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【掲載されている情報について】

○第３部では、青年期サポートに関連する機関・団
体を知ることを目的に編集会議にて、県内の情報
を中心に整理を試みました。

○掲載されている主な社会資源は、サポートする際に
役立てるよう、編集委員が収集したものとなります。

○実際の利用・相談については当該団体へお問合せ
ください。
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青 少 年 相 談

・ひきこもり、いじめ、不登校等についての相談に応じています。
名　　　称 電　　話 住　　所

神奈川県青少年サポートプラザ
対象年齢 39歳まで 045‒242-8201 横浜市西区紅葉ヶ丘9‒1

県立青少年センター

神奈川県西部青少年サポート相談室
対象年齢 39歳まで 0465‒35‒9527 小田原市城山1‒6‒32

Sビル2階

横浜市青少年相談センター
対象年齢 概ね15歳から40歳未満 045‒260‒6615 横浜市南区

浦舟町3‒44‒2

よこはま東部ユースプラザ
対象年齢 概ね15歳から40歳未満 045‒642‒7001 横浜市鶴見区

鶴見中央3‒23‒8

よこはま西部ユースプラザ
対象年齢 概ね15歳から40歳未満 045‒334‒3041 横浜市保土ヶ谷区

天王町1‒30‒17

よこはま南部ユースプラザ
対象年齢 概ね15歳から40歳未満 045‒761‒4313

横浜市磯子区西町12‒1
根岸駅前第二共同ビル2階
206・208号室

よこはま北部ユースプラザ
対象年齢 概ね15歳から40歳未満 045‒948‒5503

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

川崎市児童・青少年電話相談
対象年齢 18歳未満 044‒542‒1567 川崎市幸区鹿島田1082‒3

相模原市青少年相談センター
対象年齢 就学前から19歳以下

042‒752‒1658（相談専用）
042‒755‒2552
（ヤングテレホン相談）

相模原市中央区中央3‒13‒13

相模原市青少年相談センター南相談室
対象年齢 就学前から19歳以下 042‒749‒2177 相模原市南区相模大野5‒31‒1

〈南区合同庁舎別棟内〉

相模原市青少年相談センター
相模湖相談室
対象年齢 就学前から19歳以下

042‒682‒7020 相模原市緑区与瀬896

相模原市青少年相談センター
城山相談室
対象年齢 就学前から19歳以下

042‒783‒6188　 相模原市緑区久保沢1‒3‒1

代表的な相談窓口1
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名　　　称 電　　話 住　　所
横須賀市青少年相談
対象年齢 概ね20歳まで 046‒823‒3152（青少年相談） 横須賀市小川町16

はぐくみかん5階

平塚市青少年相談室
対象年齢 原則として6歳から20歳未満

0463‒34‒7311（青少年相談）
0463‒33‒7830
（ヤングテレホン相談）

平塚市見附町15‒1
平塚市民センター2階

鎌倉市教育センター相談室
対象年齢 幼児から青少年 0467‒24‒3386（相談専用） 鎌倉市御成町18‒35

藤沢市青少年相談
対象年齢 20歳未満 0466‒50‒3569 藤沢市朝日町1‒1

小田原市青少年相談センター
対象年齢 30代まで 0465‒23‒1481 小田原市城山4‒2‒11

茅ヶ崎市青少年教育相談室

0467‒86‒9963
（青少年相談・一般教育相談）
0467‒82‒7868
（いじめ電話相談）
0467‒57‒1230（心の電話相談）

茅ヶ崎市十間坂3‒5‒37

秦野市こども家庭相談班
対象年齢 概ね30歳まで 0463‒82‒5273 秦野市緑町16‒3

（秦野市保健福祉センター内）

厚木市青少年教育相談センター
046‒221‒8080（教育相談）
046‒223‒6693
（ヤングテレホン）

厚木市中町3‒16‒1

大和市青少年相談室
対象年齢 30歳まで

046‒261‒7830
（親と子の相談電話）
046‒260‒5034
（不登校相談電話）
046‒260‒5040
（ヤングテレホン）

大和市中央1‒5‒14

伊勢原市青少年相談室
対象年齢 20歳未満

0463‒94‒1030（青少年相談）
0463‒96‒0800（ヤングテ
レホン）

伊勢原市田中316‒1

海老名市青少年相談センター
対象年齢 20歳未満

046‒234‒8700（相談専用）
046‒234‒8762
（こども専用ダイヤル）

海老名市上郷474‒4

座間市青少年相談室
対象年齢 小学生から30歳未満 046‒256‒0907 座間市立野台1‒1‒4

南足柄市青少年育成センター 0465‒72‒1329 南足柄市関本440

綾瀬市青少年相談室
対象年齢 概ね16歳から29歳 0467‒77‒7830 綾瀬市早川550

湯河原町青少年相談室 0465‒63‒6300 足柄下郡湯河原町
中央２‒21‒３
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児 童 相 談 所

・児童福祉法に基づき、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応
じる機関です。

・児童福祉司、児童心理司、医師、児童指導員、保育士等の専門職チー
ムにより業務を行っており、必要に応じ、児童の一時保護、児童福祉
施設入所・里親等委託等の措置を実施しています。
名　称 地　域 電　話 住　　所

横浜市中央 鶴見区、神奈川区、
西区、中区、南区 045‒260‒6510 横浜市南区浦舟町3‒44‒2

横浜市西部 保土ケ谷区、旭区、
泉区、瀬谷区 045‒331‒5471 横浜市保土ケ谷区川辺町5‒10

横浜市南部
港南区、磯子区、
金沢区、戸塚区、
栄区

045‒831‒4735 横浜市磯子区洋光台3‒18‒29

横浜市北部 港北区、緑区、
青葉区、都筑区 045‒948‒2441 横浜市都筑区茅ケ崎中央32‒1

川崎市中央 川崎市・幸区・中原区 044‒542‒1234 川崎市幸区鹿島田1‒21‒9

川崎市中部 高津区・宮前区 044‒877‒8111 川崎市高津区末長276‒5

川崎市北部 多摩区・麻生区 044‒931‒4300 川崎市多摩区生田7‒16‒2

相 模 原 市 相模原市 042‒730‒3500 相模原市中央区淵野辺2‒7‒2

横 須 賀 市 横須賀市 046‒820‒2323 横須賀市小川町16

県 中 央
平塚市、藤沢市、
茅ヶ崎市、高座郡、
中郡

0466‒84‒1600 藤沢市亀井野3119

県鎌倉三浦地域 鎌倉市、逗子市、
三浦市、三浦郡 046‒828‒7050 横須賀市日の出町1‒4‒7

県 小 田 原
小田原市、
南足柄市、
足柄上郡、足柄下郡

0465‒32‒8000 小田原市荻窪350‒1

県 厚 木

秦野市、厚木市、
伊勢原市、海老名市、
座間市、綾瀬市、
愛甲郡

046‒224‒1111 厚木市水引2‒3‒1

県県北地域 大和市 042‒750‒0002 相模原市中央区淵野辺2‒7‒2

※県の児童相談所については、平成26年4月1日より再編され、「県北地域」が廃止。↗
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↘※「平塚」（地域：平塚、秦野、伊勢原、中郡）が新設されます。
　平成26年４月１日以降は以下のように変更になります（変更点のみ記載）。

名　称 地　域 電　話 住　　所
県 中 央 藤沢市、茅ケ崎市、大和市、高座郡 同上 同上

県 厚 木 厚木市、海老名市、座間市、
綾瀬市、愛甲郡 同上 同上

県 平 塚 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡 0463‒73‒6888 平塚市中原３‒１‒６

福 祉 事 務 所

・福祉事務所は、生活保護法をはじめとした、いわゆる福祉六法（生活
保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者
福祉法及び知的障害者福祉法）（※県福祉事務所は福祉三法（生活保護
法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法）を所管）に定める援護、育成
又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。

問合先 「11. 市区町村福祉事務所一覧」参照（P128）

かながわ子ども・若者総合相談センター

・子どもや若者（おおむね30代まで）が抱えるさまざまな悩みについて
の一次相談窓口です。教育・福祉・警察等の職員の他に、臨床心理士、
精神保健福祉士、社会福祉士、キャリアカウンセラー等が相談をお受
けしています。複数の課題を抱えたケースや困難事例については、県
や市町村の専門機関などに丁寧に橋渡しをしていきます。

・神奈川県青少年相談センター内に設置されています。

電話 045‒242‒8201

よりそいホットライン

・生活や暮らしに関する相談、DVなどの女性の相談、つらい気持ちを
聞いてほしいとき等の相談電話です。24時間、通話無料です。

・一般社団法人社会的包摂サポートセンターが運営しています。

電話 0120‒279‒338
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代表的な相談窓口

●福祉事務所
・福祉事務所は、生活保護法をはじめとした、いわゆる福祉六法（生活
保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者
福祉法及び知的障害者福祉法）（※県福祉事務所は福祉三法（生活保護
法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法）を所管）に定める援護、育成
又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。

問合先 「11. 市区町村福祉事務所一覧」参照（P128）

●児童相談所（18歳未満）
・児童福祉法に基づき、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応
じる機関です。

・児童福祉司、児童心理司、医師、児童指導員、保育士等の専門職チー
ムにより業務を行っており、必要に応じ、児童の一時保護、児童福祉
施設入所（乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設等）・里親等委託
等の措置を実施しています。

問合先 「１．代表的な相談窓口」参照（P82）

福祉的な貸付の相談

●社会福祉協議会
・都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉
協議会が窓口となり、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支
えるとともに、資金の貸付と必要な相談支援を行うことによって、そ
の世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした「生活福祉
資金貸付制度」を実施しています。

生活困難なときの
支援機関を知りたい2
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・本制度は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞ
れの世帯の状況と必要に合わせた資金（たとえば、就職に必要な知識・
技術等の習得や高校、大学等への修学等）の貸付けを行っています。

問合先
現在の住所を所管する市区町村社会福祉協議会
〔「11. 市区町村社会福祉協議会一覧」参照（P130）〕

民間相談窓口

●神奈川県社会福祉協議会かながわライフサポート事業
・「生活不安」や「社会的孤独や孤立」といった、さまざまな複合化した
生活課題を抱えながら、制度に結びついていない、あるいは制度を知
らず、または生活困窮から必要なサービスを受けられないなど支援を
必要とする方に対して、コミュニティソーシャルワーカーによる相談
支援を行います。

神奈川県社会福祉協議会　福祉サービス推進部ライフサポート担当

電　話 045‒311‒8753

URL http://knsyk.jp/

●（一社）インクルージョンネットよこはま
・経済的な問題、社会的な関係をめぐる問題、家族関係をめぐる問題、
精神保健をめぐる問題など、さまざまな困難を複合的に抱える問題に
対して包括的・継続的な支援に取り組んでいます。

電　話 045‒628‒9119

URL http://inclusion‒net.jp/

●（特非）湘南ライフサポートきずな
・湘南地域を中心に、失業・多重債務・高齢・傷病・ドメスティックバ
イオレンス等、生活困窮に至るさまざまな問題を抱えている野宿や野
宿になる恐れのある人を対象とした総合相談に取り組んでいる他、緊
急避難の受け皿としてシェルターを運営している団体です。

電　話 （フリーダイヤル）0120‒348‒814

URL http://www.geocities.jp/sls_kizuna/
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債務に関する相談をしたい

