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  子ども・若者支援機関マップ 

生きづらさを抱える子ども・若者やその家族を支援するための 

機関を紹介します。ひとりで悩みごとを抱え込まず、お気軽に 

各機関にご相談ください。 
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カウンセリングとソーシャルワークのさんぽ幸せ研究所≪全年齢≫　【➡27ぺージ】

各種の相談支援（カウンセリング・ソーシャルワーク・ワークショップ）を行っています。

子ども・若者総合相談窓口（刈谷市生涯学習課）≪おおむね40歳まで≫　【➡2ページ】

子ども・若者の困難に関すること全般の面接相談を行っています。

知立若者サポートステーション≪15歳～49歳≫　【➡15ページ】

若者を対象とした就労支援を行います。令和3年度から、条件を満たす一部のひきこもり状態にある方とそのご家族の利用も可能となりました。

子ども・若者の居場所≪おおむね40歳まで≫　【➡3ページ】

自由に来て、ゆったり安心して過ごせる場所を提供します。

刈谷市子ども相談センター≪3歳から18歳を迎えた年度末まで≫　【➡10ページ】

子どもに関する総合的な相談を受け付けます。

　中高生の居場所「なごみんはあと」（刈谷市生涯学習課）　【➡5ページ】

≪中学生・高校生≫　放課後の居場所、ピアカウンセリング、学習支援

刈谷市子育て推進課≪～18歳≫　【➡9ページ】

子育てや虐待等の悩みごとについて相談を受け付けます。

特定非営利活動法人育て上げネット中部虹の会≪15歳～39歳(就労支援は49歳まで)≫　【➡23ページ】

若者のための相談、居場所、就労支援を行います。

特定非営利活動法人青少年自立援助センター北斗寮≪15歳～39歳≫　【➡25ページ】

若者のための相談、就労支援を行います。合宿型・通所利用を選択できます。

川の会≪中学生～(親世代もOK)≫　【➡26ページ】

若者のための居場所を開設しています。

特定非営利活動法人リネーブル・若者セーフティネット≪15歳～30歳≫　【➡24ページ】

若者のための居場所、就労支援を行います。

刈谷市青少年センター（青少年電話相談）≪おおむね40歳まで≫　【➡4ページ】

青少年に関するさまざまな電話相談を受け付けます。

刈谷市生活福祉課≪全年齢≫　【➡7ページ】

生活困窮者等の自立に向けた相談を受け付けます。

刈谷市社会福祉協議会　生活支援課相談支援係≪全年齢≫　【➡12ページ】

地域生活についての困りごとについて相談を受け付けます。

刈谷市民生委員・児童委員連絡協議会≪全年齢≫

地域において支援を必要としている方の見守りをしています。

愛知県衣浦東部保健所健康支援課　こころの健康推進グループ≪全年齢≫　【➡14ページ】

心の健康に関する困りごとを中心に相談を受け付けます。

刈谷市基幹相談支援センター「灯」≪全年齢≫　【➡6ページ】

障害に関する困りごとを中心に相談を受け付けます。障害の心配のある人が最初に相談する窓口です。

ひかりのかけ橋≪全年齢（主に18歳まで）≫　【➡16ページ】

子育てや障害等について広く相談を受け付けます。

S&Jパンドラ①≪全年齢(原則18歳～65歳)≫　【➡17ページ】

就労支援移行支援事業所

ぷらっとほーむ≪全年齢≫　【➡19ページ】

子ども・若者支援について考え、行動するNPOです。

S&Jパンドラ②≪全年齢（15歳以上）≫　【➡18ページ】

楽しく試すコミュニケーション(ワークショップ)を開催しています。

ぽかぽかかい（親の会）≪全年齢≫　【➡22ページ】

不登校やひきこもりの子をもつ保護者と支援者が集う会です。

刈谷市保健センター（刈谷市健康推進課）≪全年齢≫　【➡8ページ】

それぞれの年代に応じた健康相談を受け付けます。

刈谷市社会福祉協議会（ボランティアセンター）

≪全年齢≫　【➡11ページ】

福祉のボランティア活動を支援しています。

Film Staytion≪全年齢(主に16歳～39歳)≫　【➡21ページ】

若者のための居場所を開設しています。

ハローワーク刈谷(刈谷公共職業安定所)

≪全年齢(中学校卒業～)≫　【➡13ページ】

求人情報提供、職業相談や職業紹介等の支援をしています。

若者・外国人未来塾≪全年齢(主に中学校卒業以降)≫　【➡20ページ】

学習支援を通じて居場所を提供するほか、高校卒業程度学力認定試験のサポートなどを行います。

刈谷市子ども・若者支援機関マップ（概要図）
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教育 ○ 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話 　０５６６‐９５‐０１０５（予約専用）

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場 　あり

支援内容

　相談時間 ： 毎週木曜日  １３時１５分～１９時（年末年始を除く）
                毎週土曜日   ９時４５分～１５時４５分（年末年始を除く）
　予約受付 ： 月曜日～金曜日　８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

　刈谷市在住、在勤または在学で、おおむね４０歳までの人とその家族

　相談場所：刈谷市子ども相談センター（大手町１‐５１）
　　　　　　　 刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩７分、刈谷市役所から南へ徒歩２分

　　困難を抱える若者と家族の面接相談を行っています。
　
    ■相談内容…子ども・若者の困難に関すること全般
　　　　ひきこもり、ニート・就労、障害・発達、親子関係、対人関係、暴力・虐待、性・異性、
　　　　ＬＧＢＴ、病気(心・身体)、貧困、職場・学校　など
　
    ■相談の流れ
　　　　（１）電話・メールで相談日等をお申込みください。
　　　　　　相談時間

 
　

　　　　　　確認事項  ・相談希望日時、氏名、年齢、住所、電話番号

                               ・相談内容（「就労」「対人関係」など）

 

　　　  （２）予約した日時に、刈谷市子ども相談センターへお越しください。
        （３）専門の相談員が不安や悩みを伺い、一緒に解決方法を探します。
           ・まずはお話をお聞きし、現在の状態や本人の希望をしっかり把握します。
　　　　   ・その後は、相談内容に応じて支援機関につなぎ、問題解決のお手伝いをします。
　　　     ・問題が解決できるまで何回でも相談できますが、相談は原則月１回までとします。
           ※個人情報は相談支援の目的のみに使用し、同意がない限り第三者には提供しません。

