丘１－１－１
jidou@city.zama.kanagawa.jp

月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

座間市

kkenkyu@city.zama.kanagawa.jp

１８歳未満の児童

座間市緑ケ丘１－１－１

座間市立野台１－１－４

座間市
小・中学生及びその保護者
電話・来所・訪問（来所の場合は事前予約が必要）
月～金　１０：００～１６：００
土・日・祝日及び年末年始

電話・来所（来所の場合は事前予約が必要）

土・日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員

直通　０４６－２５６－０９０７

電話・来所（心理相談は要予約）
月～金　９：００～１６：００
土・日・祝日及び年末年始
青少年相談員（一般相談）、青少年心理相談員（心理相談）

０４６－２５９－２１６３

座間市
義務教育終了後から３０歳未満の本人とその家族など
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183 綾瀬市青少年相談室
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・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

184 綾瀬市教育研究所
不登校・いじめ・学校関係・

家庭問題・その他（性格、行動等）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

185 綾瀬市健康づくり推進課 学校関係・家庭問題・その他（健康・医療）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

186 障がい児者相談支援センター 障がい等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

187
綾瀬市障がい福祉課もみの木園

（児童発達支援センター）
障がい等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ

ホームページ

所在地

０４６７－７０－５７０１
wm.777830@city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市早川５５０

綾瀬市
中学卒業から２９歳
電話・来所・訪問・メール
電話相談　月～金　９：００～１７：００（受付時間以外は留守番電話で対応）
土・日・祝日・振替休日及び年末年始（１２／２９～１／３）
非常勤特別職員（心理カウンセラー、警察職員経験者）

綾瀬市早川５５０

代表　０４６７－７７－１１１１
相談専用　０４６７－７７－７８３０

※障がい児に関する相談
綾瀬市
１８歳以下（高校を卒業する年の３月３１日まで）

土・日・祝日及び年末年始
相談支援専門員

電話・来所

０４６７－７６－６７７０

８：３０～１７：００

綾瀬市深谷中４－７－１０

０４６７－７７－１１３４

電話・来所（要予約）
８：３０～１２：１５、１３：００～１７：００

綾瀬市

電話・来所・メール

年齢不問

０４６７－７６－６７７０

綾瀬市深谷上４－５－１
http://www.city.ayase.Kanagawa.jp/hp/page000019900/hpg000019848.htm

綾瀬市深谷中４－７－１０
soudan.yuima-ru@bz.01.plala.or.jp

綾瀬市
小・中学校児童・生徒及び保護者等
電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日・振替休日及び年末年始（１２／２９～１／３）
非常勤職員（相談員）
直通　０４６７－７０－５６５９
相談専用　０４６７－７９－０２２２
０４６７－７０－５７０５
wm.705659@city.ayase.kanagawa.jp
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/

綾瀬市
１８歳未満の児童に関する相談

※身体・知的・精神・発達障害者の生活全般、就労に関する相談

土・日・祝日及び年末年始
精神保健福祉士、社会福祉士、相談支援専門員等
０４６７－７７－１１１８
０４６７－４０－４００６

月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、保健師
０４６７－７７－１１３３

wm.771133@city.ayase.kanagawa.jp
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188 おだわら子ども若者教育支援センター
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

189 小田原市教育委員会教育指導課 不登校・いじめ・学校関係・家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

190 小田原市役所子育て政策課 家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

191 神奈川県西部地域若者サポートステーション 仕事関係

所管区域

対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話
ホームページ

所在地

０４６５－３２－４１１５

小田原市城山１－６－３２　Ｓビル２階
平塚市勤労会館　平塚市追分１－２４

http://www.clca.jp

月～金（土曜は月１回開所）１０：００～１７：００
平塚出張相談　火　１０：００～１６：００　（平塚市勤労会館）

電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
（それ以外は留守番電話対応）

小田原市荻窪３００

課直通　０４６５－３３－１４５４

kodomo@city.odawara.lg.jp
小田原市久野１９５－１

kosodate@city.odawara.kanagawa.jp
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

電話・来所
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００

小田原市荻窪３００

０４６５－３３－１４５６

小田原市・平塚市・南足柄市・秦野市・三浦市・逗子市・葉山町・大磯町・二宮町・中井町・大井町・松田町・
山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町
１５歳から４９歳までの方とそのご家族
来所（まずはお電話でご予約ください）

小田原市
１８歳未満

非常勤職員（教育相談員）
代表　０４６５－３３－１６８５
相談専用　０４６５－３３－１７２９
０４６５－３２－７８５５

土・日・祝日及び年末年始
非常勤職員（児童相談員）

土・日・祝日及び年末年始、平塚出張相談は火以外
キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、精神保健福祉士、社会福祉士