● 日本司法支援センター（通称、法テラス）（神奈川、川崎、小田原、
コールセンター）

・法テラスは、国によって設立された、借金、相続、男女トラブル、労
働等の法的トラブル解決のための総合案内所になります。

名　　称 電　話 住　　所

法テラス神奈川 0503383‒5360 横浜市中区山下町２
産業貿易センタービル10階

法テラス川崎 0503383‒5366 川崎市川崎区駅前本町11‒１
パシフィックマークス川崎ビル10階

法テラス小田原 0503383‒5370 小田原市本町１‒４‒７
朝日生命小田原ビル５階

法テラスコールセンター 0570‒078374

●その他の相談窓口
〈県多重債務相談〉

名　　称 電　話
生活再建支援相談（かながわ生活支援相談センター） 045‒312‒1881

〈消費生活相談センター〉
名　　称 電　話 住　　所

かながわ中央消費生活センター 045‒311‒0999 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

横浜市消費生活総合センター 045‒845‒6666 横浜市港南区上大岡西１－６－１
ゆめおおおかオフィスタワー４階

川崎市消費者行政センター 044‒200‒3030 川崎市川崎区砂子１－８－９
川崎御幸ビル５階

相模原市北消費生活センター 042‒775‒1770 相模原市緑区橋本６－２－１
JR橋本駅北口イオン橋本店６階

相模原市相模原消費生活センター 042‒776‒2511 相模原市中央区相模原１－１－３
JR相模原駅セレオ相模原４階

相模原市南消費生活センター 042‒749‒2175 相模原市南区相模大野５－31－１
南区合同庁舎３階

横須賀市消費生活センター 046‒821‒1314 横須賀市本町２－１　横須賀市立総合福祉会館２階

平塚市消費生活センター 0463‒21‒7530 平塚市八重咲町３－３　JAビルかながわ２階
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名　　称 電　話 住　　所
鎌倉市消費生活センター 0467‒24‒0077 鎌倉市御成町18－10　鎌倉市役所内

藤沢市消費生活センター 0466‒25‒1111 藤沢市朝日町１－１　藤沢市役所内

小田原市消費生活センター 0465‒33‒1777 小田原市荻窪300　小田原市役所内

茅ヶ崎市消費生活センター 0467‒82‒1111 茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１　茅ヶ崎市役所内

逗子市生活安全課 046-873-1111 逗子市逗子５－２－16　逗子市役所内

三浦市市民部市民協働課
（消費生活相談） 046-882-1111 三浦市城山町１－１　三浦市役所内

秦野市消費生活センター 0463‒82‒5181 秦野市桜町１－３－２　秦野市役所内

厚木市消費生活センター 046‒294‒5800 厚木市栄町１－16－15　厚木商工会議所会館４階

大和市消費生活センター 046‒260‒5120 大和市下鶴間１－１－１　大和市役所内

伊勢原市消費生活センター 0463‒95‒3500 伊勢原市田中348　伊勢原市役所内

海老名市消費生活センター 046‒292‒1000 海老名市勝瀬175－１　海老名市役所内

座間市消費生活センター 046‒252‒8490 座間市緑ケ丘１－１－１　座間市役所内

南足柄市消費生活センター 0465‒71‒0163 南足柄市関本440　南足柄市役所内

綾瀬市消費生活センター 0467‒70‒3335 綾瀬市早川550　綾瀬市役所内

葉山町町民サービス課 046-876-1111 三浦郡葉山町堀内2135　葉山町役場内

寒川町町民窓口課 0467‒74‒1111 高座郡寒川町宮山165　寒川町役場内

〈横浜弁護士会　無料多重債務相談〉
名　　称 電　話 住　　所

横浜駅西口法律相談センター 045‒620‒8300 横浜市神奈川区鶴屋町２‒23‒２
TSプラザビル４階

川崎法律相談センター 044‒223‒1149 川崎市川崎区駅前本町３‒１
NOF川崎東口ビル11階

小田原法律相談センター 0465‒24‒0017 小田原市本町１‒４‒７　朝日生命小田原ビル２階

横須賀法律相談センター 046‒822‒9688 横須賀市日の出町１‒５　ヴェルクよこすか３階

相模原法律相談センター 042‒776‒5200 相模原市中央区富士見６‒11‒17

海老名法律相談センター 046‒236‒5110 海老名市上郷485　海老名市商工会館２階
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〈県司法書士会　無料多重債務相談〉
名　　称 電　話 住　　所

総合相談センターかながわ相談室
（横浜地区・面接相談） 045‒641‒1439 横浜市中区吉浜町１

司法書士会館

神奈川県司法書士会本部（横浜地区・電話相談） 045‒641‒1389

神奈川県司法書士会本部（川崎地区・面接相談） 045‒641‒1439 川崎市中原区下沼部1763

神奈川県司法書士会本部（川崎地区・電話相談） 045‒641‒1389

〈関東財務局横浜財務事務所　多重債務者向け無料相談窓口〉
名　　称 電　話 住　　所

関東財務局横浜財務事務所 045‒681‒0931 横浜市中区北仲通５‒57

雇用保険・第２のセーフティネット

●雇用保険

ねらい

「雇用保険」の基本手当（いわゆる失業手当）は、雇用保険の被保険者
（雇用保険に加入している労働者）が離職した場合において、失業中の
生活を心配しないで新しい仕事を探し、一日も早く再就職することが
できるようにすることを目的とした制度です。

窓口 ハローワーク〔「３．仕事を探したい」参照（P94）〕

●職業訓練受講給付金（求職者支援制度）

ねらい
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない人に対し、ハローワークが
無料の職業訓練を支援し、積極的に就労支援を行う制度です。一定の要
件を満たす人には、訓練を受けやすくするための給付金が支給されます。

窓口 ハローワーク〔「３．仕事を探したい」参照（P94）〕
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●住宅支援給付

ねらい

住宅支援給付は、就労能力と就労意欲のある離職者のうち、住宅を失っ
た、または失う恐れのある人を対象として、住宅の確保（住宅喪失の予
防）と再就職の支援を目的とした制度です。地方自治体の家賃のための
支給を受けることができます。

窓口
申請は、現在の住所（住所がない場合は新しく賃貸住宅を確保しようと
する地域）を所管する市町村です。福祉事務所がない町村の場合は都道
府県の住宅支援給付担当窓口。

●総合支援資金貸付

ねらい

総合支援資金貸付は、失業などにより日常生活全般に困難を抱えてい
る人を対象として、生活の立て直しや経済的自立を支援する制度で
す。市町村や社会福祉協議会、ハローワークなどによる支援を受けな
がら、社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金などのための
資金や、生活資金などの貸付を受けることができます。

窓口
現在の住所を所管する市区町村社会福祉協議会
〔「11. 市区町村社会福祉協議会一覧」参照（P130）〕

●臨時特例つなぎ資金貸付

ねらい

離職などに伴って住居を失い、その後の生活維持が困難な離職者に対
しては、その状況に応じて失業等給付、住宅支援給付、総合支援資金貸
付、生活保護などの公的な給付や貸付による支援制度があります。し
かし、こうした公的な給付・貸付などは、申請から資金の交付まで若干
の時間を要します。臨時特例つなぎ資金貸付は、申請者がその間の生
活に困窮することがないよう、社会福祉協議会から、当面の生活費の貸
付を受けることができる制度です。

窓口
新しく賃貸住宅を確保しようとする地域の市区町村社会福祉協議会
〔「11. 市区町村社会福祉協議会一覧」参照（P130）〕
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生活費の援助を受けたい

●生活保護
・病気やケガ等の理由により働けなくなり、何らかの事情のため生活が
苦しくなった場合、困っている状況に応じて最低限度の生活を保障し
ながら、生活を支えられるように「生活保護」を利用したいとき

問合先 「11. 市区町村福祉事務所一覧」参照（P128）

制度目的
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じ
て必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障すると
ともに、自立を助長することを目的としています。

保護の種類と内容
　以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支
給されます。

生活を営む上で生じる費用 扶助の種類

日常生活に必要な費用（食費・被服費・光熱費等） 生活扶助

アパート等の家賃 住宅扶助

義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助

医療サービスの費用 医療扶助

介護サービスの費用 介護扶助

出産費用 出産扶助

就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助

葬祭費用 葬祭扶助
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ホームレス状態であり、住まいについて相談したい

●生活に困窮し緊急に住む場所を探しているとき

「11. 市区町村福祉事務所一覧」参照（P128）

●外国につながる方で住むことに困っているとき
・住居の確保が難しい外国人を対象に、協力不動産の紹介や入居後の相
談に応じている団体です。

名　　称 電　話 住　　所

（特非）かながわ外国人すまいサポートセンター 045‒228‒1752 横浜市中区常盤町１‒７
横浜YMCA２階

15歳から20歳未満で就労自立を目指す自立援助ホーム

●自立援助ホーム
・自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）は、義務教育を終了した20
歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所した人又はその他の都
道府県知事が必要と認めた人に対し、こうした児童が共同生活を営む
住居（自立援助ホーム）において、相談その他の日常生活上の援助、
生活支援、就業の支援等を行う事業です。

利用方法 児童相談所を通じて利用〔「１．代表的な相談窓口」参照（P82）〕

子ども同伴で自立を目指す母子生活支援施設

・18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離
婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと
一緒に利用できる母子生活支援施設。さまざまな事情で入所されたお
母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を
進めながら、自立を支援する施設になります。

利用方法 福祉事務所を通じて利用「11. 市区町村福祉事務所一覧」参照（P128）
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DV・暴力に関する相談

●主な公的相談窓口
名　　称 電　話

県配偶者暴力相談支援センター
045‒313‒0745

【週末ホットライン】
045‒451‒0740

県配偶者暴力相談支援センター多言語相談 050‒1501‒2803

県配偶者暴力相談支援センター男性被害者相談 045‒313‒0745

横浜市DV相談支援センター 045‒671‒4275

川崎市男女共同参画センター　女性のための総合相談 044‒811‒8600

川崎市人権オンブズパーソン 044‒813‒3111

相模原市配偶者暴力相談支援センター 042‒772‒5990

神奈川県警察「女性・子どものための相談」 045‒651‒4473

神奈川県警「少年相談・保護センター」 0120‒457867
045‒641‒0045

※緊急時は「110番」

●主な民間相談窓口
名　　称 電　　話

（特非）かながわ女のスペースみずら 045‒451‒3776

（特非）女性・人権支援センターステップ

（毎週金曜）
045‒227‒7870
（DV加害者更生プログラム専用窓口）
080－5530－8047

（一社）神奈川人権センター
「DVに悩む男性のための電話相談」 045‒758‒0918

（特非）子どもセンターてんぽ（10代後半） 050‒1323‒3089
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シェルター機能を有する施設の種類

　ここでは緊急的な居場所としてシェルター機能のある施設の種類を参考ま
でに紹介します。

・緊急一時宿泊事業（シェルター）
路上生活をしていた方に対して、緊急一時的な宿泊場所を提供し、自立
を支援する事業です。

・ホームレス自立支援センター
路上生活をしていた方に対して、宿所及び食事を提供すると共に、生活
相談・支援、職業相談・紹介等を行うことにより、就労による自立の支
援等を行う施設です。

・無料低額宿泊所
生活困窮の方に対して、無料又は低額な料金で宿泊所その他施設を利用
いただく施設です。

・婦人保護施設
売春防止法に基づく課題や、社会生活を営む上で問題を抱えている女
性、又は配偶者からの暴力の被害者も保護の対象としています。入所に
よる保護と、生活・就労等の支援を行う施設です。福祉事務所及び県立
女性相談所を通じて利用します。

