
第４部
関係機関 情 報
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!"#$%&'()*+,-./01

　専門コーディネーターが本人や家族の相談に応じます。また，相談内容にあわせて適切

な関係機関へつなぎ，連携した支援を行います。　（平日　9：00～16：00）　

!"#!$%!"#
!"#$%&'()*(+,-.

!"#$%&'()*+,-./

!"#$"%%$&'(&))*+,-./!"#$

!"#$%&''()*+,-./0123456! " #

!"#$

　保健師等が随時相談に応じます。病気の予防，健康の維持・増進，生活環境の安定を図

るなど，住民の健康を守るための機関です。 （平日　8：30～17：15）

!"#$%!"#!"#$!"#$

!"#$%&#$'()#$*
!"#$%"#!&"

!"#$%&''()*!"#$"%&$!&!!
!"#$%
!"#$

!"#$%&'()*!"#$%&'()*+!"#$"%&$&%'(
!"#$%&'(
!"#$%&'

!"#$%&!"'(%&)*
!"#$%

!"#$%&'()*+,-.!"#$%$"%&&$'
!"#$%&'
!"#$%

!"#$%&#$'()#!"#$%&'()(*+!"#$%""%$&#'
!"#$%
!"#$%&'

!"#$%&#!"#!"$%&'(%!"#$%&&%"$'(
!"#$%
!"#$%&'

!"#$%&#$'(#!"#$%&''()&!"##$%%$"&'(
!"#$%
!"#$%&'

!"#$%&'$%()$%*
!"#$%"#&'(#)*(

!"#$%&'()*!"#$%&"%"'&$
!"#$%&
!"#$%&'

!"#$%&#$'()*+,
!"#$%"&'(

!"#$%&'()(*+!"#$%"&$''&(
!"#$%
!"#$%&'(

!"#$%!"#&'($!"#$%&'()*!"#$%&'$#"%(
!"#$%&
!"#$%&'

!"#$%&#$'(#!"#$%%&!"#$%"&%'#$(
!"#$%
!"#$%&'

!"#$%&#$'(#$)*
!"

!"#$%&'()**+*!"#$%""%&'(&
!"#$%
!"#$%&'

!"#$%&'$('!"#$%&'((!"#!$%"$%!"&
!"#$%
!"#$%&'



98

!
"
#
$
"
%
&

!"#$%&'()*+,-.

　さまざまなこころの悩みをお持ちの方の相談に応じます。相談の内容によって一般相

談，思春期相談，酒害相談，薬物相談に分かれています。

!"#$"%&$"'(!)))*+,-./!"#$

!"#$%&''()*! " #

!!"#$%&'()*+

（平日　8：30～17：15）

!"#$%!!!"#$%&'()*+#&'(,-.&'(/012&'(34#56789::;<!!"#$%&'"&(

!"#$%&'(! " #!"#$

!"#$""%$&&&&!"#$%&'()*+!"#

!"#$%""%&'''!"#$%&'()*+*!"#

!"#$%"&$''''!"#$%&'()*+,-.!"#

!"#!$%"$&'''!"#$%&''()!"#

!"##$"%$&&&&!"#!"$%&'()'!"#

!"#$%&"%''''!"#$%!"&''(!"#

!"#$%&'%((((!"#$%&'(!"#$

!"#$%&'%"(((!"#$%&'()**!"#

!"#$%"&%"'''!"#$%&'()*+++,*!"#

!"#$%&"%'(((!"#$%&'()*+,!"#$%

!"#$%"$%"&&&!"#$%&'()**+)!"#

!"#$%&$%''''!"#$%&'%&()*+!"#$

!"#$%&&%''!'!"#$%&'()*+!"#

!"#$%$&%"'&'!"#$%&'()!"#

!"#$%&'$"(((!"#$%&'()*+)!"#

!"#$%%&$''''!"#$%&'()*+,'-./012)'34'5,6!"#$

!"#$"%&$!'''!"#$%&'()*+,-./-!"#$%&

!"##$%"$"#&&!"#$%&'(()*+(!"#

!"##$%&$''''!"#$%&%!"#

!"#$%&'%((((!"#$%&'()*!"#

!"#$%$"%&&&&!"#$%&'()*)+,-!"#$%

!"#$"#%$&&&&!"#$%&'&()*!"#

!"#$%"&%"'''!"#$%&'()*+!"#

!"#$%&'%"("(!"#$%&'()!"#

!"#$%#"%"""&!"#$%&'()**+,!"#

!"##$%#$"&&&!"#$%&'()*+,-!"#$%&'