月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始

土・日・祝日及び年末年始

青少年相談員
相談専用　０４６５－４６－７２９２

電話・来所・訪問

小田原市

０４６５－４６－６０８２

６歳から１５歳

小田原市
０歳から３９歳
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192 南足柄市青少年育成センター
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・仕事関係・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

193 南足柄市教育研究所 不登校・非行・いじめ・学校関係・家庭問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

194 南足柄市役所福祉健康部子ども課 家庭問題

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間
休日

スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

195 南足柄市福祉事務所 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

196 相談支援センターりあん 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
メール
所在地

１８歳未満の児童に関する相談

電話・来所・メール

代表　０４６５－７４－２１１１（内線３８０）
直通　０４６５－７３－８０６１

代表　０４６５－７４－２１１１（内線４１０）　　　直通　０４６５－７３－８０４８
親と子のテレホン相談　０４６５－７２－１３２９
０４６５－７１－０１６４
seisyounenikusei-c@city.minamiashigara.kanagawa.jp
南足柄市関本４４０

南足柄市
幼稚園児、小・中学生及びその保護者

土・日・祝日及び年末年始

電話・来所
※児童相談員の相談は要予約
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００

土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（指導主事）、非常勤職員（教育指導員）

電話・来所
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００

０４６５－７３－３７４３

非常勤職員（相談員）

南足柄市関本４４０

月～金　８：３０～１７：００（受付時間以外は留守番電話で対応）

南足柄市
２０歳未満及び保護者

南足柄市

lian@takenokogakuen.jp
南足柄市塚原７０１－１　竹の子ビル１階

精神保健福祉士、相談支援専門員
相談専用　０４６５－２０－５０１４

日・祝日及び年末年始

土・日・祝日及び年末年始
非常勤職員（児童相談員）、職員
代表　０４６５－７４－２１１１
課直通　０４６５－７３－８０２８
０４６５－７４－０５４５
南足柄市関本４４０

南足柄市
年齢不問
電話・来所
月～金　８：３０～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
ケースワーカー（常勤職員）
代表　０４６５－７４－２１１１
福祉課　０４６５－７３－８０４７
０４６５－７４－０５４５
南足柄市関本４４０

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
おおむね６４歳まで
電話・来所
月～土　１０：００～１６：００
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197 葉山町子ども育成課
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

198 葉山町教育研究所
不登校・いじめ・学校関係・
家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

199 愛川町教育委員会
不登校・非行・いじめ・学校関係・

家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

(令和２年６月改訂) 愛川町子育て支援課 家庭問題　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

町村の相談機関

葉山町
原則小・中学生
電話・来所・訪問
月～金　９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
非常勤職員（相談員）

土・日・祝日及び年末年始
社会福祉士、臨床心理士、保健師
代表　０４６－８７６－１１１１（内線２２６）
相談専用　０４６－８７６－１１３５（子ども相談ホットライン）
０４６－８７６－１７１７
三浦郡葉山町堀内２１３５

代表　０４６－８７６－１１１１（内線７３１０）
相談専用　０４６－８７５－７２９６

三浦郡葉山町堀内２０５０－９

葉山町
０歳から１８歳とその保護者
電話・来所（要予約）・訪問
月～金　８：３０～１７：１５

０歳から１８歳
電話・来所
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（社会福祉士）
代表　０４６－２８５－２１１１

愛川町

０４６－２８６－４５８８
愛甲郡愛川町角田２５１－１

※子育て、児童虐待、養育等に関する相談
愛川町

町内小・中学校に在籍する児童・生徒及び保護者
電話・来所・訪問
月～金　９：００～１６：００
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員（相談員）
代表　０４６－２８５－２１１１
相談専用　０４６－２０６－１０６１

０４６－２８５－６０１０
kosodate-shien@town.aikawa.kanagawa.jp
愛甲郡愛川町角田２５１－１
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200 清川村教育委員会
不登校・非行・いじめ・

学校関係・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

201 清川村保健福祉課 ひきこもり・家庭問題・障害等・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

202 寒川町教育研究室
不登校・いじめ・（小・中）学校関係・

家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

203 寒川町子育て支援センター 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

土・日・祝日及び年末年始
心理相談員、巡回相談員、訪問相談員、指導主事
代表　０４６７－７４－１１１１
相談専用　０４６７－７３－４６３９
０４６７－７３－４６４９

寒川町
学齢児未満・小学生・中学生

０４６－２８８－１２６２
iinkai@town.kiyokawa.kanagawa.jp
愛甲郡清川村煤ケ谷２２１６

※子育て、養育不安、虐待等子どもに関する相談

村内学校（幼稚園含む）に在籍する幼児、児童、生徒及び保護者
電話・来所・ＦＡＸ
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
指導主事、訪問教育相談員