・婦人相談所・一時保護所
売春防止法に基づく問題や配偶者からの暴力等、社会生活を営む上で困
難な課題があり、緊急に保護することが必要な女性を一時的に保護する
施設です。入居者の安全・安心の確保と共に医学的・心理的支援を行い
ます。

・更生保護施設
刑務所の満期出所の人や、保護観察中の仮出所の人に、退所直後の食事
や宿泊、就労相談等を行う施設です。

・自立準備ホーム
あらかじめ保護観察所に登録されたNPO法人、社会福祉法人等が、そ
れぞれの特徴を生かして自立に向けた生活支援等を行う施設です。

・子どもシェルター
児童虐待などのため家庭などに安心して生活できる居場所がない十代後
半の子どもの緊急避難先としてのシェルターです。
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就職に向けた相談をしたい

●ハローワーク
・ハローワークの窓口では、就職に関するさまざまな相談に応じていま
す。

・ハローワークによっては、障害のある方、外国につながる方専用の相
談窓口があります。

名　称 電　話 住　　　所
ハローワーク横浜 045‒663‒8609 横浜市中区本町３－30

横浜港労働出張所

事業課（万国橋庁舎） 045‒201‒2031 横浜市中区海岸通4－23

業務課（寿町庁舎） 045‒681‒0164 横浜市中区寿町4－14

ハローワーク港北 045‒474‒1221 横浜市港北区新横浜３‒24‒６
横浜港北地方合同庁舎１階

ハローワーク戸塚 045‒864‒8609 横浜市戸塚区戸塚町3722

ハローワーク横浜南 045‒788‒8609 横浜市金沢区寺前１‒９‒６

ハローワーク川崎 044‒244‒8609 川崎市川崎区南町17‒２

ハローワーク川崎北 044‒777‒8609 川崎市高津区久本３‒５－７　新溝ノ口ビル４階

ハローワーク横須賀 046‒824‒8609 横須賀市平成町２‒14‒19

ハローワーク藤沢 0466‒23‒8609 藤沢市朝日町５‒12　藤沢労働総合庁舎

ハローワーク平塚 0463‒24‒8609 平塚市松風町２‒７

ハローワーク小田原 0465‒23‒8609 小田原市本町１‒２‒17

ハローワーク相模原 042‒776‒8609 相模原市中央区富士見６‒10‒10
相模原地方合同庁舎１階

ハローワーク厚木 046‒296‒8609 厚木市寿町３‒７‒10

ハローワーク大和 046‒260‒8609 大和市深見西３‒３‒21

ハローワーク松田 0465‒82‒8609 足柄上郡松田町松田惣領2037

仕事を探したい・
職業訓練を受けたい3
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●若者サポートステーション
・働くことに悩みを抱えている15歳～39歳までの若者に対し、キャリ
ア・コンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓
練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などにより、就
労に向けた支援を行っています。

名　称 電　話 住　所 運営団体・URL

よこはま若者サポート
ステーション 045‒290‒7234

横浜市西区
北幸１‒11‒15
横浜STビル３階

（特非）ユースポート横濱
http://www.youthport.
jp/saposute/

湘南・横浜若者サポー
トステーション 0467‒42‒0203

鎌倉市小袋谷
１‒６‒１
２階・３階

㈱K２インターナショナル
http://k2-inter.com/sho
nan/

かわさき若者サポート
ステーション 044‒850‒2517 川崎市高津区

溝口１‒６‒10

（特非）育て上げネット
http://www.sodateage.
net/yss/kawasaki/

さがみはら若者サポー
トステーション 042‒703‒3861

相模原市緑区
西橋本６‒２‒１
シティプラザは
しもと６階
総合就職支援セ
ンター内

（特非）文化学習共同ネット
ワーク
http://parasute.jp/

ユースワークふじさわ 0466‒86‒5481
藤沢市本町１‒12
‒17
藤沢市労働会館内

㈱K２インターナショナル
http://k2-inter.com/fuji
sawa/

神奈川県西部若者サ
ポートステーション 0465‒32‒4115

小田原市城山１‒
６‒32
Sビル２階

（特非）子どもと生活文化協会
http://kanagawa-nishi-
supposta.com/

●かながわ若者就職支援センター
・若者の就職を支援するために神奈川県が設置・運営している施設で
す。併設ハローワークと連携して、キャリアカウンセリングから職業
紹介まで、就職に関するさまざまなサービスをワンストップで提供し
ており、30歳代までの仕事を探している人が利用できます。

名　　称 電　　話 住　　所
かながわ若者就職支援センター 045‒410‒3357 横浜市西区北幸１‒11‒15　横浜STビル５階
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●マザーズハローワーク
・子育てをしながら早期の就職を希望している方に対して、予約による
担当者制の職業相談・職業紹介、仕事と子育ての両立に関する情報提
供を行っています。

名　　称 電　　話 住　　所
マザーズハローワーク横浜 045‒410‒0338 横浜市西区北幸１‒11‒15　横浜STビル16階

●横浜新卒応援ハローワーク
・大学・大学院・短大・専修・高等専門・能力開発校の卒業年次の方、
およびこれらの学校を卒業後おおむね３年以内の方を対象に、職業相
談、紹介、応募書類（履歴書・エントリーシート）の添削適性診断、
面接対策などを行っています。

名　　称 電　　話 住　　所
横浜新卒応援ハローワーク 045‒312‒9206 横浜市西区北幸１‒11‒15　横浜STビル16階

● かながわキャリアアップハローワーク（神奈川非正規労働者総合支援
センター）

・派遣労働者をはじめとした非正規労働の方に安定した就職のためのさ
まざまな支援をワンストップで提供しています。

名　　称 電　　話 住　　所
かながわキャリアアップ
ハローワーク 042‒862‒0040 相模原市南区相模大野３‒11‒７

相模大野B＆Vビル５階・６階

●㈱フェアスタート
・児童養護施設、自立援助ホーム、シェルター等の社会的養護で育つ子
どもたち、または育った若者達を専門に就労支援を行う団体です。
名　　称 電　　話 住　　所

㈱フェアスタート 045‒319‒4675 横浜市中区翁町2‒8‒5　第一東里ビル306
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職業訓練を受けたい

●公共職業訓練
　県内において、管轄のハローワークへ受講の申し込みをする公共職業
訓練を紹介しています。

名　　称 電　　話 ホームページ
県立高等職業技術校
（カナガワ技術校ナビ）

045‒504‒2810（東部）
0463‒80‒3002（西部）

http://www.pref.kanaga
wa.jp/cnt/f368/

高齢・障害・求職者雇用支援機構
神奈川職業訓練支援センター
（ポリテクセンター関東）

045‒391‒2818 http://www3.jeed.or.jp/
kanagawa/poly/

横浜市中央職業訓練校 045‒664‒6825
http://www.city.yokoha
ma.lg.jp/keizai/koyo/syo
kkai/kunren0.html

国立職業リハビリテーションセンター
（障害をお持ちの方の訓練施設） 04‒2995‒1201 http://www.nvrcd.ac.jp/

問合先 ハローワーク〔「３．仕事を探したい」参照（P94）〕

●求職者支援訓練
　雇用保険を受給できない方（非正規労働者の方、自営業を廃業された
方、長期間失業状態にある方々など）を対象として、職業訓練によるス
キルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。専修・各種学
校、社会福祉法人などが高齢・障害・求職者雇用支援機構から認定を受
けて実施する職業訓練です。

問合先 ハローワーク〔「３．仕事を探したい」参照（P94）〕
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・学びたい人のために、あなたにあった学び方があります。
・働きながら勉強したい、勉強は苦手だけど高校卒業資格にチャレンジ
したい、不登校だったけれど高校では友達をつくって楽しく過ごした
い……そんな気持ちを持つ方のためのさまざまな学び方があります。

定時制高校

●主に公立
●かかる費用　　低め ★★★☆☆ 高め
・全日制の学校よりも遅い時間帯に少ない時間数でじっくり学んでいく
方法です。

・１日４時間程度、１週間に20時限程度を学び、基本は４年間で卒業する
時間設定になっています。以前は多くの学校が17時半頃からスタート
する夜間部のみでしたが、昼間部を持つ多部制の定時制高校も増えて
きています。多くの学校がクラブ活動や生徒会活動も実施しています。

●神奈川県立定時制高校一覧
〈定時制普通科〉

高校名 電　話 住　　所 開講形態
横浜翠嵐 045‒311‒4621 横浜市神奈川区三ツ沢南町１－１ 夜間

希望ケ丘 045‒391‒0061 横浜市旭区南希望ケ丘79－１ 夜間

横 須 賀 046‒851‒0120 横須賀市公郷町３－109 夜間

追 浜 046‒865‒4174 横須賀市夏島町13 夜間

茅 ヶ 崎 0467‒52‒2225 茅ヶ崎市本村３－４－１ 夜間

伊 勢 原 0463‒95‒2578 伊勢原市田中1008－３ 夜間

津 久 井 042‒784‒1053 相模原市緑区三ヶ木272‒１ 夜間

学びたい4
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〈単位制定時制普通科（フレキシブルスクールを含む）〉
高校名 電　話 住　　所 開講形態

川 崎 044‒344‒5821 川崎市川崎区渡田山王22－６ フレキ

湘 南 0466‒26‒4151 藤沢市鵠沼神明５－６－10 夜間

小 田 原 0465‒23‒1201 小田原市城山３－26－１ 夜間

厚 木 清 南 046‒228‒2015 厚木市岡田１－12－１ フレキ

相模向陽館 046‒298‒3455 座間市ひばりが丘３－58－１ 多部制

横 浜 明 朋
※平成26年４月開校予定 045‒836‒1680 横浜市港南区港南台９‒18‒１ 多部制

・フレキシブルスクール＝一定の範囲内で、全日制の授業の受講可能
・多部制＝午前部・午後部

〈定時制総合学科〉
高校名 電　話 住　　所 開講形態

磯 子 工 業 045‒761‒0251 横浜市磯子区森５－24－１ 夜間

向の岡工業 044‒833‒5221 川崎市多摩区堰１－28－１ 夜間

平 塚 商 業 0463‒31‒2385 平塚市中里50－１ 夜間

秦 野 総 合 0463‒82‒1400 秦野市南が丘１－４－１ 夜間

神奈川総合産業 042‒742‒6111 相模原市南区文京１－11－１ 夜間

●横浜市立定時制高校
高校名 電　話 住　　所 開講形態

横 浜 総 合 045‒744‒1900 横浜市南区大岡２‒29‒１ 三部制

戸 塚 045‒871‒0301 横浜市戸塚区汲沢２‒27‒１ 夜間

●川崎市立定時制高校
高校名 電　話 住　　所 開講形態

川 崎 044‒244‒4981 川崎市川崎区中島３‒３‒１ 二部制

商 業 044‒522‒0125 川崎市幸区戸手本町１‒150 夜間

川崎総合科学 044‒511‒7336 川崎市幸区小向仲野町５‒１ 夜間

橘 044‒411‒2640 川崎市中原区中丸子562 夜間

高 津 044‒811‒2555 川崎市高津区久本３‒11‒１ 夜間

●横須賀市立定時制高校
高校名 電　話 住　　所 開講形態

横須賀総合 046‒833‒4111 横須賀市久里浜６‒１‒１ 夜間
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通信制高校

●公立・私立
●かかる費用　　低め ★★☆☆☆ 高め
・自学自習を基本としてほとんど登校することなく高校卒業資格を取得
できる方法です。

・登録した教科についてのレポート（教科書の復習プリントのようなも
の）を提出すること、年間20日～25日のスクーリングに出席すること
（回数や日数が教科によってきめられています。）、テストを受けるこ
との３つの条件を満たすことで単位を修得することができます。