!"#$%&'%&(((!"#$%&'()!"#

!"##$#!$%%%%!"#$%&''()*!"#

!"##$%"$!&''!"#$%&'(&)*!"#
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!"#$%&'(! " #!"#$

!"#$%&&%"$$$!"#!"$%%%&$!"#

!"#$%&'%"(((!"#$%&'()*+,!"#$%&'

!"##$%&$''''!"#$%&'()!"#$

!"#$"#"$%%%%!"#$"#%&'()*+,+!"#

!"#$"%&$'(((!"#$%&'()'*++,-./0!"#

!"#$"%%$&'''!"#$#%&'()*+,-./-0!"#

!"#$"%"$&'&&!"#$%&$%'()*+,-!"#

!"#$%&"%''''!"#$%&$'$%())!"#

!"#$%$&%!'(!!"#$%&'()*+,+,!"#

!"#$%$$%&&&&!"#$%&'()*+,-,-!"#

!"#$%&'%"(((!"#$%&'()**+,!"#

!"#$%&'%((((!"#$%&'()*+,,-.!"#$

!"#!$#%$&&&&!"#$%&'()*+,,-./,!"#

!"#!$#%$%&!!!"#$%&'()(!"

!"#$%&'%""((!"#$%&'()*+,-./.!"#

!"#$%&'$()$*+,-./01

!"#$%&

　０歳から18歳未満の児童に関するさまざまな問題について相談に応じます。

　（平日　8：30～17：15）

!"#$%!"#!"#$

!"#$%&#$'()*+#$
!"#$%&'(%&)*+%&
!"#$"%#$&'#$()*$
!"#

!"#!$%&'()*'!"#$""%$&%'!
!"#$%&'
!"#$%&'()*

!"#$%&'(#$)*#$+
!"#

!"#$%&'()(*!"#$%""%!"#$!"#$%&

!"#$%&#$'(#$)*#$
!"#

!"#!"$%&'(%!"#$%&&%'$$#!"#$%&

!"#$%&#$'()#$*+
!"#$!"%&'!"()!"
!"#$%&'()*#$+,-
!"#$%&'(%)*+%,-
!"#$!

!"#$%&'()*(+!"#$%"&$'(#(!"#$%&'

!"#$%&#$'(#$)*#$
!"#$%&#$'()*$+,
!"#!

!"#$%&'()
!"#$%&'(&')

!"#$%"&%'$'&!"#$%&'
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!"#$%&

!"#$!"#$!"#! " #

!"#"$!"#$$%&'#($
!"#$$!!"##$%&"'#

!"#$%&'%"(((

!"#$%&'&(

!"#$%&'()*+,-."#/01

!"#$%&'%"&&&
!"#$%&'()
!"#$%&'()*+,-./0

!"#$%&''"()&*'
!"#$%$&'()

!"#$""%$&&&!!"#$%&'('&!"#$%&'()!
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!"#$%&$%$'("!"#$%&'('()!"#$%&'(

!"#$%&&%'&$(!"#!"$%&'(%!"#$%&'(

!"#$%"&$'((!!"#$%&'()'*+!"#$%&'(

!"#$%""%&'(!!"#$%&'()!"#$%&'(

!"#$%&&'()%&&*
!"!#$%&

!"#$""%$&'(!!!"#$"%&'()

!"#$$%&''()*&+',
!"#"$!!"##$%&"'#

!"#$""%$&&&!!"#$%&'('&!"#$!
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!"#$%&$%$'("!"#$%&'('()!"#$

!"#$%&&%'&$(!"#!"$%&'(%!"#$

!"#$%"&$'((!!"#$%&'()'*+!"#$

!"#$%""%&'(!!"#$%&'()!"#$

!"#$%&!"#$%""%!"#$!!"#$%&'()*+,

!"#$%&!"#$""%$&%&%!!"#$%&'()*+,-./0

!"#$%&'()*%&+,-./

!"#$!"#$!"#! " #!"#

!"#$%&&'(&%&&
!"#"$!"#$%&&'(

!"#$"%%$&'"!!"#$%&'()*+!"#$%&'()*&'+,-
!"#

!"#$%&'(")*&((!"#$""%$&'%%!"#$%&'('()!"#$%&'()*+,

!"#$%&''"()&''!"#$%&'%!&(!!"#!"$%&%'$!"#$%!"#

!"#$%&''"()&*'
!"#$%&&'(

!"#$"%&$%'(%!"#$%&'()*+*+*!"#$%&'()*+!"#$%&

!"#$%&''()*&''!"#$%$&%"!'(!"#$%&'()*)+,-!"#$%&'()*+,
!"#$%

!"#$%&'(")*&'(!"#$%$$%"$&'!"#$%&'())*!"#$%&'()*+,-

!"#$%&''"()&*'
!"#$"#%$%#"&

!"#$%&&'&()!"#$%&'()*+!"#
!"#$"#%$%#&'