電話・来室・訪問
月～金　９：００～１７：００

電話・来所・ＦＡＸ
月～金　９：００～１６：００
土・日・祝日及び年末年始、毎月１回月曜日の午後
常勤職員（相談員）、非常勤職員（相談員）
代表・相談専用　０４６７－７５－４５７１
０４６７－７５－４５７１

高座郡寒川町宮山１６５

寒川町
学齢児未満

高座郡寒川町岡田７－３－３　こすもすの郷３階

清川村

直通　０４６－２８８－１２１５

課直通　０４６－２８８－３８６１
０４６－２８８－２０２５

愛甲郡清川村煤ケ谷２２１６

清川村
年齢不問
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（保健師、福祉事務担当）

fukushi@town.kiyokawa.kanagawa.jp
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204 大磯町教育研究所 不登校・いじめ・学校関係・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

205 大磯町子育て支援総合センター 家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

206 大磯町横溝千鶴子記念教育研究所 不登校・いじめ・学校関係・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話

所在地

207
二宮町教育研究所

教育相談室・教育支援室　やまびこ
不登校・いじめ・学校関係・

家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

208 二宮町子育て・健康課 家庭問題・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

大磯町東小磯４２４－２

大磯町
小・中学生
電話・来所（要予約）・訪問
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１６：３０
土・日・祝日および年末年始、学校の閉庁日
所長、専任教諭（教育支援センター）、スクールアドバイザー（臨床心理士）
スクールソーシャルワーカー（社会福祉士）、非常勤職員（指導協力員）

相談専用　０４６３－６０－３６７０
教育支援室　０４６３－６１－８７９５

月～金　９：００～１２：００、１３：００～１６：３０
土・日・祝日及び年末年始
専任教諭（適応指導教室）、スクールアドバイザー（臨床心理士）、スクールソーシャルワーカー（社会福祉士）、
非常勤職員（指導協力員）

相談専用　０４６３－６０－３６７０
適応指導教室　０４６３－６１－８７９５
０４６３－６１－８７９５
中郡大磯町西小磯２８６

大磯町
幼稚園児・小・中学生
電話・来所（要予約）・訪問

日・祝日及び年末年始
常勤職員、非常勤職員（子育てアドバイザー、子育てコンシェルジュ、子ども発達相談員）
０４６３－７１－３３７７
大磯町児童虐待相談ホットライン　０４６３－７０－１０６５
０４６３－７１－３３７７

中郡大磯町国府新宿１３１
http://www.town.oiso.kanagawa.jp

大磯町
１８歳未満
来所・電話・ＦＡＸ、メール
※子ども発達相談員への相談は要予約

来所・電話　月～土　８：３０～１７：１５
ＦＡＸ・メール　２４時間対応

町ホームページの専用メールフォームに記入して送信してください

土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（専任教諭）、非常勤職員（相談員、スクールソーシャルワーカー）
代表　０４６３－７１－３３１１（内線４３０、３３９）
直通　０４６３－７２－２８８３
０４６３－７３－４０５０
中郡二宮町二宮９６１

二宮町
小・中学生
電話・来所（要予約）
月～金　９：００～１７：００

代表　０４６３－７１－３３１１
児童虐待防止相談専用電話　０４６３－７３－３３６６
代表　０４６３－７３－０１３４
kodomo@town.ninomiya.kanagawa.jp

中郡二宮町二宮９６１
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町
１８歳未満
電話・来所・メール
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員・嘱託臨床心理士
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209 中井町教育支援センター たんぽぽ教室
不登校・ひきこもり・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

210 中井町福祉課・健康課
福祉課　家庭問題(虐待・家庭内暴力・貧困)・障害等
健康課　家庭問題(育児不安・しつけ)・障害等(発達障害)

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ

メール

所在地

211 大井町教育委員会（教育相談・適応指導教室）
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等

所管区域

対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

212 大井町子育て健康課 不登校・ひきこもり・家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

代表　０４６５－８０－００８０
相談専用　０４６５－８０－００８０
０４６５－８０－００８０
tanpopo@town.nakai.kanagawa.jp
足柄上郡中井町井ノ口１８４３－１　井ノ口公民館内

中井町
幼稚園児、小・中学生
電話・来所・訪問・ＦＡＸ・メール
月～金　９：００～１６：００（ＦＡＸ・メールは２４時間対応）
土・日・祝日及び年末年始
専任教員、常勤相談員

代表　０４６５－８１－１１１１
福祉課　０４６５－８１－５５４８
健康課　０４６５－８１－５５４６

０４６５－８１－５６５７
福祉課　fukushi@town.nakai.kanagawa.jp
健康課　kenkou@town.nakai.kanagawa.jp