　社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士など

　刈谷市

　無料

　相談日前日までに、電話またはメールで予約してください。

　https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/syogaigakusyu/shien/1004174.html

　kowaka@city.kariya.lg.jp（予約専用）

ＦＡＸ

　刈谷市子ども・若者総合相談窓口

　相談場所：〒４４８‐０８５７　刈谷市大手町１‐５１　刈谷市子ども相談センター１階
　予約受付：〒４４８‐８５０１　刈谷市東陽町１‐１　　刈谷市役所生涯学習課

▲ウェブサイトＱＲコード

分類

▲連絡先登録ＱＲコード
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教育 ○ 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

　０５６６‐２５‐１００６
　（刈谷市役所生涯学習課）

ＦＡＸ
　０５６６‐６２‐１０３６
　（刈谷市役所生涯学習課）

【令和４年１０月８日開設】子ども・若者の居場所

　開設場所：〒４４８‐０８３３　刈谷市城町１‐２４　 城町図書館１階
　問合せ先：〒４４８‐８５０１　刈谷市東陽町１‐１　刈谷市役所生涯学習課

▲ウェブサイトＱＲコード
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/syogaigakusyu/shien/index.html

　syougai@city.kariya.lg.jp

　あり

支援内容

　毎月第２・第３・第４土曜日　１３時～１６時３０分

　刈谷市在住、在勤または在学で、おおむね４０歳までの人とその家族

　・名鉄刈谷市駅から徒歩１５分
　・公共施設連絡バス「かりまる」
　  小垣江・依佐美線「銀座４丁目」、「司町４丁目」バス停から徒歩５分

　～生きづらさを抱えている方、ひきこもりがちな方、対人関係で悩んでいる方へ～

　　相談員や同じ悩みを抱える人との交流、読書、ゲームなどをしながら、ゆったりと安心して
　過ごせる場を提供します。予約の必要はなく、費用は無料です。お気軽にお越しください。

　刈谷市

　無料

　不要

分類
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教育 ○ 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

刈谷市青少年センター（青少年電話相談）

　〒４４８－８５０１　愛知県刈谷市東陽町１－１（刈谷市役所生涯学習課内）

　０５６６-２３‐８８８８（相談専用）
　０５６６-６２‐１０３６（生涯学習課）

ＦＡＸ

　あり

　刈谷市

　無料

　不要

▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐２５‐１００６
（生涯学習課）

　https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/syogaigakusyu/shien/1004170.html

支援内容

　月曜日～金曜日 ９時～１７時（祝日・年末年始を除く）　

　おおむね４０歳まで

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩１０分（刈谷市役所）

　
　　　青少年に関する様々な電話相談に応じます。予約は不要です。

      ■相談内容
　　　　 学校・家庭・異性問題などの悩みごと相談

分類
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教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

　https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/syogaigakusyu/manabitai/1004157.html
▲ウェブサイトＱＲコード

　mythanks_peer_87@yahoo.co.jp

中高生の居場所「なごみんはあと」

　〒４４８‐０８５８　刈谷市若松町２‐１０４（刈谷市総合文化センター）

　０５６６‐６２‐１０３６
　（刈谷市役所生涯学習課）

ＦＡＸ 　０５６６‐２５‐１００６
　（刈谷市役所生涯学習課）

　あり（刈谷市総合文化センター駐車場）

支援内容

　火曜日、木曜日　１６時～２１時（祝日・学校の長期休業中を除く）

　中学生、高校生

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口からウイングデッキ直結徒歩３分

　 中学生・高校生の皆さんに、放課後に気軽に立ち寄ったり、集まった仲間と交流したりする
　ことができる場を提供します。仲間同士で話をしたり、学習をしたりと自由に過ごせるフリー
　スペースです。また、大学生スタッフとゲームをして遊んだり、悩み事の相談をしたりすること
　もできます。いずれも費用は無料で、入退室自由です。ぜひ一度足を運んでみてください。
　　※保護者の了解を得て、マスク着用のうえ参加してください。
　　※新型コロナウイルス感染症の状況により日時等が変更となる場合があります。

　■中高生の居場所「なごみんはあと」
　　 開催場所　刈谷市総合文化センター３階　談話コーナー他
　　 開催日時　毎週火・木曜日　１６時～２１時
　　　　　　　　　　※祝日・長期休業中（夏・冬・春）はお休みです。

　■なごみん塾（なごみんはあとと同時開催）
　　 自主学習をしながら、大学生スタッフにアドバイスを受けることができます。
　　 ※学習塾のように、授業を行うものではありません。
　　 開催場所　刈谷市総合文化センター３階　談話コーナー他
　　 開催日時　なごみんはあと開催時の１８時～２０時
　
　■多目的ホールで遊ぼうｉｎたんぽぽ
　　 開催場所　南部生涯学習センター「たんぽぽ」　多目的ホール
　　 開催日時　１２月を除く第４木曜日　１８時～２１時

　刈谷市内在住または在学の中学生・高校生

　無料

　不要

分類
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https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/syogaigakusyu/manabitai/1004157.html


教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

刈谷市基幹相談支援センター「灯」

　〒４４８‐０８５１　刈谷市神田町１－３

　０５６６‐６３‐６００２ ＦＡＸ

　あり（建物の表側・裏側）

　相談支援専門員

　刈谷市内在住

　無料

　来室相談（予約優先）、電話相談

▲ウェブサイトＱＲコード
　https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/shogaifukushi/1003545/1003631/1003635.html

　kariya-syougaishien@katch.ne.jp

　０５６６‐２４‐７０２７

支援内容

　月曜日～金曜日 ９時３０分～１６時
　　　　　　　土曜日 ９時３０分～１１時３０分

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口を降りて左側を線路沿いに徒歩４分
　県合同庁舎、ハローワーク向かい側

　　障害に関する相談を受ける最初の窓口です。
　　年齢や障害種別、手帳の有無を問わず、障害のある人やその心配のある人などからの
　相談に対して専門の相談員が相談内容をお聞きして、適切な支援機関へつなぎます。

　■来室相談：センターで相談員が直接相談を受けます。

　■電話相談：電話を受けた相談員が相談を受けます。

分類
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https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/shogaifukushi/1003545/1003631/1003635.html
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/shogaifukushi/1003545/1003631/1003635.html


教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール 　seifuku@city.kariya.lg.jp

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

刈谷市役所福祉健康部　生活福祉課

　〒４４８‐８５０１　刈谷市東陽町１‐１

　０５６６‐６２‐１０３８ ＦＡＸ

　あり

　刈谷市

　無料

　不要

　https://www.city.kariya.lg.jp/（刈谷市ホームページ）
▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐２４‐２４６６

