《 ひきこもり支援団体紹介資料 》
＊

平成 23 年 11 月現在で提供いただいた情報をそのまま掲載しております。 詳細については、直接各団体にご確認ください。

団体名

連絡先

活動内容

ＰＲポイント

特定非営利活動法人

〒319-0323

[活動内容]

経験豊かな専門（心理・キャリア）のカウンセラーが、

すだち

水戸市鯉渕町 2125-1

・県内 11 ヶ所にて定期サテライト相談会(若者総合相談窓口)を実施。 話合いを通じてともに考え「家族力」「社会人力」を養います。

TEL/FAX：029-259-2774

・本人へのサポート：若者のつどい、アサーション講座

（代表 須田 彰）

Mail:sudachi-s@y8.dion.ne.jp

職チャレ（パン工房・農園・学童）

URL

・家族へのサポート：家族会、セミナー

http://www.k3.dion.ne.jp/~su

・アウトリーチ（訪問支援）：高校等内での進路指導、

dachi/

キャリアセミナー

《いばらき若者サポート
ステーション》
水戸本部事務局

[対象] 概ね 15～39 歳のご本人とその家族
[利用方法] 個別相談は電話、メールによる事前予約制
[利用料] 原則無料（実費負担あり）

月～金 9：00～17：00
専用連絡先
TEL/FAX : 029－259-6860
Mail : info@saposute.jp
URL http://www.saposute.jp/
特定非営利活動法人

〒310-0063

とらい

水戸市五軒町 2-2-23-101

お弁当作り（毎週月～金曜日）

・一人ひとりに合った支援

TEL : 029-233-6544

フリースペース

・自主活動や他団体へのイベント参加など社会に積極的に関る機会の

（代表 帯刀 治）

[活動内容] ひきこもりがちな青年の就労支援・研修として

Mail: npotry@npotry.org

[対象] 高校卒業程度から上限なし

URL http://www.npotry.org

[利用方法] 当事者と親同伴で面接を実施し書面で確認

個別支援・集団支援

提供

[利用料] 研修：月 25,000 円
フリースペース：無料

ピアカウンセリング

TEL：0297-65-4405

[対象] 制限無し、どなたでも

むいむい

現在、ひきこもり当事者とされる方 4～5 名・保護者 1～2 名参加

（代表 金子 憲司）

(合計 30 名程度が参加者名簿に登録）
[開催日] 毎週 2・4 木曜 13 時～16 時（原則として）
[場所] 主に龍ヶ崎市馴柴コミュニティセンター
[利用方法] 事前連絡予約等は必要なし（但し日程が変更となる
場合があるため確認要）
[利用料] 無料

・ひきこもりに限定した会ではありません。ひきこもりであるとかない
とかの区別なく、誰もが平等に関りあえる会にしたいと思っています。
・基本的に対話を通じた相互理解、自己理解が主体の会です（グループ
で行う傾聴のような感じです）
・特定のテーマやカリキュラムはありません。順番に発言を強要したり
することもありません。
・基本的にはカウンセリングの分野で言うベーシックエンカウンターと
いう構成・強制されないグループ形態です。
・ごろ寝、中途参加、中途退席ＯＫです。
・他にハイキングや食事会等の各種レクリエーションも随時行っていま
す。

団体名

連絡先

活動内容

ＰＲポイント

特定非営利活動法人

〒300-1514

[対象] 制限無し 希望する人はどなたでも受け入れる

・厚生労働省のひきこもり支援対策、及び内閣府の「青少年総合対策推

人材開発研究所

取手市宮和田 1049-53

子ども・若者・その他支援を必要とする人々

TEL : 0297-83-2312
（代表 木山 良知）

0297-83-2300
Mail:

進法」に準処したＮＰＯです。
・つくば・土浦・取手・守谷の県南地区、潮来・鹿島・神栖の鹿行地区

[内容] 個別・継続的な相談

で活動を展開しています。

・未就業者を主として「働く」ことに対する自信や意欲の向上を目指

y-kiyama@basil.ocn.ne.jp

した支援プログラムを作成し、教育・訓練を施す。
・保護者へのサポート
・支援者(サポーター・ユースアドバイザー)の養成と能力向上
・マンツーマンで若者を支援する体制づくり(パーソナルアドバイ
ザー)
・アウトリーチ（訪問支援）についての体制づくり 出張キャリア
コンサルタントの養成をコンサルテーションの実施
・ひきこもりの当事者の居場所づくり
・多文化共生（ダブルリミテッドの子ども達の支援ネットワークづく
り）
[利用方法] 研修会はＦＡＸ、電話による申し込み.
相談会・家族会は電話予約制
[利用料] 各種違いあり、チラシ等で表示