足柄上郡中井町比奈窪５６

中井町
年齢不問
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（保健師等）、非常勤職員（社会福祉士）

教育相談　０４６５－８５－５０１５
適応指導教室　０４６５－８３－１３１１（内線４１３）
０４６５－８２－３２９５

足柄上郡大井町金子１９９５

大井町

大井町
教育相談　幼稚園就園対象児から中学生まで（保護者相談を含む）
適応指導教室　小学生から中学生まで（保護者相談を含む）
電話・来所（要予約）
教育相談　月～金 ８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
適応指導教室　月～金 ９：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
指導主事、学校教育指導員

kyouiku-s@town.oi.kanagawa.jp

０４６５－８３－８０１６
kosodate@town.oi.kanagawa.jp
足柄上郡大井町金子１９６４－１

１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（保健師、社会福祉士）、非常勤職員（児童相談員、臨床心理士）
代表　０４６５－８３－８０１１
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213 山北町教育委員会 不登校・いじめ・学校関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

214 山北町福祉課 家庭問題・障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

215 山北町保険健康課健康づくり班 家庭問題・障害等　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

216 松田町教育委員会
不登校・ひきこもり・非行・いじめ・

学校関係・家庭問題・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

217 松田町子育て健康課 家庭問題　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

松田町

０４６５－７５－３６４８
０４６５－７５－３６６１
kyoiku@town.yamakita.kanagawa.jp
足柄上郡山北町山北１３０１－４

山北町
年齢不問（保護者、幼・小・中・高校生）
電話・来所
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（指導主事）

常勤職員
代表　０４６５－７５－１１２２
相談専用　０４６５－７５－３６４４
０４６５－７９－２１７１
fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp

常勤職員（保健師）
代表　０４６５－７５－０８２２

課直通　０４６５－８４－５５４４
０４６５－４４－４６８５
hoken@town.matsuda.kanagawa.jp
足柄上郡松田町松田惣領２０３７

松田町
０歳から１８歳未満
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（保健師）、非常勤職員（児童相談員）

０４６５－４４－４６８６
kyoiku@town.matsuda.kanagawa.jp
足柄上郡松田町松田惣領２０３７

※子育て、養育不安、虐待等子どもに関する相談

幼稚園就園対象児から中学生まで
電話・来所・訪問・ＦＡＸ
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（指導主事）
代表　０４６５－８３－７０２３

※児童虐待、子育て、障害（療育）に関する相談等
山北町
０歳から１８歳
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

足柄上郡山北町山北１３０１－４

※児童虐待、母子家庭、子育て、障害（療育）に関する相談
山北町
０歳から１８歳
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

０４６５－７６－４５９２
kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp
足柄上郡山北町山北１９７１－２　山北町健康福祉センター内
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218 開成町教育委員会 不登校・ひきこもり・非行・いじめ・学校関係

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

219 開成町教育委員会　子ども・子育て支援室 家庭問題・その他　※

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

220 開成町福祉課 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

221 真鶴町教育委員会
不登校・ひきこもり・非行・
いじめ・学校関係・障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

ＦＡＸ
所在地

222 真鶴町健康福祉課 仕事関係・家庭問題・障害等・その他

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
所在地

開成町
１８歳未満
電話・来所
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（指導主事）

※児童虐待、子育て、母子家庭に関する相談
開成町
１８歳未満
電話・来所
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始

代表　０４６５－８２－５２２１
０４６５－８２－９３８８
kyouikuka@town.kaisei.kanagawa.jp
足柄上郡開成町延沢７７３

代表　０４６５－８３－２３３１
相談専用　０４６５－８４－０３１６
０４６５－８５－３４３３
fukushika@town.kaisei.kanagawa.jp
足柄上郡開成町延沢７７３

代表　０４６５－６８－１１３１（内線４３５）
相談専用　０４６５－６８－１９２０（真鶴町教育支援センター）
スクールカウンセラー　０４６５－６８－２１９５（真鶴中学校）または
　　　　　　　　　　　０４６５－６８－０２６１（まなづる小学校）

０４６５－６８－１５５１
足柄下郡真鶴町岩１７２－８

真鶴町

真鶴町
０歳から１８歳
電話・来所（要予約）
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
教諭、相談員、スクールカウンセラー、指導主事

開成町
１８歳未満の子を持つ保護者及び養育者
電話・来所
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（社会福祉士）

常勤職員（社会福祉士）
０４６５－８４－０３２８
０４６５－８２－９３８８
kosodate@town.kaisei.kanagawa.jp
足柄上郡開成町延沢７７３

０４６５－６８－５１１９
足柄下郡真鶴町岩２４４－１

２０歳未満
電話・来所
月～金　８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員
代表　０４６５－６８－１１３１（内線２４１）
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223 箱根町教育相談センター
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日