・学年のくくりはなく74単位以上を修得したところで高校卒業となりま
す（おおむね４年で卒業する人が多いようです）。以前はレポートを
郵送でやりとりする学び方が主流でしたが、現在はインターネットを
積極的に活用している学校もあります。

・ここでは、県内公立２校を掲載しています。
学校名 電　話 住　　所

県立横浜修悠館高校 045‒800‒3711 横浜市泉区和泉町2563

県 立 厚 木 清 南 高 校 046‒228‒2015 厚木市岡田１‒21‒１

技能連携校・サポート校

●主に私立
●かかる費用　　低め ★★★★★ 高め
・高校は卒業したいけれど自学自習は自身がない・・という人を学習
面・生活面・精神面でサポートする教育機関です。

・全日制クラス学習を実施しているところや自分が登校できる時に授業
を受ける個別学習を実施しているところなど、いろいろな形態の学校
が存在します。

・いずれも少人数制クラスを採用しているところが多く、多くの学校が
不登校経験のある人や学び方に配慮が必要な人、転入・転籍の相談に
応じています。

・細やかな指導が特徴ですが、私立や各種学校の扱いになるため学費は
高めです。
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●技能連携校
　都道府県の教育委員会から指定を受けた教育施設です。通信制の制度
を利用しながら工業・商業・農業などの専門科目と英語や国語などの一
般科目を同時に学び、３年間で高校卒業資格を取得します。全日制の形
態をとっているところが一般的です。

●サポート校
　通信制の学校に通う生徒について学習やレポートの管理などをサポー
トし３年間で確実に卒業するための民間の教育施設です。学習塾や専門
学校、通信制高校などさまざまな母体がそれぞれの特徴を生かして運営
しています。

中途退学者募集・再入学制度

●神奈川県教育委員会　総合教育センター転編入学情報センター
〈中途退学者募集を実施する高校〉

名　　称 電　話 住　　所
県立神奈川総合高校
（単位制普通科個性化コース） 045‒491‒2000 横浜市神奈川区平川町19‒２

県立横浜桜陽高校
（単位制普通科） 045‒862‒9343 横浜市戸塚区汲沢973番地

県立川崎高校
（単位制普通科） 044‒344‒5821 川崎市川崎区渡田山王町22‒６

県立厚木清南高校
（単位制普通科） 046‒228‒2015 厚木市岡田１‒12‒１

●高等学校中退者向け情報
・高校を中途退学した方々の、「仕事に就いて働きたい」「再び高校で学
びたい」という希望を支援するため、県では情報提供を行っていま
す。また、心の問題や生活の面についての相談窓口を設けています。

『高等学校中退者向け情報』（県）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6919/
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高等学校卒業程度認定試験

●かかる費用　　低め ★☆☆☆☆ 高め
・試験を受けることで高校卒業と同等の学力があるという証明を取得す
る方法です。

・高校卒業程度認定試験に合格することで高校を卒業しなくても、大学
や専門学校の受験資格を得ることができます。就職試験でも高校卒業
と同等の扱いをする会社が増えてきています。

・16歳以上であれば、だれでも受験することができ、最大８科目に合格
すれば資格が取得できます。

・高校卒業認定試験の合格は高校卒業資格と全く同じというわけではあ
りません。多くの学校や企業が同等のものとして扱っていますが、目
指す進路によっては注意が必要です。

・受験日程等については文部科学省のホームページにて掲載されています。

『文部科学省 高等学校卒業程度認定試験』
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

義務教育を卒業するということ～学校選びのポイント～

　義務教育を修了して高等学校の課程に入学するということは、より自由に
自分に必要な学びができるということです。各学校の特徴を把握して自分の
希望する学び方に近いものを選びましょう。学校の情報を把握し自分の気持
ちを確認しておくことで充実した気持ちで学習することができますし、入学
後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

★ 学習内容（授業の特徴　自分の関心があることが学べるか　取れる資格は
あるか）
★登校形態（どれくらいの頻度で登校するのか）
★所在地・通学時間（通信制の場合はスクーリング会場がどこか）
★学習形態（クラス制、個別学習、単位制……など）
★卒業までにかかる年数
★その学校が大切にしている価値観・守らなければいけない規則など
※複数の学校を見学してみると違いがよくわかります
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クリエイティブスクール

・全日制課程において、これまで必ずしも持てる力を十分に発揮しきれ
なかった生徒を積極的に受入れ、社会で必要な実践力を育む学校とし
て位置づけられています。

・入学者選抜では学力検査は行わず面接および特色検査を行います。
・神奈川県教育委員会より３校が指定されています。

名　　称 電　話 住　　所
県立田奈高校 045‒962‒3135 横浜市青葉区桂台２‒39‒２

県立釜利谷高校 045‒785‒1670 横浜市金沢区釜利谷東４－58－１

県立大楠高校 046‒856‒0024 横須賀市荻野14‒１

特別支援学校

・特別支援学校は、障害のある子どもに自立と社会参加に向けた教育を
行っています。

・中学校卒業後に特別支援学校高等部（分教室や高等部のみの学校を含
む）に進学することができますが、学校によって対象となる障害種別
や障害の程度、志願できる居住地の範囲などの志願資格が決まってい
ますので、確認が必要です。

・公立の特別支援学校高等部の入学者選抜は公立の高等学校よりも実施
時期が早く、例年11月頃から１月頃にかけて行われています。それに
向けて、事前に学校を見学して教育目標や教育内容等を理解しておく
ことや、入学者選抜のスケジュール等の情報を得ておくことが大切で
す。また、本人が特別支援学校と高等学校等の教育の違いを理解した
うえで特別支援学校高等部への進学を希望しているかどうかというこ
とが、進路支援の際に重要なポイントです。

・特別支援学校高等部への進学は基本的に在籍している中学校を通して
さまざまな手続きを進めていきます。進学希望がある場合は、早い段
階で在籍している中学校に相談し、見学や体験等を通じて特別支援学
校に対する理解を図り、本人に合っている進路先かどうかについて具
体的に検討を進める必要があります。
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●神奈川県内の公立の特別支援学校の一覧

⇒神奈川県教育委員会のホームページに掲載されています。
※http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6561/p19028.html
※各学校の情報や学校見学の案内は、各学校のホームページなどで確認してください。

● 高等部（分教室・高等部のみの学校を含む）の入学者選抜に関しての
問合先

神奈川県立の学校
神奈川県教育委員会教育局　支援部　特別支援教育課
045‒210‒1111（内線8276）
※入学者選抜に関する情報はホームページに掲載されています。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300458/

県内の市立の学校

横浜市教育委員会　特別支援教育課 045‒671‒3958

川崎市教育委員会　指導課 044‒200‒3278

横須賀市教育委員会　支援教育課 046‒822‒8480

藤沢市教育委員会　教育指導課 0466‒25‒1111

高校の修学援助制度

●県の制度

１ 神奈川県奨学金

（１）高等学校奨学金
○ 貸付対象：
　 県内に在住し、県内の高等学校等に在学する者又は
保護者が県内に在住し、高等学校等に在学する者

○貸付月額
　国公立　18,000円又は20,000（いずれか選択）
　私立　　30,000円又は40,000（いずれか選択）

（２）高等学校定時制課程奨学金
○ 働きながら県内の定時制高校に通う生徒で、経済的
に学資の援助を必要としている生徒を対象に資金の
貸付を行っています。

○貸付月額　14,000円
※応募要件等が変更される場合があります。

問合先
・入学した高校
・ 県教育委員会教育局行政部財務課育英グループ
　（問合先：045‒210‒8251）
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２  入学検定料等
　 減免制度

・県立高校では、受験料、入学料の全部または一部を減免
する制度があります。

・横浜市立、川崎市立、横須賀市立の各高校でも減免制度
がありますので、各市立高校の事務室または各市の教育
委員会にお問合せください。

問合先
・各高校の事務室
・県教育委員会教育局行政部財務課育英グループ
　（問合先：045‒210‒8251）

３ 母子寡婦福祉資金

　母子家庭の母親または寡婦の方で、生徒の修学等にあた
り、経済的に援助を必要としている方を対象に資金の貸付
を行っています。

問合先 市町村

●国の制度

１ 教育一般貸付
　 （日本政策金融公庫）

高校に入学・在学する生徒の就学資金として融資を行って
います。
　○融資の使途　学校納付金、受験費用等その他の教育費

問合先 0570‒008656（教育ローンコールセンター）

２ 生活福祉資金
　 （教育支援資金）

一定の所得以下の世帯に対して高等学校等への進学や通学
に必要な経費の貸付を行っています。

「福祉的な貸付の相談」参照（P84）

●市町村の奨学金制度

お住まいの市町村教育委員会

●その他の学費助成制度

交通遺児育英会奨学金

問合先 （財）交通遺児育英会（問合先：0120‒521286）
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大学進学奨学金等

●主に社会的養護を終えた子どもたちへの支給制度（返済を必要としないもの）

大学進学等自立生活支度費
（国による補助・各都道府県及
び指定都市）

「支度費」を措置解除後、大学等各種学校に就学する者
に給付。「特別基準分」を支度費に加え、保護者がいな
いか、いても適切な養育ができず経済的援助が見込め
ない児童について、各都道府県及び指定都市が要否を
判断して給付

JX‒ENEOS
児童養護施設・母子生活支援施
設・里親家庭奨学助成

新入学時に10万円を助成。他の奨学金との併給可

問合先

全国社会福祉協議会児童福祉部
①児童養護施設、母子生活支援施設の施設長
が申請者の場合（03‒3581‒6503）

②里親家庭の里親が申請者の場合（03‒3404‒
2024）

ゆたかな育ちと自立応援助成
普通自動車運転免許、就職時に有用となる各種資格

問合先 03‒3581‒6503
（全国社会福祉協議会児童福祉部）

アトム基金進級応援助成制度
（全国児童養護施設協議会）

大学・短期大学・専門学校等進学後、２年次以降に進
級の際に３万円を助成

問合先 03‒3581‒6503
（全国社会福祉協議会児童福祉部）

メイスン財団奨学制度
（東京メソニック協会）

大学・短期大学・専門学校等へ進学する（または現在
在学している）学校の授業料について、卒業するまで
年額50万円を限度に助成

問合先 03‒3581‒6503
（全国社会福祉協議会児童福祉部）

雨宮児童福祉財団修学助成
入学金実費分

問合先 03‒5276‒2421（雨宮児童福祉財団）

産経新聞　明日への旅立ち基金
在学期間中の毎年50万

問合先 03‒3275‒9294（産経新聞厚生文化事業団）

かながわ子ども福祉基金

私立高校（専修・各種学校）入学時激励金（５万円）
私立幼稚園入園時奨励金（３万円）
初めての自立時民間アパート支援金（10万円）

問合先 045‒312‒4813
（神奈川県社会福祉協議会　地域福祉推進担当）

萬谷児童福祉基金
大学・専門学校等への入学支度金

問合先 045‒312‒4813
（神奈川県社会福祉協議会　地域福祉推進担当）
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大学等入学支度金支給制度
大学や短期大学、専門学校に進学を希望し入学した方
５名に、入学支度金として１人につき40万円を支給