支援内容

　月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩１０分（刈谷市役所）

　　１．生活困窮者の相談に関すること
　　　　生活に困っている方が抱えているさまざまな問題に対応し、自立した生活を送る
　　　ことができるように相談を行っています。
　
　　２．支援メニューに関すること
　　　　・生活困窮者自立支援制度
　　　　　（住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、学習・生活支援等）
　　　　・生活保護制度
　　　　・緊急食糧支援

分類
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https://www.city.kariya.lg.jp/
https://www.city.kariya.lg.jp/


教育 福祉
保健
医療

○
矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

支援内容

　月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩５分（刈谷市総合健康センター内）

　
　こころや体の健康に関する相談を行っています。

　　心身の不調が続いたり、「生きているのがつらい」と感じたりしたら、一人で抱え込まず
　悩みや不安を話してみませんか。

刈谷市保健センター（刈谷市役所福祉健康部　健康推進課）

　〒４４８-０８５８　刈谷市若松町３-８-２　刈谷市総合健康センター内

　０５６６‐２３‐８８７７ ＦＡＸ

　あり

　保健師

　刈谷市

　無料

　https://www.city.kariya.lg.jp/（刈谷市ホームページ）
▲ウェブサイトＱＲコード

　kenkou@city.kariya.lg.jp

　０５６６‐２６‐０５０５

分類
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https://www.city.kariya.lg.jp/
https://www.city.kariya.lg.jp/


教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話 ＦＡＸ

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

支援内容

　月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

  おおむね１８歳未満の児童とその家族

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩１０分（刈谷市役所）

　　１.相談に関すること
　　 　 ・虐待・子育ての悩み等についての相談（オンライン相談あり）
　　　　・ひとり親家庭についての相談（オンライン相談あり）
　　　　・配偶者からの暴力（ＤＶ）相談（１８歳未満の子どもがいる家庭）

　 　２.支援に関すること
　      ・児童手当・特例給付
　　　  ・ショートステイ（子育て短期支援事業）
　　　　・放課後児童クラブ
　　　　・ひとり親支援
　　　　　　・児童扶養手当、愛知県遺児手当、刈谷市遺児手当
　　　　　　・自立支援教育訓練給付金
　　　　　　・高等職業訓練促進給付金
　　　　　　・公正証書等作成費用給付金
　　　　　　・母子父子寡婦福祉資金の貸付
　　　　　　・家具転倒防止器具の取付
　　　　　　・ひとり親家庭等日常生活支援
　　　　　　・ＪＲ通勤定期券割引制度
　　  　・はぐみんカード（子育て家庭優待事業）

　保育士、保健師、教員ＯＢ

　刈谷市

　無料

　不要（オンライン相談は要予約）

　ksuishin@city.kariya.lg.jp

刈谷市役所次世代育成部　子育て推進課

　〒４４８‐８５０１　刈谷市東陽町１‐１

　０５６６‐６２‐１０６１

　あり

　https://www.city.kariya.lg.jp/（刈谷市ホームページ）
▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐２４‐３４８１

分類
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https://www.city.kariya.lg.jp/
https://www.city.kariya.lg.jp/


教育 ○ 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場 　あり

支援内容

　月曜日～土曜日 ９時～１７時（祝日・年末年始を除く）

　３歳から１８歳を迎えた年度末まで

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩７分、刈谷市役所から南へ徒歩２分

　　 子どもに関する様々な相談を受け付けています。（就学、進学、不登校、いじめ、
　発達障害等）
　
     来室相談：センターで相談員が直接相談を受けます。
　   電話相談：センターに来ることが難しい場合は、電話での相談も受けます。
     オンライン相談：来所することなく相談ができる「オンライン相談」を受けます。

　相談員

　対象者（子ども）が刈谷市在住・在園・在学・在勤の人

　無料

　来室相談は予約優先のため、電話でご予約ください。

刈谷市子ども相談センター

　〒４４８‐０８５７　刈谷市大手町１‐５１

　０５６６‐６２‐６３１３ ＦＡＸ

▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐２３‐６７５８

　soudan@city.kariya.lg.jp

　https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/kyoiku/1005525.html

分類

-10-

https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/kyoiku/1005525.html
https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/kyoiku/1005525.html


教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ ○ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

刈谷市社会福祉協議会ボランティアセンター

　〒４４８‐００２４　刈谷市下重原町３‐１２０　高齢者福祉センター内

　０５６６‐６２‐６６７６ ＦＡＸ

　vc.kyogikai@kariyashi.jp

　０５６６‐２５‐２５６６

▲ウェブサイトＱＲコード
　http://www.kariyashi.jp/

  あり

支援内容

　月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時（祝日・年末年始を除く）

　全年齢

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩１５分、刈谷市公共施設連絡バス「ひまわり」下車

　■福祉に関するボランティア活動についての相談を常時行っています。
　　 団体の立上げ支援、活動支援、情報提供など

　■ボランティア講座を開催しています。
　　 災害ボランティアコーディネーター養成講座など

　■ボランティアガイドの支援をしています。
　　 視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者への外出支援、聴覚障害者への
　　 手話通訳や、要約筆記など障害者の社会生活を支援するボランティアガイド等の
  　 活動を支援

　社会福祉士、ボランティアコーディネーター

　刈谷市

　無料

　不要

分類
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http://www.kariyashi.jp/
http://www.kariyashi.jp/


教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ ○ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

刈谷市社会福祉協議会　生活支援課相談支援係

　〒４４８‐００２４　愛知県刈谷市下重原町３‐１２０　高齢者福祉センター内

　０５６６‐２３‐１６００ ＦＡＸ

▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐２５‐２４９８

　seikatsu@kariyashi.jp

　http://www.kariyashi.jp/

  あり

支援内容

　月曜日～金曜日 ９時～１７時（祝日・年末年始を除く）

　全年齢

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩１５分、刈谷市公共施設連絡バス「ひまわり」下車

　　　地域にある高齢者、子ども、障害者等に関するさまざまな福祉課題について、困りごとを
　 幅広くお聴きし、適切な関係機関に繋げたり、地域住民と協力して解決方法を検討したり
   します。

　コミュニティソーシャルワーカー

　刈谷市

　無料

　電話でご予約ください。

分類
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http://www.kariyashi.jp/
http://www.kariyashi.jp/


教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 ○ 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場   あり