スタッフ

電話

ＦＡＸ
メール
所在地

224 箱根町子育て支援課
家庭問題

（子育て、療育、虐待等子どもに関する相談）

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

所在地

225 箱根町福祉課 障害等

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

226 湯河原町青少年相談室
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

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話
ＦＡＸ
メール
所在地

電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員

代表　０４６０－８５－７６００（内線５０７）
相談専用　０４６０－８５－７７７６
０４６０－８５－７２００
hakone-es@hakone-edu.jp
足柄下郡箱根町湯本２６６

箱根町
１８歳未満及びその保護者
電話・来所・訪問
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員（所長）
非常勤職員（カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校教育指導員、教育相談員、教育相談アドバイザー）

箱根町
１８歳未満の児童及びその保護者

湯河原町（他市町村でも可）

課直通　０４６０－８５－７７９０
０４６０－８５－８１２４
web_fukushi@town.hakone.kanagawa.jp
足柄下郡箱根町湯本２５６

箱根町
年齢不問
電話・来所
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
常勤職員

課直通　０４６０－８５－９５９５
０４６０－８５－８１２４
kosodate@town.hakone.kanagawa.jp

足柄下郡箱根町湯本２５６
http://www.town.hakone.kanagawa.jp

０４６５－６３－６３００
soudansitu@town.yugawara.kanagawa.jp
足柄下郡湯河原町中央２－２１－１

年齢不問
電話・来所
月～金　９：００～１２：００、１３：００～１６：３０
土・日・祝日及び年末年始
非常勤嘱託員２名
相談専用　０４６５－６３－６３００
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228 非行・いじめ・学校関係・
家庭問題・その他（知能や性格など）

所管区域
対象年齢
相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

ホームページ

所在地

229 子ども・青少年に関わる人権問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

メール

所在地

230 子ども・青少年に関わる人権問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

(令和２年６月改訂) 子ども・青少年に関わる人権問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

231 子ども・青少年に関わる人権問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

電話・来所
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
法務局職員、人権擁護委員
代表　０４６－８２５－６５１１
人権相談ダイヤル　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

横須賀市新港町１番地８　横須賀地方合同庁舎

代表　０４４－２４４－４１６６
人権相談ダイヤル　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

川崎市川崎区宮前町１２－１１　川崎法務総合庁舎

横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町
年齢不問

横浜地方法務局　横須賀支局

川崎市
年齢不問
電話・来所
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
法務局職員、人権擁護委員

土・日・祝日及び年末年始
法務局職員、人権擁護委員
代表　０４５－６４１－７９２６
人権相談ダイヤル　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）
子どもの人権１１０番　０１２０－００７－１１０

相談フォーム（大人用）　https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101.html
相談フォーム（子ども用）　https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html

横浜市中区北仲通５－５７　横浜第２合同庁舎

横浜地方法務局　川崎支局

その他の相談機関

県内全域
ご本人、ご家族、地域の方、その他青少年の健全育成に携わっている方（年齢不問）
電話・来所（要予約）

県内全域
年齢不問
電話・来所・Ｅメール
月～金　８：３０～１７：１５

受付時間　月～金　８：３０～１２：１５、１３：００～１７：００
相談時間　月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００
土・日・祝日及び年末年始
法務技官及び法務教官
相談専用　０４５－８４５－２３３３
全国共通　０５７０－０８５－０８５

横浜市港南区港南４－２－１　横浜少年鑑別所内
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei26_00001.html

よこはま法務少年支援センター（青少年心理相談室）

横浜地方法務局　人権擁護課

横浜地方法務局　湘南支局

土・日・祝日及び年末年始
法務局職員、人権擁護委員
代表　０４６６－３５－４６２０
人権相談ダイヤル　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

藤沢市辻堂神台２－２－３

鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
年齢不問
電話・来所
月～金　８：３０～１７：１５
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232 子ども・青少年に関わる人権問題

所管区域

対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

233 子ども・青少年に関わる人権問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

234 子ども・青少年に関わる人権問題

所管区域
対象年齢
相談方法
受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

235 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

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話

所在地

236 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

所管区域
対象年齢

相談方法

受付時間

休日
スタッフ

電話
所在地

代表　０４５－２１１－７７０１
予約専用　０４５－２１１－７７００（神奈川県弁護士会法律相談センター）

横浜市中区日本大通９

神奈川県内
未成年についてのご相談であれば年齢不問
電話
※受付後、翌営業日までに、担当の弁護士から折り返しお電話いたします。
　電話相談は20分以内で無料です。