問合先 045‒222‒0615（神奈川新聞厚生文化事業団）

自立・奨学支援制度
進学・就職ともに支度金として15万円を支給

問合先 03‒5642‒6330
（エキスパート児童福祉支援協会）　

児童養護施設・里親家庭の高校
生進学応援金

入学金、施設整備費など入学時に納入する費用（授業
料は除く）上限100万円まで支給。

問合先 03‒5540‒7446（朝日新聞厚生文化事業団）

読売光と愛・郡司ひえゑ奨学基金
進学した各学校の授業料を主たる基準に、卒業するま
で年額50万円を限度に助成

問合先 03‒3217‒3473（読売光と愛の事業団）

資生堂児童福祉奨学生
授業料の一部として年額50万円を支給

問合先 03‒3574‒7408
（資生堂社会福祉事業財団）

PMJフォスターファミリー奨
学助成

授業料援助として年間50万円

問合先 047‒488‒8652
（フィリップモリスジャパン株式会社）

施設や里親家庭で暮らしている
若者への入学支援金

入学時に収める費用の上限50万円を支給。

問合先 03‒3440‒2581（日本子ども虐待防止学会）

大学等進学者への奨学金プログ
ラム「カナエール」

一人あたり、一時金30万円と、卒業まで月々３万円の
支給

問合先
（東京）03‒6842‒6766
（横浜）045‒548‒8011
（ブリッジフォースマイル）

タイガーマスク基金給付事業

入学時12万円、２年次以降、最短で卒業するまで毎年
６万円（予定）。

問合先 http://www.tigermask-fund.jp/ からメール
にて問合せ（タイガーマスク基金）
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●そのほか主な貸付、給付制度

貸付 日本学生支援機構

経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に
対し、学資として奨学金を貸与。返還の義務があ
り、必ず返還しなくてはなりません。
　返還中に病気・失業などで返還が困難になった場
合は、状況に応じて割賦金額を減額して返還期間を
延長する制度や返還期限を猶予する制度等がありま
す。
【URL】 http://www.jasso.go.jp/saiyou/daigaku.

html#zougaku

問合先 0570‒03‒7240

貸付 あしなが育英会

高校、大学、専門学校などに進学を希望している、
経済的に苦しい遺児に奨学金を貸し出して支援して
います。

問合先 03‒3221‒0888

支給 交通遺児等育成基金

義務教育終了前の交通遺児等を有する特に生計困窮
度の高い家庭へ、生活及び学業のための資金の給付
及び緊急時見舞金の給付を行う事業です。

問合先 03‒3237‒0158

支給 朝日奨学会

朝日新聞販売所で配達などの仕事をしながら返済不
要の奨学金によって大学や短大、各種学校等へ通学
するサポートシステム。奨学金上限額内で、入学
金、授業料、施設費、実習費、教材費（学校納付金）
の実費を支給します。

問合先 0120‒127733（東京事務局）

支給 交通遺児援護基金

神奈川県内に居住する交通遺児に対し、小学校・中
学校入学、中学・高校卒業時に激励金を支給します。

問合先
045‒312‒4813
（神奈川県社会福祉協議会　地域福祉推進部
地域福祉推進担当）

支給 交通遺児大学等入学支度金
大学等に進学を希望する交通遺児の高校生に対し、
一人40万円の入学支度金を支給します。

問合先 045‒222‒0615（神奈川新聞厚生文化事業団）

※ 生活福祉資金（教育支援資金）は、大学・短大等の入学時・授業料等についても貸付対象
としています。（P84参照）
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公的相談機関

○青少年相談〔「１．代表的な相談窓口」参照（P80）〕

フリースペース等

○ ひきこもり、不登校等の青少年や家族をサポートするNPO情報につ
いては「神奈川県立青少年センター」ホームページで情報を収集でき
ます。

『神奈川県立青少年センター』
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f602/

○なお利用に際して、掲載情報について次の点にご留意ください。
・上記ホームページで紹介している団体の情報は、その内容を当該セン
ターが、保証や推薦するものではありません。

・利用に際して、各団体へお問い合わせください。

ひきこもり等の相談・居場所
について知りたい5
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○県内のフリースペース等の一部をここではご紹介します。
名　　　称 電　話 URL

（特非）楠の木学園 045‒473‒7880 http://www.kusunoki-gakuen.jp/

（特非）くじらぐも 045‒442‒2236 http://kujiragumo.org/

（公財）こども教育支援財団
横浜校 045‒641‒8516 http://www.tokyo-taishi.net/ca

mpus/yokohama/index.html

フレンドリースペース金沢 045‒783‒5978 http://www1.c3-net.ne.jp/
friendly-space-kanazawa-7_11/

横浜社会教育研究所和田文庫 045‒861‒0395 http://www.mmjp.or.jp/wadabunko/

おっちー塾 090‒8879‒9853 http://occhijuku.weebly.com/

（特非）のむぎ地域教育文化センター 045‒961‒6696 http://www.nomugi.com/

（特非）コロンブスアカデミー 045‒761‒4313 http://npocolumbus.or.jp/

（特非）いばしょづくり 045‒444‒2750 http://www.ibasyo.jp/npo/

（特非）教育支援協会横浜事務局 045‒243‒6840 http://www.live.kyoikushien.org/

（一社）横浜国際・医療・総合教育学院 045‒410‒7427 http://kodomohappy.web.fc2.com/

（特非）フリースペースたまりば 044‒833‒7562 http://www.tamariba.org/

（特非）教育活動総合サポートセンター 044‒877‒0553 http://www16.ocn.ne.jp/̃snmi/

フリースクール鈴蘭学園 080‒6577‒1545 http://www.fs-suzuran-gakuen.com/

相模湖フリースクール 042‒685‒2077 http://sagamikofreeschool.jimdo.com/

（特非）太陽の村 042‒707‒0160 http://www7b.biglobe.ne.jp/̃tai
younomura/

（株）伸学館 0120‒325‒511 http://www.shingakukanzemi.com/

（特非）アンガージュマン・よこすか 046‒801‒7881 http://npoey.com/

（特非）Beingサポートブレイン 046‒835‒6252 http://www009.upp.so-net.ne.jp/being/

（特非）湘南国際 046‒827‒1941 http://www.shonankokusai.jp/

（特非）J‒ENEP湘南マザーアース 0467‒75‒8116 http://dp08148473.lolipop.jp/

（特非）遊悠楽舎 090‒4244‒6093 http://yuyugakusha.org/index.php

（特非）青少年サポート協会 0466‒86‒7100 http://ysa.sub.jp/index.html

不登校・ひきこもり居場所あすなろ 046‒254‒2005 http://genki365.net/gnkz/mypa
ge/index.php?gid=G0000050

（特非）星槎教育研究所 046‒296‒5788 http://seisa.ed.jp/npo/

（特非）そだちサポートセンター 0463‒25‒6662 http://www.geocities.jp/sodachi_ssc/

のぞみ教室 0463‒71‒0991 http://seisanozomi.blog.fc2.com/

（特非）くだかけ会 0465‒74‒4770 http://www17.ocn.ne.jp/̃kudakake/

（特非）子どもと生活文化協会（CLCA） 0465‒35‒8420 http://www.clca.jp/

（県ホームページ「フリースクール等の紹介」より本会作成）
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○また上記に掲載されているもの以外に、さまざまな方を対象にした居
場所があります。

名称 電話 内容 ホームページ
（特非）ブリッジ
フォースマイル　
ポートフォー

045‒548‒8011
児童養護施設等を退
所した方のための相
談・居場所

http://www.b4s.
jp/activity/ypf/

（特非）SHIPにじ
いろキャビン

【本人相談電話】
　045‒548‒3980
　毎週木曜19時～21時
【学校、相談機関、行
政窓口相談電話】
　045‒306‒6769
〈水・金・土〉
　16：00～21：00
〈日曜〉
　14：00～18：00

セクシャルマイノリ
ティの方のための相
談・居場所

http://
cs.ship-web.com/
Top.html

（特非）コス援護会 080‒5385‒2773

コスプレやサブカル
チャーに関心のある
方のための相談・居
場所

http://www.cosen
gokai.or.jp/hp/01_
pc/pc_index.html



112

サービスの対象

〇身体障害者手帳を持っている人、療育手帳を持っているか知的障害が
あると判定された人、精神障害者、国の定める130疾患の難病患者

〇利用するためには、行政障害福祉課で申請。所定の手続きにより障害
福祉サービス受給者証が発行されます。利用するサービスによって
は、障害程度区分等判定審査会で障害程度区分の認定を受ける必要が
あります。

手帳制度

●身体障害者手帳
　この手帳は、身体に障害のある方が、さまざまなサービスを利用す

障害福祉サービスを利用したい6
障害福祉サービスを利用するには？

①障害福祉サービスを利用するときは、お住まいの市区町村に申請してください。
②申請をすると、市区町村の職員等が障害程度区分認定のための調査に訪問
し、本人の障害の状況などをお聞きします。
③市区町村は、調査結果を踏まえ、障害程度区分を認定します。
④特定相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
⑤市区町村は、サービス等利用計画案を勘案して、利用できるサービスの種類
や量を決定し、受給者証を交付します。
⑥受給者証の交付を受けた後、市区町村窓口や特定相談支援事業所と相談しな
がら、自分にあったサービス等利用計画を作成します。
⑦作成した利用計画に基づき、サービス提供事業所と利用契約を結びサービス
を利用します。
 （県ホームページより本会作成）
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るために必要な手帳です。障害の程度によって１級から６級までに区
分されます。

●療育手帳
　この手帳は、知的障害児者が、一貫した療育及び援護を受け、この
手帳を見せることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやす
くすることを目的としたものです。

●精神障害者保健福祉手帳
　この手帳は、精神障害のため長期にわたり生活の制約がある方を対
象にしています。この手帳により、自立した生活の手助けとなるサービ
スが受けられます。病名や年齢、入院・在宅の区分による制限はありま
せん。障害の程度により等級（１級、２級、３級）が決められます。

障害に関する相談支援事業所

〇障害者相談支援事業所では、障害児者やその家族が地域で安心して自
立した生活を送るため、緊急時の対応などの情報提供、一般的な相
談、行動障害などの個別相談に応じています。

問合先 お近くの相談支援事業所

〇相談支援事業所について、『かながわ福祉情報コミュニティー』ホーム
ページの「障害福祉情報サービスかながわ」〔管理・運営：（公社）か
ながわ福祉サービス振興会〕で検索することができます。

『かながわ福祉情報コミュニティー』
http://www.rakuraku.or.jp/default.asp

〇発達障害のある人で働くことや生活のことを相談したいとき、発達障
害者支援センターにおいて専門的な相談に応じています。

名　　称 電　話 住　　所
神奈川県発達障害支援センター
かながわA（エース） 0465‒81‒3717 足柄上郡中井町境218
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名　　称 電　話 住　　所

横浜市発達障害者支援センター 045‒290‒8448 横浜市神奈川区鶴屋町３‒35‒８
タクエー横浜西口第２ビル７階

川崎市発達相談支援センター 044‒223‒3304 川崎市川崎区砂子１‒７‒５
タカシゲビル３階

相模原市発達障害支援センター 042‒756‒8411 相模原市中央区陽光台３‒19‒２

サービスの種類

●「かながわ福祉情報コミュニティー」
・「かながわ福祉情報コミュニティー」ホームページの「障害福祉情報
サービスかながわ」〔管理・運営：（公社）かながわ福祉サービス振興
会〕のページでサービス体系・事業所名・利用したいサービスごとで、
障害福祉サービスを検索することができます。

『かながわ福祉情報コミュニティー』
http://www.rakuraku.or.jp/default.asp

・下記は障害福祉サービスのサービス体系の一例です。
○訪問系サービス
・主に障害のある人の自宅で提供されるサービス。居宅介護（ホー
ムヘルプ）、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援があ
ります。