支援内容

　月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩５分

  ■年齢を問わず、仕事をお探しの方に、求人情報提供、職業相談や職業紹介等を
     行っています。

　■２階⑨窓口には、「学生・わかもの支援窓口」があり、専門の就職支援ナビゲーターが
　　 就職に関する相談に対応します。
　　　【対象】
    　  ・大学院・大学・短期大学・専修学校・高等学校・中学校を卒業予定の方
　　    ・学校を卒業（中退）して３年以内の方
　　  　・３５歳未満の方
　　　【支援メニュー】
        求人情報検索、就職活動に関する相談、パソコンを使用した適職診断、応募書類
　      作成アドバイス、面接トレーニング（予約制）、就職活動に役立つセミナーや各種
  　　  イベント案内
       　※履歴書・エントリーシート等の添削や求人情報の相談では、持込みのパソコンや
　　　　　　スマートフォンを利用した対応はできません。データはプリントアウトしてお持ちくだ
　　　　　　さい。
　　   【連絡先】
　　　　電話 ０５６６‐８８‐００４２
         ※事前に電話による予約を受け付けています（予約のない方も相談できます）。

　■ハローワークの求人情報は、厚生労働省公式サイトであるハローワークインターネット
　　 サービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/）で公開しています。
　　 インターネット閲覧環境があればパソコンやスマートフォンによりご自宅で閲覧できます。

　

　地域による利用制限なし

　無料

　不要

ハローワーク刈谷（刈谷公共職業安定所）

　〒４４８‐８６０９　刈谷市若松町１‐４６‐３

　０５６６‐２１‐５００１（代表） ＦＡＸ 　０５６６‐２１‐５０５５

▲ウェブサイトＱＲコード
　https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/kariya.html

分類
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https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/kariya.html
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/kariya.html


教育 福祉
保健
医療

○
矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール 　 kinuura-hc@pref.aichi.lg.jp 

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

支援内容

　月曜日～金曜日 ９時～１２時、１３時～１６時３０分（祝日・年末年始を除く）

　全年齢

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩６分

　■メンタルヘルス相談（保健師、精神保健福祉相談員による相談）
　　　内容　不眠、情緒不安定、うつ、ひきこもり、幻覚、妄想、アルコール依存及び思春期
　　　　　　　の問題などの、こころの健康に関すること、社会復帰、家族の対応に関すること
              など

　■こころの健康医師相談（医師による相談）
　　 日時　月１回程度〈予約制〉（詳細は電話でご確認ください。）
　   方法　面接（約１時間）
　   内容　「受診が必要だろうか？」など、担当医師が本人やご家族からのお話をお聞き
              します。
 
　■家族教室
 　  こころの病を持つ人の家族同士が交流を図ったり、こころの病のこと、福祉制度を学ぶ
　 場を設けています。
　　・精神保健福祉家族教室

愛知県衣浦東部保健所　健康支援課こころの健康推進グループ

　〒４４８‐０８５７　刈谷市大手町１‐１２

　０５６６‐２１‐９３３７ ＦＡＸ

  あり

　保健師、精神保健福祉相談員

　刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、みよし市在住の方

　無料

　まずは電話でご相談ください。

　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinuura-hc/
▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐２５‐１４７０

分類
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https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinuura-hc/


教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 ○ 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ ○ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場   なし（※駅や事務所周辺の有料駐車場をご利用ください）

支援内容

　火曜日～土曜日 １０時～１７時（祝日、春季・夏季・年末年始の休業あり）

　１５～４９歳

　名鉄知立駅南口から徒歩５分

　【対象者】
　　・１５歳～４９歳の仕事に就いていない方とそのご家族を対象とした就労支援
　　　(在職及び在学中の方は原則利用不可。雇用保険未加入者や通信・定時制学校在学者など
       一部例外もありますので、詳しくはお問合せください。）
　
　【支援内容】
　　・メンタル面や生活面などの相談及びキャリアカウンセリング（職業訓練などを利用した資格取得
     や就職に向けた学びなおしに関する相談も可）
　　　※オンラインツール（スカイプやズーム）を用いた相談も可。詳しくはお問合せください。
　　・ハローワークや市役所等での出張就職相談（日程等の詳細はウェブサイトをご覧ください）
　　・履歴書や職務経歴書、面接等の各就職活動対策
　　・職業適性検査を用いた自己分析
　　・コミュニケーション能力向上や自己、他者理解を深めることを目的としたグループワークの実施
　　　※「WORKFIT」プログラムを取り入れています。詳細は、https://workfit.recruit.jp/
    ・マンツーマンで行う、officeソフトの習熟を目的とした個別パソコン教室（PCや教材の準備は不要）
　　・企業説明会や職場見学、職場体験プログラムへの参加
　　　※体験は最低週５日以上、無給での実施。また、協力頂いている企業での実施や他機関主催の
        ものに限りますので、ご希望に添えない場合があります。
　
      ※「訪問」は、ハローワークや市役所、福祉機関等への機関訪問に加え、通信・定時制高校
　　　   在学生で通所が難しい方及びひきこもり状態にある方等の個人宅訪問を指します。
　　　※令和３年度から、条件を満たす一部のひきこもり状態にある方とそのご家族の利用も可能となりました。
　　　　 利用が可能となるのは、ひきこもり支援の希望や就労に向けた取り組みへの意欲をお持ちであり、
　　　　 サポステの利用が適していると判断された場合に限ります(詳しくはお問い合わせください)。
　　　 　また、サポステ運営団体「一般社団法人ＨＡＴＯ」では令和４年度から「宿泊型自立訓練事業」を
　　　 　新たに運営していますので、こちらでもお手伝いできる可能性があります。
　　　 　相談をご希望の方は、090-9894-8823（代表理事 仲田）へご連絡ください。

　キャリアコンサルタント、精神保健福祉士
　※家族相談の経験やノウハウを持った職員も在籍しています。

　刈谷市、碧南市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市在住の方
　※上記以外でも来所・通所が可能であればご利用できます。

　無料

　予約優先（予約なしでの相談の受付も可能ですが、スムーズなご案内が行えるよう、
 可能な方は事前予約をお願いします。）

知立若者サポートステーション

　〒４７２‐００３６　知立市堀切３‐１‐２　杉原ビル２階（２-B）

　０５６６‐７０‐７７７１
　※つながらない場合、または法人枠での
　   相談の場合：０９０‐９８９４‐８８２３

ＦＡＸ

▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐７０‐７７７１

 　ryusapo@outlook.jp　　ＳＭＳ：０８０-４８４３-４６６７（職員共用の業務用携帯です）

　https://ryusapo.jp/　（※お問合せ欄にメールフォームがあります）

分類
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教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ ○ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場   あり