月～金　９：３０～１６：３０（１２：００～１３：００を除く）
※電話相談の実施は、受付の当日または翌営業日となります。
土・日・祝日及び年末年始
弁護士（受付は神奈川県弁護士会職員）
０４５－２１１－７７０３
横浜市中区日本大通９

神奈川県内
未成年についてのご相談であれば年齢不問
来所・電話
※来所での面接相談は事前にお電話にてご予約ください。相談は４５分以内で行います。（相談無料）
　電話相談と面接相談では、面接相談を優先させていただきます。

相談時間　木　１３：１５～１６：１５
受付時間　月～金　９：３０～１７：００（１２：００～１３：００を除く）
土・日・祝日及び年末年始
弁護士

土・日・祝日及び年末年始
法務局職員、人権擁護委員

厚木市寿町３－５－１　厚木法務総合庁舎

土・日・祝日及び年末年始
法務局職員、人権擁護委員

厚木市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
年齢不問
電話・来所
月～金　８：３０～１７：１５

電話・来所
月～金　８：３０～１７：１５
土・日・祝日及び年末年始
法務局職員、人権擁護委員
代表　０４２－７５３－２１１０
人権相談ダイヤル　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

相模原市中央区富士見６－１０－１０　相模原地方合同庁舎

横浜地方法務局　西湘二宮支局

横浜地方法務局　厚木支局

横浜地方法務局　相模原支局

神奈川県弁護士会　子どもの人権相談窓口

神奈川県弁護士会　子どもお悩みダイヤル

代表　０４６３－７０－１１０２
人権相談ダイヤル　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

中郡二宮町二宮１２４０番地１

相模原市
年齢不問

小田原市、平塚市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、
湯河原町
年齢不問
電話・来所

代表　０４６－２２４－３１６３
人権相談ダイヤル　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

月～金　８：３０～１７：１５
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237 仕事関係

管轄区域
受付時間

休日
電話

電話番号 管轄区域など

代表　０４５－６６３－８６０９
横浜市神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子
区、港南区、旭区

代表　０４５－８６４－８６０９ 横浜市戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区
代表　０４４－２４４－８６０９ 川崎市川崎区、幸区、横浜市鶴見区

代表　０４６－８２４－８６０９
横須賀市（横浜南公共職業安定所の管轄区域を除く）、
三浦市

代表　０４６３－２４－８６０９ 平塚市、伊勢原市、中郡
代表　０４６５－２３－８６０９ 小田原市、足柄下郡
代表　０４６６－２３－８６０９ 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡
代表　０４２－７７６－８６０９ 相模原市
代表　０４６－２９６－８６０９ 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡
代表　０４６５－８２－８６０９ 秦野市、南足柄市、足柄上郡

代表　０４５－７８８－８６０９

横浜市金沢区、横須賀市（船越町、田浦港町、田浦町、
港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取
町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、
追浜町、浜見台、追浜南町）、逗子市、三浦郡

代表　０４４－７７７－８６０９ 川崎市中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区
代表　０４５－４７４－１２２１ 横浜市港北区、緑区、青葉区、都筑区
代表　０４６－２６０－８６０９ 大和市、綾瀬市
　　　０４５－４１０－１０１０
　　　０４４－９６９－８６１５
　　　０４６６－４２－１６１６
　　　０４５－３１２－９２０６
　　　０４４－２４４－８６０９
　　　０４５－２２７－８６０９ 正社員での就職を目指す若者を対象横浜わかものハローワーク

求人情報の提供、職業の相談と紹介
※雇用保険関係の手続・説明は行っておりません。

大学等の新規学卒者及び既卒３年以内の方

名称

横浜

戸塚
川崎

横須賀

平塚
小田原
藤沢

相模原
厚木
松田

横浜南

川崎北（溝ノ口庁舎）
港北（本庁舎）

大和
ハローワークプラザよこはま

ハローワークプラザ新百合ヶ丘
ハローワークプラザ湘南

横浜新卒応援ハローワーク
川崎新卒応援ハローワーク

各機関に直接お問い合わせください。
下欄参照

下欄参照
各機関に直接お問い合わせください。

公共職業安定所（ハローワーク）
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239 ミナクルあすなろの家 不登校・ひきこもり・学校関係

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

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

240 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

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

特色

支援等

ホームページ

所在地
最寄駅

241 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

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

特色

ホームページ

所在地
最寄駅

座間市社会福祉協議会ボランティアセンター
http://asunarozama.web.fc2.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　衣笠行き「文化会館入口」下車

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
相談電話　０４６－８０１－７８８２
０４６－８０１－７８８２
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
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。

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。

http://npoey.com/

火・木　１０：００～１５：００
０４６－２５４－２００５
０４６－２５４－２００５
asunaro.zama0@gmail.com
日常活動：学習支援（活動日午前中）、スポーツ、食事作り（月２回）、絵手紙教室、談話、ゲーム
交流活動：座間市適応指導教室つばさや県央地区適応指導教室との交流