○日中活動系サービス
・施設を利用して主に昼間提供されるサービス。生活介護、自立訓
練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型・
B型）、療養介護、児童デイサービス、短期入所（ショートステイ）
があります。

○日中活動系サービスのうち、就労関連のサービス
・就労移行支援　　： 一般企業での就労を目指して、訓練を必要と

するときのサービスです。
・就労継続支援A型： 雇用契約を結びながら、就労能力の向上を目

指す訓練をしたり、働く場を必要とするとき
のサービスです。
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・就労継続支援B型： 雇用契約を結ばず、就労能力の向上を目指す
訓練をしたり、働く場を必要とするときの
サービスです。

○居住系サービス
・施設などにおいて、主に夜間や休日に提供されるサービスです。
施設入所支援、グループホームなどがあります。

障害基礎年金の受給

・被保険者が、国民年金加入中の疾病によって一定の障害程度に該当す
る障害者となった時に支給される年金です。

・20歳になる前にけがや病気で障害者となった者もその対象とされてい
ます。

・支給要件は、①保険料納付済期間（保険料免除期間含む）が加入期間
の３分の２以上ある者の障害、②障害の程度が国民年金法に定める１
級または２級に該当すること。国民年金に加入以前の20歳前に初診日
がある者の場合には、20歳になったときに障害等級表に該当する障害
があれば、未加入であっても障害基礎年金が支給されます。

問合先 市町村障害福祉課

障害のある人の就労に関すること

●ハローワーク
・ハローワークによっては、障害のある方専用の相談窓口があります。

問合先 「３．仕事を探したい」参照（P94）

●神奈川障害者職業センター
・就職を希望する障がい者や、障がい者を雇用しようとする事業主等に
対して、次のような支援を行っています。
①職業相談・職業リハビリテーション計画策定
②就職準備支援
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③職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援
④事業主に対する障がい者雇用管理等についての助言、援助
⑤「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づく知的障がい者
判定、重度知的障がい者判定
名　　称 電　話 住　　所

神奈川障害者職業センター 042‒745‒3131 相模原市南区桜台13‒１

●障害者就労相談センター
・就労を希望する障がい者に対して、専門の職員が職業相談、職業能力
の評価を実施し、ハローワーク等と連携して支援を行っている。

名　　称 電　話 住　　所

障害者就労相談センター 045‒633‒6110 横浜市中区寿町１‒４
かながわ労働プラザ５階

●地域就労援助センター、障害者就業・生活支援センター
①地域就労援助センター
・障害のある方の職業能力に応じた就労を支援する機関で県内に（政令
市を含む）17ヵ所設置されています。一般就労や福祉的就労に関する
相談、就労へ向けた指導・訓練等を行っています。社会福祉法人等が
運営しています。

名　　称 電　話 住　　所
横浜東部就労支援センター 045‒312‒5123 横浜市神奈川区西神奈川１‒１‒３　アートビル４階

横浜南部就労支援センター 045‒775‒1566 横浜市磯子区新杉田町８‒７　
（福）電機神奈川福祉センター内

横浜北部就労支援センター 045‒937‒3384 横浜市緑区中山町306‒１
ミヨシズ・シードビル405

横浜西部就労支援センター 045‒390‒3119 横浜市旭区柏町36‒15　柏ハーモニビル202

横浜戸塚就労支援センター 045‒869‒2323 横浜市戸塚区戸塚町4111　吉原ビル２階

横浜中部就労支援センター 045‒350‒2044 横浜市西区平沼１‒38‒３
横浜エムエスビル４階

横浜上大岡就労支援センター 045‒844‒4402 横浜市港南区上大岡西２‒10‒21

横浜日吉就労支援センター 045‒560‒1801 横浜市港北区箕輪町２‒２‒２
ケイケイビル２階

横浜市精神障害者就労支援セ
ンター 045‒475‒0142 横浜市港北区鳥山町1735

横浜市総合保健医療センター１階
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名　　称 電　話 住　　所

川崎南部就労援助センター 044‒201‒8663 川崎市川崎区砂子１‒７‒５
タカシゲビル６階

中部就労援助センター 044‒739‒1294 川崎市中原区小杉町３‒264‒３
富士通ユニオンビル３階

百合丘就労援助センター 044‒281‒3985 川崎市麻生区百合丘２‒８‒２　
川崎市北部リハビリテーションセンター３階

相模原就労援助センター 042‒758‒2121 相模原市中央区松が丘１‒23‒１
市立障害者支援センター松が丘園内

障がい者就業・生活支援セン
ターサンシティ 0463‒37‒1622 平塚市浅間町２‒20　藤和平塚コープ１階

湘南地域就労援助センター 0466‒30‒1077 藤沢市辻堂神台１‒３‒39　タカギビル４階

よこすか就労援助センター 046‒820‒1933 横須賀市本町２‒１
横須賀市立総合福祉会館内４階

県央地域就労援助センター 046‒232‒2444 海老名市東柏ヶ谷３‒５‒１
ウエルストーン相模野103

障害者支援センターぽけっと 0465‒39‒2007 小田原市曽比1786‒１

②障害者就業・生活支援センター
・就職や職場への定着に当たって就業面における支援とあわせ、生活面
における支援を必要とする障害のある方に対して、就業およびこれに
伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行っています。社
会福祉法人が運営しており、地域就労援助センター８ヵ所に併設して
います。

名　　称 電　話 住　　所
横浜市障害者就業・生活支援
センタースタート 045‒869‒2323 横浜市戸塚区戸塚町4111　吉原ビル２階

川崎障害者就業・生活支援センター 044‒739‒1294 川崎市中原区小杉町３‒264‒３
富士通ユニオンビル３階

相模原障害者就業・生活支援センター 042‒758‒2121 相模原市中央区松が丘１‒23‒１

よこすか障害者就業・生活支
援センター 046‒820‒1933 横須賀市本町２‒１

横須賀市立総合福祉会館内４階

障がい者就業・生活支援セン
ターサンシティ 0463‒37‒1622 平塚市浅間町２‒20　藤和平塚コープ１階

湘南障害者就業・生活支援センター 0466‒30‒1077 藤沢市辻堂神台１‒３‒39　タカギビル４階

障害者就業・生活支援センターぽむ 046‒232‒2444 海老名市東柏ヶ谷３‒５‒１
ウエルストーン相模野103

障害者支援センターぽけっと 0465‒39‒2007 小田原市曽比1786‒１
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●神奈川障害者職業能力開発校
・身体障害や知的障害のある方、就職に必要な知識・技術を習得するた
めの職業訓練を行っています。国が設置し神奈川県が運営する職業能
力開発促進法に基づいた職業能力開発施設です。

名　　称 電　話 住　　所
神奈川障害者職業能力開発校 042‒744‒1243 相模原市南区桜台13‒１

●神奈川能力開発センター
・義務教育修了以上で、満20歳までの知的障害者が対象。知的障害者
で、新しく職業に就こうとする方や職業を転換しようとしている方
に、その能力に応じた基礎的な技能を習得させるとともに、基本的な
生活習慣や労働習慣を体得させて、雇用労働者として就労できるよう
養成しています。

名　　称 電　話 住　　所
神奈川能力開発センター 0463‒96‒4555 伊勢原市日向496

横浜市単独事業「障害者自立生活アシスタント事業」

○単身等で生活する障害者が地域生活を継続するために、専門的知識と経験
を有する「自立生活アシスタント」が、具体的な生活の場面での助言やコ
ミュニケーション支援を行っています。
○利用については、お住まいの横浜市各区福祉保健センターへお問い合わせ
ください。〔「11. 市区町村福祉事務所一覧」参照（P128）〕

対象者

横浜市内に居住していて下記のいずれかに該当する知的障害者、精神
障害者、発達障害者及び高次脳機能障害を有するために日常生活又は
社会生活に支援が必要な方。
１．地域で一人暮らしをしている方
２．同居している家族の障害や病気、高齢化などで日常生活上の支援

を受けられない方
３．自立生活アシスタントを利用しながら一人暮らしを目指したい方

支援内容

１．訪問・電話等による相談・助言（衣食住・健康管理・消費生活・
余暇活動の支援など）

２．コミュニケーション支援（対人関係調整・関係機関との連絡調整
の支援など）
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こころの問題、依存症等に関する相談をしたい

●主な公的機関等
〈精神保健福祉センター〉

名　　称 電　話 住　　所
神奈川県精神保健福祉センター 045‒821‒8822 横浜市港南区芹が谷２‒５‒２

横浜市こころの健康相談センター 045‒662‒3522 横浜市中区日本大通18　KRCビル６階

川崎市精神保健福祉センター 044‒201‒3242 川崎市川崎区宮本町２‒32
JAセレサみなみビル４階

相模原市精神保健福祉センター 042‒769‒9818 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

・横浜市各区福祉保健センター、川崎市各区保健福祉センター、相模原
市内保健福祉センター、県各保健福祉事務所においても相談に応じて
います。〔「11. 市区町村福祉事務所一覧」参照（P128）〕

・県域（政令市除く）の保健所設置市は以下のとおりです。
名　　称 電　話 住　　所

横須賀市保健所 046‒822‒4300 横須賀市西逸見町１‒38‒11
ウェルシティ市民プラザ３階

藤沢市保健所 0466‒50‒3593 藤沢市鵠沼2131‒１

〈横浜市男女共同参画センター〉
・心とからだと生き方の電話相談、セクハラなどの相談、性別による差
別、デートDV等の相談を行っています。

名　　称 電　話 住　　所
男女共同参画センター横浜 045‒862‒5050 横浜市戸塚区上倉田町435‒１

フォーラム南太田
（男女共同参画センター横浜南） 045‒714‒5911 横浜市南区南太田１‒７‒20

精神保健関連の
相談機関を知りたい7
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名　　称 電　話 住　　所
アートフォーラムあざみ野
（男女共同参画センター横浜北） 045‒910‒5700 横浜市青葉区あざみ野南１‒17‒３

●主な民間相談窓口
〈アルコール依存症関連〉

名　　称 電　話 住　　所
（特非）横浜ダルク・ケア・センター 045‒731‒8666 横浜市南区宿町２‒44‒５

（特非）市民の会寿アルク
アルク・ヒューマンサポートセンター相談室 045‒264‒4406 横浜市中区松影町３‒11‒２

三和物産ビル２階

〈ギャンブル依存症関連〉
名　　称 電　話 住　　所

（特非）ワンデーポート 045‒303‒2621 横浜市瀬谷区相沢４‒10‒１

〈摂食障害関連〉
名　　称 電　話 住　　所

（特非）のびの会相談室 045‒787‒0889 横浜市金沢区寺前１‒１‒28
中村ビル３階

いのちの電話

●横浜いのちの電話

電話 045‒335‒4343 URL http://www.yind.jp/

●川崎いのちの電話

電話 044‒733‒4343 URL http://kawasaki-inochinodenwa.org/
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精神科医療機関を探したい

○精神科医療機関を『神奈川県精神保健福祉センター』ホームページの
『医療機関検索』から検索することができます。
『神奈川県精神保健福祉センター』
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1590/

○「神奈川県精神科病院協会」「神奈川県精神神経科診療所協会」のホー
ムページから、当該協会の会員病院・診療所について検索することが
できます。
神奈川県精神科病院協会 http://www.mmjp.or.jp/shinseikyou/