不登校・ひきこもりの
子どもを支える
「びーいんぐの会」

TEL : 0297-82-6011
URL

[対象] ①主に高校・大学中退後にひきこもりがちになっている
子どもを持つ親

http://www.toride-sks.jp
「いきいきネットとりで」内

（代表 野々村須寿子）

②不登校・ひきこもりの経験者

中学生の不登校の子どもを抱える親の会からスタートして 10 年です。
講師を招いて勉強会などを開催してきました。
主に親の会として、ひきこもりがちな我が子を支えるために、親自身が

[開催日] 第 1 土曜・第 3 金曜

励ましあい、支えあい、学びあっています。

[手続き] 電話問合せ後、会より案内書を発送

会の運営などを手伝って下さる、サポーター会員の皆様の存在も大きい

[利用料] 年会費 2,000 円

です。また、不登校など経験者から学ぶことも多いです。

参加費 第 1 土曜 500 円（勉強会）
第 3 金曜 200 円（フリースペース）

特定非営利活動法人

〒305-0051

若年者社会参加支援普

つくば市二の宮 1-2-2

ＮＰＯ法人の活動とは異なるマクロ的な視点から、家族支援の

築いていく活動をしています。

及協会 アストリンク

TEL：029－859-8606

総合窓口開設、サポーター育成などの受け皿づくり、就労場所

茨城県内には充分とは言えませんが、様々な支援を行っているＮＰＯ法

Mail：info@wssi.or.jp

確保などの直接支援、各ＮＰＯ法人・関係団体・病院・行政等

人や行政、任意団体があります。焦らず、諦めず、必要な時に必要な関

URL

のネットワークづくり、社会への提言といった事業を行い、地

りを考えて行動していきましょう。

（代表 浅井 和幸）

http://wssi.or.jp/

[内容]‘不登校’‘ひきこもり’
‘ニート’等の問題に対して、個々の

域と社会の教育・福祉の増進を図り、広く公益に貢献すること
を目的とする。
[利用料] 電話相談（随時 10 分程）無料
面接相談（随時 1 時間程）4,000 円
利根町社会福祉協議会・かすみがうら市社会福祉協議会での
フリースペース及び面接相談 （月 1 回）無料

当ＮＰＯ法人は、どのような社会資源が必要かを考え、ネットワークを

団体名

連絡先

活動内容

ＰＲポイント

つくば子どもと

〒305-0045

[内容] つくば市社会福祉協議会連盟のボランティア団体

・「里芋の会」ひきこもりの青年を理解する親のグループ（第 2 土曜日）

教育相談センター

つくば市梅園 2-33-17

子どもの教育相談 無料

学習会、研修旅行、宿泊学習等

TEL：029-857-5301（渋谷）
（代表 穂積 妙子）

029-874-4567（岡田）

・親のグループとして

・青年の会（月 2～3 回）

「不登校親の会」
「うなずきの会(非行の会）」
「里芋の会」がある
・不登校・ひきこもりの本人グループとして

農作業・レクリエーション・散歩・料理・ボール遊び・工場見学
映画鑑賞等

「子どもの家」「青年の会」がある
・つくば市社会福祉協議会との連携事業として、本人グループ「ＹＯＵ・
・「里芋の会」において、ひきこもりの青年の会を活動

遊・広場」(月２回)を開催

[開催日] 第 2 土曜日 親のグループ
月 2～3 回

青年の会（居場所）

[利用方法] 事前に電話・ＦＡＸで連絡
[利用料]

入会は有料
入会金 1,000 円 年会費 2,000 円
（里芋の会は＋8000 円）

アイネット
(代表 浅沼 秀司）

〒308-0848

[対象] 当事者及び保護者

筑西市幸町 3-17-16

[利用手続き] 特になし 随時受け入れ

くの全国の同じ苦しみを持つ方々の体験をお伝えすることで、参加し

TEL：0296-28-2727

[利用料] 無料

てくださる方の孤立感の解消の一助を目指しています。

(090-3140-4865)

・指導するのではなく、その辛さ苦しさを充分に吐き出してもらい元気

URL warafuto.com

かすみがうら市
社会福祉協議会

・代表自身の保護者としての体験、その後活動を通じてご縁のあった多

になってもらうことを主眼としています。

〒300-0134

フリースペース「れんげ草」

平成 23 年 1 月に開設した新しいフリースペースです。会場が福祉センタ

かすみがうら市深谷

[対象] ひきこもり当事者 家族 支援者など

ー内で行っているので、落ち着いた環境になっています。

[開催日] 毎月第 4 火曜(一部変更あり)

あじさい館には、図書館やトレーニング施設(有料）、公衆浴場(有料）が

3719-1
TEL:029-898-2527

フリースペースのため参加は自由

あり、屋外の広い施設のため、散歩や散策も可能です。調理室もあり、

Mail :

[場所] かすみがうら市あじさい館

参加者が増えれば調理なども行っていきたいと思っています。

info@kasumigauracity-shakyo.

[利用料] 無料

現在は、アイロンビーズを使い、製作したり、おしゃべりをしたり、

or.jp
URL
http://www.kasumigauracityshakyo.or.jp/

ゆっくりと自由に過ごせますので、一度来て下さい。