不登校・ひきこもりの当事者が、基本的な生活習慣や異世代間のコミュニケーションを学び、
生きる力を培える安心で継続して通える居場所である。

県内フリースペース・フリースクール等ＮＰＯ団体

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・訪問（電話で予約）

座間市相武台４－１６－１３
小田急線「相武台前駅」南口　徒歩１分

横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田駅」徒歩１分

特に制限なし

soudan@npoacn.or.jp

【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」
　（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）

「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://npoacn.or.jp/
https://www.facebook.com/NPOAlmondCommunityNetwork/
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

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
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242 認定ＮＰＯ法人　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

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

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

243 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

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

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

244 ＮＰＯ法人　くじらぐも
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

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

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

原則として小・中学生

学習支援、子育てに関する様々な悩みに対する相談等
http://www.kks-support.sakura.ne.jp/
川崎市高津区下作延５－１１－８

【サポートペース】
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。
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
http://kujiragumo.org/
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
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」

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、
先生等関係者
電話・来所（要予約 有料（初回相談は無料））・メール・訪問
８：００～２２：００（必要に応じ２４時間対応）
代表・相談電話　０４５－４４２－２２３６
緊急連絡　０７０－２６２３－１１００
０４５－４４２－２２３６
npo_kujiragumo@yahoo.co.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

０歳から３０歳前後

http://super-ykst.jp

ＪＲ南武線「津田山駅」徒歩７分、「武蔵溝ノ口駅」徒歩１２分

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

support0731@luck.ocn.ne.jp

０４４－８７７－０５５３
０４４－８７７－０９８０

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
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。

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。
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。

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
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245 ＮＰＯ法人　楠の木学園
不登校・ひきこもり・

学校関係・家庭問題・障害等

対象年齢

相談対象

相談方法
受付時間

電話
ＦＡＸ

活動内容

特色
支援等

ホームページ

所在地
最寄駅

246 ＮＰＯ法人　くだかけ会
不登校・ひきこもり・

学校関係・家庭問題・その他

対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間

電話

メール

活動内容

特色
ホームページ

所在地
最寄駅

247 ＮＰＯ法人　子どもと生活文化協会（ＣＬＣＡ）
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

対象年齢
相談対象
相談方法
受付時間

電話

活動内容

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

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」

０４６５－３５－８４２０

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。

・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歳からおおむね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
・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

家族の会

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

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。
　・川の家(南足柄市）不登校の子どもたちの居場所。火・木　１０：３０～１７：００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。）

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」

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

http://www.kusunoki-gakuen.jp/
横浜市港北区小机町２４８２－１
ＪＲ線「小机駅」

幼児から大人までどなたでも

代表・相談電話　０４５－４７３－７８８０
０４５－４７３－８２２５
【フリースクール】
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。
親・家族の会

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、
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
電話・来所（要予約）
月～金　９：００～１７：００
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248 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

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

特色
支援等

ホームページ

所在地
最寄駅

249 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・障害等

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

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

250 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

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

特色
支援等

ホームページ

所在地
最寄駅

０４２－７３３－００１５

カウンセリング、学習支援、親たちの談話会、相談など
https://www.sodachi-ssc.com/
平塚市錦町５－１７
ＪＲ線「平塚駅」

相談電話　０４６３－２５－６６６２
０４６３－２５－６６６２
sodachi@green.ocn.ne.jp
【サポートスペース】
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。

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。

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（要予約）・メール
月～金　１０：００～１６：００

【フリースクール】
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。
希望者には学習支援も行います。
【放課後等デイサービス】
発達特性のある子どもを対象に放課後等デイサービスを始めました。社会生活に必要なコミュニケーションスキルや
社会性などを様々な活動を通じて養います。

「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、発達支援
https://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

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
相談電話　０４２－７３３－００１５

suzuran@fs-suzuran-gakuen.org

http://npocolumbus.or.jp
横浜市磯子区東町９番９号
ＪＲ根岸線「根岸駅」徒歩２分

小・中学生・高校生くらいまで

代表電話　０４５－７６１－０１６７
相談電話　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
【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
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

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
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251 認定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