支援内容

　月曜日～金曜日 　９時～１７時
　第1・３土曜日　　   ９時～１２時

　全年齢

　かりがね小学校南側１００ｍ

　■子どもの成長発育について
　　　「子どもの育ちに心配がある」「子育てのむずかしさを感じている」等の不安や悩みを
　　　伺います。

　■子どもの個性の対応について
　　　表現や認知の苦手な子や心のケアの必要な子にどのように接すれば良いのかをともに
　　 考えます。

　■障がいがあると分かった時に、これからどうすればいいのかをともに考えます。

　■福祉の制度やサービスの説明と活用方法のアドバイスと行政・事業所の調整をします。

　社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、医療ケア児等コーディネーター、発達障害者
　支援指導者、相談支援専門員（障害福祉サービス利用計画作成者）、保育士

　刈谷市

　無料

　まずは電話等でご連絡ください。

社会福祉法人　ひかりの家
子どもと福祉の相談センター　　ひかりのかけ橋

　〒４４８‐００１１　刈谷市築地町１‐７‐１

　０５６６‐８７‐１３８８ ＦＡＸ

▲ウェブサイトＱＲコード

　kakehashi448@willcom.com

　０５６６‐８７‐８８７２

　http://www.fukushi-hikarinoie.org/

分類
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教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ ○ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場   あり

支援内容

　月曜日～金曜日 　９時～１７時

　原則１８歳～６５歳　※場合により１８歳未満も利用可能

　名鉄一ツ木駅から徒歩１０分

　■キャッチフレーズ　「生きづらさを　自分らしさへ」
　   　 就職がゴールではなく、一人ひとりの人生のキャリアが豊かに楽しくなるための支援を
     目指しています。

　■多彩なプログラム
　　 ①「ストレスにしなやかに対応できるこころづくり」
　　　    グループ認知行動療法、生活記録（こころの温度計）、マインドフルネス　等
　   ②「はたらく身体づくり」
　　    　ヨガ、ウォーキング、トレーニングジム、体育館でスポーツ
　   ③「はたらく知識・スキル」
　    　　公文式学習(国語・算数)、社会人講座、作業体験プログラム
　   ④「自分らしく生きる」
　　    　ライフスキル講座、話し方講座、ゆったり体操、カラーセラピー、アロマセラピー
　   ⑤「わたし＋」
　    　　就活準備、パソコン講座
　
　■働き続けるための支援：就職後も、個別の相談や会社訪問、ご家族の相談、
　 　　必要に応じ専門家・機関（社労士、医師）との協力体制あり。他にも、毎月のＯＢ会
　　 なども定期的に行っています。

　★定着実績　「９０％」：就職後、併設の定着支援サービス利用者の実績。
　　 ※２０１９年８月～２０２２年４月現在
　

　２級キャリアコンサルティング技能士、社会福祉士、自閉症スペクトラム支援士、
　ジョブコーチ等

　地域による利用制限なし　※交通費の補助制度あり（上限１万円／月）

　　障害福祉サービスの利用料金（利用者負担額）はサービス提供費用の１割を上限とし、
　世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。
　※当事業所実績では９割以上の方がご負担なく利用しています。

　電話またはメールで受付します。

就労移行支援Ｓ&Ｊパンドラ
（併設　定着支援サービスＳ&Ｊパンドラ）

　〒４４８‐０００３　刈谷市一ツ木町１‐１‐１３

　０５６６‐９１‐５４１６ ＦＡＸ

▲ウェブサイトＱＲコード
　https://npo-pandora.com/

　０５６６‐９１‐５４１８

　sjpandora@nifty.com

分類
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教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 ○ 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

　楽しく試すコミュニケーション～自己表現と交流の連続ワークショップ～

　【活動場所】  〒４４８‐０８４１　刈谷市南桜町２‐４１　スペースＡｑｕａ

　０５６６‐９１‐５４１６
　（認定ＮＰＯ法人パンドラの会）

ＦＡＸ
　０５６６‐９１‐５４１８
　（認定ＮＰＯ法人パンドラの
会）

▲ウェブサイトＱＲコード

　sjpandora@nifty.com

　https://npo-pandora.com/

　地域による利用制限なし

　参加費１,０００円／回

　電話またはメールで受付します。

  あり

支援内容

　毎月第３土曜日　１３時～１６時３０分

　１５歳以上

　刈谷駅（JR・名鉄）南口から徒歩５分　（アピタ刈谷店北向い）

　 ■働いていて、もしくはこれから働こうとする上で、コミュニケーションに生き辛さ（苦手
　　　意識・経験不足）を抱えている皆さんへ

　     ワークショップ形式により、コミュニケーションのゲーム等を通じた「楽しく試す場」を重ね
　　ることで自己肯定感が高まります。

　　　 さらに多様な人が働きやすい職場づくりに関心のある方をはじめ、誰でも参加できる
    開かれた場にすることで、コミュニケーションの正しい理解や多様性尊重の大切さを
　　地域に広げていきたいと思っています。

　     ２０１７年１月より、毎月第３土曜日に開催しています。今まで延べ４５０名以上の方に
　　ご参加いただいています。
　　　期の途中からの参加、単発での参加も可能です。

　　　詳しくは「認定ＮＰＯ法人パンドラの会」のウェブサイトをご覧ください。

分類
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教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場   あり（電話・メール等でお問合せください）

支援内容

　電話またはメールで随時受付  ※活動日は下記参照

　年齢による制限なし

　ＪＲ東刈谷駅北口から徒歩１０分（美園郵便局前）

　　　私たちは、生きづらさを抱えた方やそのご家族に向けて、一歩ずつ社会につながるネット
　　ワークを作っている団体です。

　　➀個別相談
　　　 抱えている生きづらさに向かい合いたい時は、相談室の扉をノックしてください。２人の
　　　 相談員が、色々な可能性を一緒に探します。
        日時：メールまたは電話でお問い合わせください。
　
　　②支援者のための勉強会
　　　 この１年は「オープンダイアローグ」の勉強会で、対話のレッスンをしていました。支援者
　　　 だけでなく、一般の参加もＯＫです。参加をご希望の方は、お問合せください。
        日時：毎月第1土曜日　１０時～１２時

　  ➂居場所づくり活動　※予約なしで参加できますが、開催状況をお問い合わせください。
　　　■畑活動
　　　　野菜の苗の植え付け、収穫をやっています。参加は無料です。
 　　　　日時：毎月第１土曜日の午後
 　　　　場所：ハイウェイオアシスの近くの畑
　　  ■若者たちの居場所
　　　  お茶を飲んだり、ゲームをやったり、ゆったり過ごす場所を運営しています。
          日時：毎月第２・３・４土曜日　１３時３０分～１６時３０分
　　　    ○定例の居場所と並行して、毎月第２・４土曜日の午後には「ぷらこもりカフェ」を
　　　　　　　実施することがあります。ゲーム、話し合い等の様々な企画をして活動します。
              ウェブサイトでご参照ください。