神奈川県精神神経科診療所協会 http://www.shinseisin.gr.jp/

○精神科病院・精神科診療所では、「精神科デイケア」を併設しているとこ
ろがあります。精神科デイケアは、外来治療のひとつで、日中にさまざま
な活動を行います。利用については精神科医療機関にお問合せください。

●精神科救急医療情報窓口
　精神疾患の急激な発症や病状が悪化した方に必要に応じ、当番医療機
関等を紹介する窓口になります。

電話 045‒261‒7070 受付時間

土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始
（午前８時半～翌日午前８時半）
平日
（月～金曜日午後５時～翌日午前８時半）

自立支援医療（精神通院医療）

○自立支援医療は、精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受
けることができるように医療費の一部が公費で負担され、医療機関の
窓口で支払う自己負担額が軽減される制度です。　
○この制度を利用することにより自己負担は原則１割となります。ただ
し、負担が大きくならないように世帯の所得に応じて自己負担上限額
を設けています。　

問合先 お住まいの市町村障害福祉課
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ボランティアをしたいとき

●市区町村社会福祉協議会ボランティアセンター

問合先 「11. 市区町村社会福祉協議会一覧」参照（P130）

●県内公設ボランタリー活動支援センター
名　　称 電　話 住　　所

横浜市市民活動支援センター 045‒223‒2666 横浜市中区桜木町１‒１‒56
クリーンセンタービル４階・５階

つるみ区民活動センター 045‒510‒1694 横浜市鶴見区鶴見中央３‒20‒１

神奈川区区民活動支援センター 045‒411‒7089 横浜市神奈川区広台太田町３‒８
神奈川区総合庁舎５階

にしく市民活動支援センター 045‒620‒6624 横浜市西区西前町２‒46　大向ビル１階

なか区民活動センター 045‒224‒8138 横浜市中区真砂町３‒33　セルテ6階

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 045‒232‒9544 横浜市南区浦舟町３‒46　
浦舟複合福祉施設10階

港南区民活動支援センター 045‒841‒9361 横浜市港南区上大岡西１‒６‒１
ゆめおおおかオフィスタワー17階

ほどがや市民活動センターアワーズ 045‒334‒6306 横浜市保土ケ谷区星川１‒２‒１

旭区市民活動支援センターみなくる 045‒382‒1000 横浜市旭区鶴ケ峰２‒82‒１
ココロット鶴ヶ峰４階

いそご区民活動支援センター 045‒754‒2390 横浜市磯子区磯子３‒５‒１
磯子区総合庁舎７階

金沢区民活動センター 045‒788‒7803 横浜市金沢区泥亀２‒９‒１　金沢区役所１階

港北区区民活動支援センター 045‒540‒2246 横浜市港北区大豆戸町26‒１

緑区市民活動支援センターみどりーむ 045‒938‒0631 横浜市緑区中山町93－１

青葉区区民活動支援センター 045‒989‒5265
横浜市青葉区田奈町76
東急多摩田園都市まちづくり館１階　青葉
区区民交流センター「田奈ステーション」内

都筑区民活動センター 045‒948‒2237 横浜市都筑区茅ケ崎中央32‒１　都筑区役所１階

とつか区民活動センター 045‒825‒6773 横浜市戸塚区川上町91‒１　モレラ東戸塚３階

ボランティア・セルフヘルプ
グループに参加したい8
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名　　称 電　話 住　　所

さかえ区民活動センターぷらっと栄 045‒894‒8181 横浜市栄区小菅ヶ谷１‒４‒５
横浜銀行本郷台支店３階

いずみ区民活動支援センター 045‒800‒2393 横浜市泉区和泉町4636‒２　泉区役所１階

瀬谷区民活動センター 045‒369‒7081 横浜市瀬谷区二ツ橋町469
せやまる・ふれあい館２階

かわさき市民活動センター 044‒430‒5566 川崎市中原区新丸子東３‒1100‒12

川崎区市民活動コーナー

教育文化会館コーナー 044‒201‒3127 川崎区富士見２‒１‒３　川崎市教育文化会館１階

大師支所コーナー 044‒271‒0137 川崎区東門前２‒１‒１　大師支所２階

田島支所コーナー 044‒322‒1968 川崎区鋼管通２‒３‒７　田島支所３階

スペースcha‒cha‒cha 044‒556‒6606 川崎市幸区戸手本町１‒11‒１

幸市民協働プラザ 044‒556‒6606 川崎市幸区河原町１　河原町団地２号館１階

中原区民交流センター 044‒744‒4087 川崎市中原区小杉町３‒245　中原区役所５階

高津区市民活動支援ルーム 044‒861‒3133 川崎市高津区下作延２‒８‒１　高津区役所４階

宮前区役所区民活動支援コーナー 044‒856‒3220 川崎市宮前区宮前平２‒20‒５　

多摩区民活動・交流センター

多摩交流センター 044‒935‒3108 川崎市多摩区登戸1775‒１　多摩区総合庁舎内

生田交流センター 044‒935‒3108 川崎市多摩区生田7‒16‒1　生田出張所内

麻生市民交流館やまゆり 044‒951‒6321 川崎市麻生区上麻生１‒11‒５

さがみはら市民活動サポートセンター 042‒755‒5790 相模原市中央区富士見６‒６‒23　けやき会館３階

横須賀市立市民活動サポートセンター 046‒828‒3130 横須賀市本町３‒27
ベイスクエアよこすか一番館１階

久里浜市民活動サポートセンター 046‒837‒3300 横須賀市久里浜４‒４‒10
サービス工房役所屋久里浜店内

追浜市民活動サポートセンター 046‒865‒4100 横須賀市追浜本町１‒28‒５
サービス工房役所屋追浜店内

ひらつか市民活動センター 0463‒21‒7517 平塚市八重咲町３‒３　JAビルかながわ２階

鎌倉市市民活動センター

鎌倉センター 0467‒60‒4555 鎌倉市御成町19‒10

大船センター 0467‒42‒0345 鎌倉市台１‒２‒25

藤沢市市民活動推進センター 0466‒54‒4510 藤沢市藤沢1031　小島ビル２階

おだわら市民活動サポートセンター 0465‒22‒8001 小田原市本町１‒５‒12　市民会館４階

ちがさき市民活動サポートセンター 0467‒88‒7546 茅ヶ崎市茅ヶ崎３‒２‒７

逗子文化プラザ市民交流センター 046‒872‒3001 逗子市逗子４‒２‒11

秦野市市民活動サポートセンター 0463‒83‒1760 秦野市緑町16‒３　保健福祉センター４階
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名　　称 電　話 住　　所
厚木市市民活動サポート室 046‒225‒2104 厚木市旭町２－４－18　勤労福祉センター内

大和市民活動センター 046‒260‒2586 大和市中央１‒５‒１

いせはら市民活動サポートセンター 0463‒94‒5300 伊勢原市田中297

えびな市民活動センター・交流館 046‒259‒8116 海老名市さつき町51‒２

座間市民活動サポートセンター 046‒255‒0201 座間市緑ケ丘１‒１‒１
ざまコミュニティプラザ１階

南足柄市市民サポートルーム 0465‒73‒8071 南足柄市関本591‒１

市民活動センターあやせ 0467‒70‒1232 綾瀬市深谷3838　中央公民館内

葉山まちづくり館 046‒876‒0421 三浦郡葉山町堀内1874　葉山町立図書館２階

にのみや町民活動サポートセンター 0463‒70‒6255 中郡二宮町二宮879‒11

真鶴地域情報センター 0465‒68‒1111 足柄下郡真鶴町真鶴433‒１　１階

あいかわ町民活動サポートセンター 046‒205‒1323 愛甲郡愛川町角田251‒１

セルフヘルプ・グループを知りたいとき

●神奈川県社会福祉協議会かながわボランティアセンター
・神奈川県社会福祉協議会かながわボランティアセンターでは、セルフ
ヘルプコーナー（相談室・ロッカー・メールボックスの貸出・フリー
スペース）を運営しています。セルフヘルプ・コーナーを利用してい
る主なグループについては、下記URLで検索できます。

電話 045‒312‒4815 URL http://knsyk.jp/

●男女参画共同センター
名　　称 電　話 住　　所

男女共同参画センター横浜 045‒862‒5050 横浜市戸塚区上倉田町435‒１

男女共同参画センター横浜南
フォーラム南太田 045‒714‒5911 横浜市南区南太田１‒７‒20

男女共同参画センター横浜北
アートフォーラムあざみ野 045‒910‒5700 横浜市青葉区あざみ野南１‒17‒３
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●民生委員児童委員
・「民生委員」は厚生労働大臣から委嘱され、住民の身近な相談・支援者
として、地域住民の保護、保健・福祉に関する援助・指導を行うほか、
「児童委員」を兼務しています。
・「児童委員」は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるよう見守
るほか、子育てや妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行っています。

・また、一部の「児童委員」は、児童に関することを専門的に担当する
「主任児童委員」の指名を受け活動しています。

問合先 各市区町村の民生委員児童委員協議会へ問い合わせ。

地域で活動する
民生委員児童委員9
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●要保護児童対策地域協議会
　虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な
保護を図るために、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共
有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。こうした多数の
関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、地方公共団体は、関
係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者に関する情報の交
換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会の設置に努めるこ
ととしています。
　また、虐待の発生予防、未然防止に務めることが重要として、要支援
児童もしくはその保護者または特定妊婦（若年、経済問題等のある妊婦）
についても協議の対象とされました。

●子ども・若者支援地域協議会
　子ども・若者育成支援推進法は、地方公共団体に対し、社会生活を円
滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援が効果的かつ円
滑に実施されるよう、関係機関等により構成される子ども・若者支援地
域協議会の設置に努めることとしました。

要保護児童対策地域協議会、
子ども・若者支援地域協議会10
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10． 要保護児童対策地域協議会、子ども・若者支援地域協議会
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【参考資料】子ども・若者育成支援推進法概要図（内閣府）
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福祉事務所一覧

・福祉事務所では年齢や相談内容によって相談窓口が変わります。
・ここでは代表電話を掲載していますので、まずはお電話で、利用した
い窓口をご確認ください。

名　　称 電　話 住　　所

横浜市

鶴見区福祉保健センター 045‒510‒1818 横浜市鶴見区鶴見中央３‒20‒１

神奈川区福祉保健センター 045‒411‒7171 横浜市神奈川区広台太田町３‒８

西区福祉保健センター 045‒320‒8484 横浜市西区中央１‒５‒10

中区福祉保健センター 045‒224‒8181 横浜市中区日本大通35

南区福祉保健センター 045‒743‒8282 横浜市南区花之木町３‒48‒１

港南区福祉保健センター 045‒847‒8484 横浜市港南区港南中央通10‒１

保土ケ谷区福祉保健センター 045‒334‒6262 横浜市保土ケ谷区川辺町２‒９

旭区福祉保健センター 045‒954‒6161 横浜市旭区鶴ケ峰１‒４‒12

磯子区福祉保健センター 045‒750‒2323 横浜市磯子区磯子３‒５‒１

金沢区福祉保健センター 045‒788‒7878 横浜市金沢区泥亀２‒９‒１

港北区福祉保健センター 045‒540‒2323 横浜市港北区大豆戸町26‒１

緑区福祉保健センター 045‒930‒2323 横浜市緑区寺山町118

青葉区福祉保健センター 045‒978‒2323 横浜市青葉区市ケ尾町31‒４

都筑区福祉保健センター 045‒948‒2323 横浜市都筑区茅ケ崎中央32‒１

戸塚区福祉保健センター 045‒866‒8484 横浜市戸塚区戸塚町16‒17

栄区福祉保健センター 045‒894‒8181 横浜市栄区桂町303‒19

泉区福祉保健センター 045‒800‒2323 横浜市泉区和泉町4636‒２

瀬谷区福祉保健センター 045‒367‒5656 横浜市瀬谷区二ツ橋町190

川崎市

川崎区保健福祉センター 044‒201‒3113 川崎市川崎区東田町８

大師地区健康福祉ステーション 044‒271‒0148 川崎市川崎区東門前２‒１‒１

田島地区健康福祉ステーション 044‒322‒1981 川崎市川崎区鋼管通２‒３‒７

幸区保健福祉センター 044‒556‒6666 川崎市幸区戸手本町１‒11‒１

中原区保健福祉センター 044‒744‒3113 川崎市中原区小杉町３‒245

市区町村福祉事務所、
市区町村社会福祉協議会一覧11
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11． 市区町村福祉事務所、市区町村社会福祉協議会一覧
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名　　称 電　話 住　　所