相談対象
相談方法
受付時間

電話

活動内容

特色

支援等
ホームページ

所在地
最寄駅

252 ＮＰＯ法人　月一の会
不登校・ひきこもり・いじめ・
仕事関係・家庭問題・その他

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

特色

支援等
ホームページ

所在地

最寄駅

253 フレンドリースペース金沢
不登校・ひきこもり・いじめ・
学校関係・家庭問題・その他

対象年齢
相談対象
相談方法

受付時間

電話
メール
ＦＡＸ

活動内容

特色

支援等

ホームページ

所在地
最寄駅

friendly-s.kanazawa@jcom.zaq.ne.jp

http://friendlyspace-k.sakura.ne.jp/

http://www.tamariba.org/

０４５－７８３－５９７８

０４５－３８３－１２３０
０４５－３８３－１２３０
info@tsukiichi.com
・ひきこもりの相談と、当事者の居場所
・ひきこもりを抱える親の相談と親の会

ひきこもりが長期化して高年齢化してきているので、就労に向けた取組にも力を入れている
４０歳以上が増えているのが実情
社会参加より就労に向けての支援

１０代以上（ただし学齢期を除く）
ひきこもりの若者とその保護者
電話・面接
原則　１３：００～１７：００
※休業日（不定期）や事業実施のため、不在の場合もあります。

【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
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。

・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

・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
　　　　　　　　　復帰する過程を支援します。
・学習支援：義務教育課程の学習を支援します。

・親の会：親同士が語り合う中で子育ての悩みを共有し、自分だけが悩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信につなげます。

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　金沢区福祉保健ボランティア等活動拠点

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

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
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
面接相談（要予約）月　１３：００～１７：００
訪問相談（要予約）随時

代表・相談電話　０４５－７８３－５９７８

６歳から１８歳

http://tsukiichi.com
横浜市神奈川区三枚町５９０
活動拠点は横浜市青葉区市ヶ尾町１１６９－２２　青葉区福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」内

東急田園都市線「市ヶ尾駅」徒歩３分

＜活動拠点＞川崎市高津区下作延５－３０－１　川崎市子ども夢パーク内フリースペースえん
ＪＲ南武線「津田山駅」

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　火のみ　１０：３０～１４：００
０４４－８３３－７５６２
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254 ＮＰＯ法人　遊悠楽舎
不登校・ひきこもり・仕事関係・

家庭問題・その他

相談対象

相談方法

受付時間
電話

ＦＡＸ
メール

活動内容

特色

支援等

所在地

最寄駅

255 アンワインドスペース横浜
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

相談対象
相談方法
受付時間
メール

活動内容

特色

所在地
最寄駅

256 ＮＰＯ法人森の仔じゆうがっこう
不登校・ひきこもり・学校関係・

家庭問題・その他

相談対象
相談方法

受付時間

電話
ＦＡＸ
メール

活動内容

特色

ホームページ

所在地

最寄駅

０４６６－８６－７１００

http://ysa.sub.jp/

unwind.s.y@kanto.me

・個別学習支援（高卒認定程度まで）
・個別相談（本人とその保護者）
・ワークショップ等
※実施日時は個別に対応・調節します。

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。
（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など
ＪＲ線・市営地下鉄線「桜木町駅」、京浜急行線「日ノ出町駅」

小・中・高校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（メールで問合わせ→初回面談（要予約）→各活動に参加・利用）
個別対応のため不定期

０４６６－８６－７１００

・フリースクール：一人ひとりにあったプログラムを組んでいます。小集団での様々な学びや遊びを行います。
・個別学習：個別にＳＳＴ、学習支援、体験学習を行います。
・家族支援：不登校等の課題を抱える家族へのカウンセリング、勉強会を行います。
・体験学習：あらゆるフィールドにおいて実体験を通じ、生きる力を学ぶことを目的に行います。

子どもとその家族が、「今よりも元気に成長する」ということを目指して活動しています。
子どももその家族も、小集団での様々な体験学習を通して、社会への安心の獲得、生きる力を育んでいます。
キャンプなどの自然体験学習、フットサルチームの活動、季節の体験学習などを行っています。
家族全体の元気と成長には、保護者の元気と成長が基盤です。カウンセリングと勉強会を通じて、
保護者に対して積極的な支援を行っています。
保護者会での勉強会や懇親会、バンド活動なども行っています。

【本部】藤沢市亀井野２－２１－９　２階
【大庭教室】藤沢市大庭５４０４－３　２０５号室

【本部】小田急線六会日大前駅、【大庭教室】ＪＲ線辻堂駅

不登校等の課題を抱える子どもとその家族
電話・来所（要予約）
月・水・金　１０：３０～１６：３０
※活動内容により、活動日時・場所が異なります。

toiawase@ysa.sub.jp

法人本部　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」

相談電話　０４６－８０１－９１１９
０４６－８０１－９１１９
mail@yuyugakusha.org
・個別相談事業
・伴走型継続相談事業（契約型）

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「自然であること」そして、
「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

特に制限無し
予約面接相談、訪問、同行（メール・電話での申込）
（契約による）伴走型継続相談
１０：００～１６：３０
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