　　　　※③の畑活動以外は、ぷらっとほーむ事務所で行います。

　メンバーに高校教諭、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士を含む

　主に西三河地域（地域による利用制限なし）

　①個別相談　　３，０００円/回
　③居場所利用　　 ２００円(お茶菓子代）

　①個別相談　 　電話でご予約ください。
　③居場所利用　居場所参加は予約不要ですが、開催状況をお問合せください。

　特定非営利活動法人ぷらっとほーむ

　〒４４６‐００７６　安城市美園町１‐１７‐４（ぷらっとほーむ事務所）

　０９０‐６６４６‐２１０６ ＦＡＸ 　０５６６‐２２‐０６８１

▲ウェブサイトＱＲコード

　plathome.kariya@gmail.com

　https://plathome-kariya.jimdofree.com/

分類
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教育 ○ 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/wakagai2022.html
▲ウェブサイトＱＲコード

　rinntarou02001@yahooo.co.jp

若者・外国人未来塾

　〒４４６‐００７６　安城市美園町１‐１７‐４（ぷらっとほーむ事務所）

　０９０‐６６４６‐２１０６ ＦＡＸ 　０５６６‐２２‐０６８１

　あり（電話・メール等でお問合せください）

支援内容

　毎週水曜日、金曜日　１６時～１８時　※問合せは随時

　主に中学校卒業以降の子ども・若者ですが、特に年齢の制限はありません。

　ＪＲ東刈谷駅北口から徒歩１０分（美園郵便局前）

　　 中卒者や高校中退者など、高卒の資格を持たず就職にハンデを背負っている子ども・
　若者や、外国にルーツがあり、日本語が不自由で就学や仕事に支障を来している子ども
  ・若者や、生きづらさを抱える子ども・若者に、学習支援を通じて居場所を提供し、社会参
　加への一歩につながるきっかけづくりをしています。
　
　■参加対象
　　 主に、中学卒業以降の子ども・若者や日本語に不自由な外国にルーツを持つ方たち
　　 ですが、保護者や学習・進路に悩む小・中学生の支援も行います。

　■学習支援
　　 高校卒業程度学力認定試験のための勉強や、定時制・通信制の勉強のサポートを
     行っています。中学生や高校中退者の勉強のつまづきや、進路の相談も受けます。
　　 漢字検定などの資格試験の援助もします。

　■日本語学習支援
　　 読み書きの学習の支援を中心に、高校入学や、日本語検定のための学習の支援を
　　 行います。

　■実施場所
　　 令和４年９月までは上記ぷらっとほーむ事務所で、１０月以降は刈谷市城町図書館
　　　（刈谷市城町１-２４、名鉄刈谷市駅から徒歩１５分）で実施予定です。

　教職経験者、臨床心理士、特別支援教育の専門家、外国人支援の専門家

　主に刈谷市、知立市、安城市、高浜市、碧南市、西尾市

　無料

　不要

分類
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教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

Ｆｉｌｍ　Ｓｔａｙｔｉｏｎ（フィルム ステイション）

　〒４４６‐００７６　安城市美園町１‐１７‐４（ぷらっとほーむ事務所）

　０９０‐３８３３‐６２３４（髙須） ＦＡＸ 　０５６６‐２２‐０６８１

▲ウェブサイトＱＲコード

　rinntarou02001@yahooo.co.jp

　https://filmstaytion.jimdofree.com

　あり（電話・メール等でお問合せください）

支援内容

　活動日：毎月第３土曜日　１３時～１７時　　※問合せは随時

　年齢による制限なし

　ＪＲ東刈谷駅北口から徒歩１０分（美園郵便局前）

　生きにくさを感じる子ども・若者の皆さんが安心して集える居場所を作っています。

　■参加対象
　　 特に参加の制限はありませんが、安全に、安心して、ゆったりと人とつながることを求める
     人であれば参加可能です。

　■活動内容
　　 ゆったりとお茶を飲みながら、話をしたり、ゲームをしたりしています。時には映像を見て、
　　 その感想を話し合ったりもします。一人でのんびりもするのもＯＫです。

　メンバーに高校教諭、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士を含む

　主に西三河地域（地域による利用制限なし）

　参加費２００円／回（お茶菓子代）

　通常開催は事前の申込みは不要です。直接ご来場ください。
　※レクリエーションなど、イベント時は予約が必要な場合があります。お問合せください。

分類
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教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

ぽかぽかかい

　〒４４６‐００７６　安城市美園町１‐１７‐４（ぷらっとほーむ事務所）  ※活動場所は下記参照

　０９０‐３８３３‐６２３４（髙須） ＦＡＸ 　０５６６‐２２‐０６８１

▲ウェブサイトＱＲコード

　rinntarou02001@yahooo.co.jp

　http://genki365.net/gnkk/mypage/index.php?gid=G0000762

　あり（施設の駐車場を利用）

支援内容

　活動日：毎月第３日曜日　１３時３０分～１７時　※問合せは随時

　年齢による制限なし

　南部生涯学習センター「たんぽぽ」
　・ＪＲ野田新町駅（南口）から徒歩１５分
　・公共施設連絡バス「かりまる」運動公園・東刈谷線または小垣江・依佐美線
　　「たんぽぽ」バス停下車

　　不登校やひきこもりなど、生きづらさを抱えるお子さんをお持ちの保護者と支援者が集う会
　です。
　
　■参加対象
　　　高校生以上の子を持つ保護者が中心ですが、小・中学生の保護者も、支援をしたい
　　　大人も参加可能です。
　
　■活動内容
　　　みんなでお子さんのことや自分のこと、家族のことを語り合いながら、親自身が元気に
　　　なれることを目指し、活動をしています。コロナ禍になる前は年に２回、バーベキューや
　　　ハイキングなどのレクリエーションを行っていました。今後は状況を見ながらレクリエー
　　　ションを考えます。親子での参加も可能です。
　
　■活動日時・場所
　　  毎月第３日曜日　１３時３０分～１７時
　　　主に刈谷市南部生涯学習センター「たんぽぽ」（刈谷市野田町西田７８－２）
　　　※場所が借りられない場合もありますので、詳細はお問合せください。

　メンバーに高校教諭、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士を含む

　主に西三河地域（地域による利用制限なし）

　参加費２００円／回（お茶菓子代）
　年会費２，０００円（半期ごとに１，０００円）

　通常開催は、事前の申込みは不要です。直接ご来場ください。
　※レクリエーションなど、イベント時は予約が必要な場合がありますので、お問合せください。

分類
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教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 ○ 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