川崎市

高津区保健福祉センター 044‒861‒3113 川崎市高津区下作延２‒８‒１

宮前区保健福祉センター 044‒856‒3113 川崎市宮前区宮前平２‒20‒５

多摩区保健福祉センター 044‒935‒3113 川崎市多摩区登戸1775‒１

麻生区保健福祉センター 044‒965‒5144 川崎市麻生区万福寺１‒５‒１

相模原市

緑福祉事務所 042‒775‒8809 相模原市緑区西橋本５‒３‒21

中央福祉事務所 042‒754‒1111 相模原市中央区富士見６‒１‒20

南福祉事務所 042‒701‒7720 相模原市南区相模大野６‒22‒１

横須賀市福祉事務所 046‒822‒4000 横須賀市小川町11

藤沢市福祉事務所 0466‒25‒1111 藤沢市朝日町１‒１

平塚市福祉事務所 0463‒23‒1111 平塚市浅間町９‒１

鎌倉市福祉事務所 0467‒23‒3000 鎌倉市御成町18‒10

小田原市福祉事務所 0465‒33‒1300 小田原市荻窪300

茅ヶ崎市福祉事務所 0467‒82‒1111 茅ヶ崎市茅ヶ崎１‒１‒１

逗子市福祉事務所 046‒873‒1111 逗子市逗子５‒２‒16

三浦市福祉事務所 046‒882‒1111 三浦市城山町１‒１

秦野市福祉事務所 0463‒82‒5111 秦野市桜町１‒３‒２

厚木市福祉事務所 046‒223‒1511 厚木市中町３‒16‒１

大和市福祉事務所 046‒260‒5685 大和市鶴間１‒31‒７
大和市保健福祉センター内

伊勢原市福祉事務所 0463‒94‒4711 伊勢原市田中348

海老名市福祉事務所 046‒231‒2111 海老名市勝瀬175‒１

座間市福祉事務所 046‒255‒1111 座間市緑ケ丘１‒１‒１

南足柄市福祉事務所 0465‒74‒2111 南足柄市関本440

綾瀬市福祉事務所 0467‒77‒1111 綾瀬市早川550

県平塚保健福祉事務所
【地域】中郡 0463‒32‒0130 平塚市豊原町６‒21

県茅ヶ崎保健福祉事務所
【地域】高座郡 0467‒85‒1171 茅ヶ崎市茅ヶ崎１‒８‒７

県鎌倉保健福祉事務所
【地域】三浦郡 0467‒24‒3900 鎌倉市由比ガ浜２‒16‒13

県厚木保健福祉事務所
【地域】愛甲郡 046‒224‒1111 厚木市水引２‒３‒１

県足柄上保健福祉事務所
【地域】足柄上郡 0465‒83‒5111 足柄上郡開成町吉田島2489‒２

県小田原保健福祉事務所
【地域】足柄下郡 0465‒32‒8000 小田原市荻窪350‒１
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市区町村社会福祉協議会一覧

名　　称 電　話 住　　所

横浜市社会福祉協議会 045‒201‒2096 横浜市中区桜木町１‒１
横浜市健康福祉総合センター内

鶴見区社会福祉協議会 045‒504‒5619 横浜市鶴見区鶴見中央４‒32‒１
UNEX（ユネックス）ビル５階

神奈川区社会福祉協議会 045‒311‒2014 横浜市神奈川区反町１‒８‒４　はーと友神奈川内

西区社会福祉協議会 045‒450‒5005
横浜市西区高島２‒７‒１
ファーストプレイス横浜３階　横浜市西区
福祉活動拠点内

中区社会福祉協議会 045‒681‒6664 横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル４階

南区社会福祉協議会 045‒260‒2510 横浜市南区浦舟町３‒46　浦舟複合福祉施設８階

港南区社会福祉協議会 045‒841‒0256 横浜市港南区港南４‒２‒８　
３階　港南区福祉保健活動拠点内

保土ケ谷区社会福祉協議会 045‒341‒9876 横浜市保土ケ谷区川辺町５‒11　かるがも３階

旭区社会福祉協議会 045‒392‒1123 横浜市旭区鶴ヶ峰１‒６‒35

磯子区社会福祉協議会 045‒751‒0739 横浜市磯子区磯子３‒１‒41
磯子センター５階

金沢区社会福祉協議会 045‒788‒6080 横浜市金沢区泥亀１‒21‒５　
いきいきセンター金沢

港北区社会福祉協議会 045‒547‒2324 横浜市港北区大豆戸町13‒１　吉田ビル206

緑区社会福祉協議会 045‒931‒2478 横浜市緑区中山町413‒４　ハーモニーみどり１階

青葉区社会福祉協議会 045‒972‒8836 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」

都筑区社会福祉協議会 045‒943‒4058 横浜市都筑区荏田東４‒10‒３　
港北ニュータウンまちづくり館内

戸塚区社会福祉協議会 045‒866‒8434 横浜市戸塚区戸塚町167‒25　

栄区社会福祉協議会 045‒894‒8521 横浜市栄区桂町279‒29　

泉区社会福祉協議会 045‒802‒2150 横浜市泉区和泉町3540　

瀬谷区社会福祉協議会 045‒361‒2117 横浜市瀬谷区二ツ橋町469　
せやまる・ふれあい館内

川崎市社会福祉協議会 044‒739‒8710 川崎市中原区上小田中６‒22‒５　
川崎市総合福祉センター

川崎区社会福祉協議会 044‒246‒5500 川崎市川崎区砂子１‒10‒２　ソシオ砂子ビル９階

幸区社会福祉協議会 044‒556‒5500 川崎市幸区戸手本町１‒11‒５
さいわい健康福祉プラザ

中原区社会福祉協議会 044‒722‒5500 川崎市中原区今井上町34　和田ビル１階
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名　　称 電　話 住　　所

高津区社会福祉協議会 044‒812‒5500 川崎市高津区溝口１‒６‒10　
てくのかわさき３階

宮前区社会福祉協議会 044‒856‒5500 川崎市宮前区宮崎２‒６‒10
宮崎台ガーデンオフィス４階

多摩区社会福祉協議会 044‒935‒5500 川崎市多摩区登戸1763　
ライフガーデン向ヶ丘２階

麻生区社会福祉協議会 044‒952‒5500 川崎市麻生区万福寺１‒２‒２
新百合21ビル１階

相模原市社会福祉協議会 042‒756‒5034 相模原市中央区富士見６‒１‒20

緑区事務所 042‒775‒8601 相模原市緑区西橋本５‒３‒21　緑区合同庁舎2階

城山地域事務所 042‒783‒1212 相模原市緑区久保沢２‒26‒１　
城山保健福祉センター内

津久井地域事務所 042‒784‒3393 相模原市緑区中野633　津久井総合事務所 3階

相模湖地域事務所 042‒649‒0202 相模原市緑区与瀬896　相模湖総合事務所3階

藤野地域事務所 042‒687‒3361 相模原市緑区小渕2000　藤野総合事務所3階

南区事務所 042‒765‒7065 相模原市南区相模大野６‒22‒１　
南保健福祉センター 1階

横須賀市社会福祉協議会 046‒824‒3435 横須賀市本町２‒１　市立総合福祉会館内

藤沢市社会福祉協議会 0466‒50‒3525 藤沢市鵠沼東１‒１　玉半ビル３階

平塚市社会福祉協議会 0463‒33‒2333 平塚市追分１‒43　

鎌倉市社会福祉協議会 0467‒23‒1075 鎌倉市御成町20‒21　

小田原市社会福祉協議会 0465‒35‒4000 小田原市城山２‒１‒５　社会福祉センター内

茅ヶ崎市社会福祉協議会 0467‒85‒9650 茅ヶ崎市新栄町13‒44　

逗子市社会福祉協議会 046‒873‒8011 逗子市桜山５‒32‒１　

三浦市社会福祉協議会 046‒888‒7347 三浦市南下浦町菊名1258‒３　

秦野市社会福祉協議会 0463‒84‒7711 秦野市緑町16‒３　秦野市保健福祉センター内

厚木市社会福祉協議会 046‒225‒2947 厚木市中町１‒４‒１　
厚木市総合福祉センター内

大和市社会福祉協議会 046‒260‒5633 大和市鶴間１‒25‒15　大和市役所第２分庁舎内

伊勢原市社会福祉協議会 0463‒94‒9600 伊勢原市伊勢原２‒７‒31　
伊勢原シティプラザ１階

海老名市社会福祉協議会 046‒235‒0220 海老名市勝瀬175‒１

座間市社会福祉協議会 046‒266‒1294 座間市緑ヶ丘１‒２‒１　

南足柄市社会福祉協議会 0465‒73‒1575 南足柄市関本403‒２　南足柄市りんどう会館１階

綾瀬市社会福祉協議会 0467‒77‒8166 綾瀬市早川550　綾瀬市役所内
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名　　称 電　話 住　　所

愛川町社会福祉協議会 046‒285‒2111 愛甲郡愛川町角田257‒１　
愛川町福祉センター内

清川村社会福祉協議会 046‒287‒1118 愛甲郡清川村煤ヶ谷2220‒１　
清川村保健福祉センターひまわり館１階

葉山町社会福祉協議会 046‒875‒9889 三浦郡葉山町堀内2220　葉山町福祉文化会館内

寒川町社会福祉協議会 0467‒74‒7621 高座郡寒川町宮山401　

大磯町社会福祉協議会 0463‒61‒9390 中郡大磯町大磯1352‒１　
町立福祉センターさざれ石内

二宮町社会福祉協議会 0463‒73‒0294 中郡二宮町二宮山西５‒１

中井町社会福祉協議会 0465‒81‒2261 足柄上郡中井町比奈窪104‒１　
中井町保健福祉センター「しらさぎ」内

大井町社会福祉協議会 0465‒84‒3294 足柄上郡大井町上大井68‒２

松田町社会福祉協議会 0465‒82‒0294 足柄上郡松田町松田惣領17‒２　
松田町健康福祉センター

山北町社会福祉協議会 0465‒75‒1294 足柄上郡山北町向原1379－１

開成町社会福祉協議会 0465‒82‒5222 足柄上郡開成町吉田島1043‒１　
開成町福祉会館内

箱根町社会福祉協議会 0460‒85‒9000 足柄下郡箱根町湯本855

真鶴町社会福祉協議会 0465‒68‒3313 足柄下郡真鶴町真鶴475‒１

湯河原町社会福祉協議会 0465‒62‒3700 足柄下郡湯河原町中央４‒12‒５
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