支援内容

　火曜日～土曜日　１０時～１７時

　１５歳～３９歳（就労支援は４９歳）

　・名鉄バス：総合運動公園（安城市）から徒歩２分
　・名鉄新安城駅から２，０００ｍ
　・ＪＲ安城駅から２，０００ｍ

　■ニート／ひきこもり／不登校／中途退学／発達障害／生活困窮等困難を有する
　　若者とその家族の相談支援
　　　「働きたいけど、どうすれば良いか分からない」「人間関係が不安」「子どもの将来が
　　不安」等、悩みや不安を抱えた若者から、そしてご家族へ継続して相談を受けます。

　■親の学習会「ほっと一息サロン」
　　　ひきこもりや不登校等の問題を抱える子どもの親が集まり、我が子への対応方法を
    学ぶとともに、お互いの悩みや情報を共有し、問題に対応していきます。

　■若者の居場所
　　　ひきこもりや不登校の若者が、気楽に居られる場所、それぞれが自由に過ごせる
　　場所で、一歩を踏み出し、社会生活に対応していく場所です。

　■就労支援
　　　就職につまづいた若者に、就労相談やそれぞれの状況に応じた多数のプログラムを
　　準備し、就職に向けて研修・体験・トレーニングで社会人としてのスキルを身につけると
    ともに、体験・経験を積み準備をします。

特定非営利活動法人育て上げネット中部虹の会

　〒４４６‐００６１　安城市新田町池田上１　安城市青少年の家内

　０９０‐５００２‐５２２９ ＦＡＸ

  安城市総合運動公園第２駐車場をご利用ください。

　心理カウンセラー、キャリアカウンセラー、社会福祉士、精神保健福祉士

　西三河地域

　年会費１，０００円、相談料２，０００円／回、居場所１０，０００円／月

　原則予約制のため、電話またはメールでご予約ください。

　http://www.nponiji.org/
▲ウェブサイトＱＲコード

　info@nponiji.org

分類
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教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 電話 ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

特定非営利活動法人リネーブル・若者セーフティネット

　〒４４６‐００７２　安城市住吉町荒曽根１‐２４５　アワーズビル２階

　０５６６‐９３‐１７３３（代表）
　※火曜日～金曜日の１０時～１７時

ＦＡＸ

  あり（１台）

　キャリアコンサルタント、高校教諭

　西三河地域

　入会金５，０００円、年会費５，０００円、施設利用料（半期ごと）３,０００円
　居場所利用　１日１,０００円、若者Lab　１，５００円～　※必要に応じて減免措置があります。
　相談　初回無料（会員は無料）

　ウェブサイトの問合せからご予約ください。

▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐９３‐１７３３

　info@linable.or.jp

  https://linable.or.jp/

支援内容

　ウェブサイトの問合せから受付

　主に１５歳～おおむね３０歳（初相談時）

　名鉄新安城駅から徒歩１０分

　社会に出るのに少しつまずいている若者が「人とつながり、社会とつながる」をコンセプトに、
今の自分にちょうどよい自立を見つけるお手伝いをさせて頂きます。出会いと学びの「居場
所」、  ＩＴリテラシーを身に付ける「若者Ｌａｂ」、働く一歩を踏み出す「サポート付き就労」の
３つのステップがあります。

■居場所：火曜日、木曜日
　 スポーツ、ボードゲーム、コグトレ（認知機能トレーニング）

■若者Ｌａｂ
　 パソコン基礎、Microsoft office（Word、Excel、PowerPoint）、Excel応用、プログラミング、
　 AI、Adobeイラストレーター、動画プロデュース、3D-CADなど、特にＩＴに特化し本人の興味
   があることを学びます。オンライン受講可能なプログラムあり。詳しくはウェブサイトをご覧くだ
　 さい。

■サポート付き就労
   生活習慣が整い、働くエネルギーが高まれば、短時間の就労体験や簡単な仕事の請負
   など、徐々にステップアップし自立を目指します。

■ニュースレター：年２回発行

■若者たちによるフリーペーパー「げんきのかけら」：不定期発行

分類
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教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

支援内容

　月曜日～土曜日　８時３０分～１９時　※祝日、お盆、年末年始を除く

　概ね１５歳～３９歳

　蒲郡駅（ＪＲ・名鉄）から徒歩１５分

　■不登校・ひきこもり・ニートの若者、およびその保護者を対象に相談
　　・相談：本人、および保護者の方の相談
　　　　　　親子で対話がしづらくなっている状況に、第三者が関わることにより変化が
　　　　　　あります
　　・訪問：ひきこもり状態で本人が支援機関へ行けない場合、状況を判断し家庭訪問を
　　　　　　実施訪問によってゆるやかに関係構築を行い、情報提供をします

　■自立・就労へ向けてのプログラム、段階的に経験を積み重ねていける場や機会を提供
　　・合宿型支援：共同生活を通じて、基本的生活習慣や社会性を獲得
　　　　　　　　　仲間と一定期間を共に過ごし、協調性やコミュニケーション力を身に
　　　　　　　　　つけます
　　・職場体験：施設内作業（リサイクル資源回収、清掃、屋台運営など）の体験
　　　　　　　　　地域の協力企業にて職場見学・体験　就労体験を実施
　　・セミナー：ＳＳＴ(コミュニケーションセミナーなど）座学の実施
　　・グループ活動：スポーツや季節毎のイベントなどの実施
　　　　　　　　　　　楽しいことも含め経験していく、体感します
　　・就労支援：キャリアカウンセリング等の実施

  ※通所利用も可能です

特定非営利活動法人青少年自立援助センター北斗寮

　〒４４３‐００２２　蒲郡市三谷北通５‐１４１

　０５３３‐６８‐８７５６ ＦＡＸ

　あり

　心理カウンセラー、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、教員

　地域による利用制限なし

　来所相談５，０００円／回　訪問登録料 ５０，０００円＋訪問料 ２０，０００円＋交通費／回　など　

　まずは電話でご相談ください。

　http://www.hokutoryo.com
▲ウェブサイトＱＲコード

　０５３３‐６８‐８７５６

　hokuto7star2000jp@yahoo.co.jp

分類
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教育 福祉
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

川の会

　【事務局】　　 〒４４６‐００２６　安城市安城町社口堂１２６‐２ （藤川方）
　【活動場所】　〒４４６‐００４１　安城市桜町３‐１８‐２１８

　０９０‐９８９８‐０４１０ ＦＡＸ

　近隣の有料駐車場等をご利用ください。

　高校教員、社会福祉士、精神保健福祉士

　西三河地域

　参加費１００円／回

　電話またはメールでご相談ください。

▲ウェブサイトＱＲコード

　０５６６‐７４‐９０１６

　kawanokai243kawa@gmail.com

　https://kawanokai243kawa.jimdofree.com/

支援内容

　随時メールにて受付

　中学生～親世代の参加もＯＫ

　ＪＲ安城駅から徒歩１０分

　　不登校やひきこもりの経験者の自助団体として活動しています。
　　世間という大海原を漕いでいくときに、あそこに行ったら仲間がいる、ちょっと休める、
   修理もできるという居場所でありたいと思います。
 
　　若者と一緒に過ごすのが好きというボランティアが運営を補助しています。
　 楽しい時間を過ごすことを大切にし、「やりたいな」というつぶやきを形にしています。
 
　■現在の参加者（若者・ボランティア）の様子
　　　年　 齢　１４歳～７０歳程度
　　　男女比　男性２：女性３程度
　　　経験値　ひきこもり歴あり　不登校経験あり　ゲーム経験豊富　学歴・職歴いろいろ

　■最近の活動
　　　ボードゲーム・ＴＲＰＧ（クトゥルフ神話など）・お菓子作り・カラーセラピー・ヨガ・
      塗り絵　など

　　家から出られないけれど、関わりは持ってみたい、という仲間とつながるために、絵葉書を
　送る活動をしています。仲間から手書きの絵はがきを定期的に送ります。

分類
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教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他 ○

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場 　あり

支援内容

　営業時間  月～金曜日　１０時～２１時 　　  　土曜日　１０時～１７時２０分
　受付時間　月～土曜日　９時～１８時（完全予約制）

　年齢による制限なし

　・JR三河安城駅から徒歩８分（二本木公民館西側）
　・ご自宅をはじめ、必要な場所へ訪問させていただきます。

　■「さんぽ幸せ研究所」では、以下の対人援助サービスを行っています。

　① 当所のカウンセリングルームへの来訪、もしくは訪問（ご自宅など）による相談支援
　② 各種の支援プログラムのご提供
　　（例）・心地よい親子関係のコツを学ぶ「ペアレントトレーニング」
　　　　　・ひきこもりの方の親・家族を対象としたプログラム
　　　　　・不眠改善のための認知行動療法のプログラム（ＣＢＴ－Ｉ）
　③ 研修・ワークショップの開催

　■不登校のお子さんやひきこもりの方の支援だけではなく、さまざまな悩みや困りごとを
　　抱えている方々に、カウンセリング等の支援をご提供させていただいています。

　■特にお子さんや若者への支援に関しては、一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、
　　その成長を支えていくアプローチを大切にしています。

　■国家資格（社会福祉士、公認心理師）を持つ担当者が、支援をさせていただきます。

　■担当者は対人援助の現場に20年以上携わってきた男性で、大学の講師やスクール
　　カウンセラーとしても活動しています。

　■お問い合わせは無料です。お気軽にお声かけください。

　社会福祉士、公認心理師、日本心理学会認定心理士

　西三河地域（全域）、東三河地域と名古屋市（一部）

　６０分　８，０００円／回　　　８０分　１０，０００円／回　（お問合せは無料です。）

　事前に電話かメールにてご予約をお願いします。（部屋番号はその際にお伝えします）

カウンセリングとソーシャルワークのさんぽ幸せ研究所

　〒４４６‐００５９　愛知県安城市三河安城本町１丁目１５－１　マイコート三河安城

　０８０‐８４７８‐２９６５ ＦＡＸ

　sanpohappy@gmail.com

▲ウェブサイトＱＲコード
　http://www.sanpohappy.com

分類
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 その他の相談窓口                                              

 

 

■ＳＮＳを使った相談               

 あいちこころのサポート相談  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/kokoronosapo-to-line.html 

問合せ：愛知県医務課こころの健康推進室 

電話：０５２-９５４-６６２１ 

 

■愛知県発行の支援機関ガイドブック    

「あだーじょ」～ひきこもり支援関係団体ガイドマップ～  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/adajo.html 

 問合せ：愛知県精神保健福祉センター    電話：０５２-９６２-５３７７ 

 

■名古屋市発行の支援機関ガイドブック    

名古屋ひきこもり支援ガイドマップ      https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000040239.html 

問合せ：名古屋市精神保健福祉センター 電話：０５２-４８３-２０９５ 

 

   

相談機関・内容 電話番号等 相談日、相談時間、ＵＲＬ 

２４時間子供ＳＯＳダイヤル（文部科学省） 

いじめ、その他に関する子どもや保護者の相談全般 

０１２０-０-７８３１０ 毎日 ２４時間 

児童相談所虐待対応ダイヤル（厚生労働省） 

虐待に関する相談 

１８９  毎日 ２４時間 

※電話は近くの児童相談所につながります。 

教育相談こころの電話（県教育・スポーツ振興財団） 

いじめや不登校、学校生活などに関する相談 

０５２-２６１-９６７１ 毎日（年末年始を除く） 

１０時～２２時 

チャイルドラインあいち 

１８歳までの子どもがかける相談電話 

０１２０-９９-７７７７ 毎日（年末年始を除く） 

１６時～２１時 

子どもの人権１１０番（法務省） 

いじめ、虐待、人権侵害などに関する相談 

０１２０-００７-１１０ 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

８時３０分～１７時１５分 

ヤングテレホン（愛知県警察） 

少年（２０歳未満）の悩みごとに関する相談全般 

０５２-７６４-１６１１ 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

９時～１７時 

被害少年相談電話（愛知県警察） 

犯罪、いじめ、虐待などの被害に関する相談 

０１２０-７８６７-７０ 

※緊急の時は１１０番 

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

９時～１７時 

在宅療養者向けこころの相談窓口（愛知県） 

新型コロナウイルスに関するこころの相談 

０５２—９６２—５３７７ 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

９時～１２時、１３時～１６時３０分 

毎日 ２０時～２４時（２３時３０分最終受付） 

月曜日 ０時～８時（７時３０分最終受付） 

○右のＱＲコードから「フォロー」「友だち登録(LINE)」をしてください。 

twitter Facebook LINE 

ID:@aichi_soudan     ID:@aichi.soudan     ID:aichi_soudan 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/kokoronosapo-to-line.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/adajo.html
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000040239.html


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈谷市子ども・若者支援機関マップ 

令和４年９月発行  

発行  刈谷市子ども・若者支援地域協議会  

編集  刈谷市教育委員会生涯学習課  

         〒448-8501 刈谷市東陽町１丁目１番地  

電話  0566-62-1036 

メール  syougai@city.kariya.lg.jp  

 

*ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  