!"#$%&''"()&''!"##$%&$!'((!"#$%&''(!"#$"%&'(!"#$

!"#$%&&'#(%&&!"#$"%%$"&!#!"#$%&'('!"#$%&'(!"#

!"#$%&'()*%+'))
!"#$%

!"#$"%"$&!&!!"#$%&'(!"#"$%&'()'*'+,-.

!"#
!"#$%$$&#'%$$(
!"#$%

!"#$"%"$&!'#!"#$%&'(!"#$%&'()*+,-./0

!"#$%&''"()&''
!"#$%

!"#$%""%"&"&!"#$%&'()(''*!"#$%&'()$%*+,-!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%&"%'(((!"#$%&'()*+,!"#$%&'()*+&',-.
!"#$%

!"#"$%!"#$$%!&#$$!"#$%&"%''''!"#$%&'()*+,!"#$%&'()*+,-./0

!"#"!"#$%%&'($%%!"#$%&$%'($!!"#$%&'%&()*+
!"#$%&'()*+
!"#$%&'()*

!"#$
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!"#$!"#$!"#! " #!"#

!"#$%&''"()&*'!"#$%"$%&&$'!"#$%&'()*
!"#$%&'()*$%+,
!"#$%&'()!"#

!"#$%&''"()&*'!"#$%"$%&&$"!"#$%&'&()*+!"#$%&'()*

!"#$%&'(")*&)+!"##$%"$"#&&!"#$%&&'()&!"#$%&'()*+
!"#

!"#$%&'&&"%('&&!"##$%"$&'(!!"#$%&'()*+!"#$%&'()*)*+,

!"#$%&''"()&''
!"#$%

!"##$%&$"'&(!"#$%&'(()!"#$%&'(!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%""%"&"&!"#$%&'()!"#$%&'()*+!"#

!"#"$"%&!"##$%&"##!"##$%%$"&'&
!"#$%&''()
!"#$%&'(

!"#$%&'()*+,-.!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%&&%''&&
!"#$%&'()*+,
!"#$%&'()

!"#$%&'!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%"&$'%&'!"#$%&'()*!"#$%&'(

!"#
!"#$%&'&&"%('&&!"#$%"&$'%&%

!"#$%&'()*
!"##$%&'(

!"#$%&'()

!"#$%&''"()&''!"##$"%$&&'#!"#$%&'&&'&(!"#$%&'(!"#

!"#$%&''"()&''
!"#$%

!"#$%&'%((()!"#$%&'())*!"#$%&'()!"#$

!"#$%&''"()&*'!"#$%&'%&$("!"#$%&''(%!"#$%&'()*+,
!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%&'%""("!"#$%&'&()!"

!"#$%&''"()&''!"#$%&'$(!&)!"#$%&''(!"#$%&'()*+,-./01!"#

!"#$%&''"()&*'
!"#$%

!"#$%&&$""''!"#$%&'()*!"#$%&'()*+,!"#$

!"#"$"%&!"##$%&"'#!"#!$%&'!"&!"#$%&'()*!"#$%&'()*+,,+-!"#

!"##$%&"##!"#$%&$%'('#!"#$%&'(&!"#$%&'()*
!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%&$%!'"'!"#$%&'(&!"#$%&'(

!"#$%&''"()&''
!"#$%$&'()

!"##$%#$&"'!!"#$%&'()*+,-.!"#$%&'()*+,-./!"#$%&'

!"#$%%&'($%%!"#$%&$%!#'(!"#$%&'()*+,!"#$%&'()*+!"#$%&

!"#$%&'
!"#$%%&'($%%!"#$%&"%$&''!"#$%&'()*+*

!"#$%&'()*+,-.
!"#$%!"#$%&'(

!"#"$%!"##$%&"##!"#$%%&$''%%!"#$%&'()!"#$%&'()*+!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%%%$&""'!"#$%&'()*)+,-!"#$%&'()*+!"#

!"#"$!"#$$%&'#$$!"#$%&'%((""!"#$%&'()*+!"#$%&'(!"#

!"#!"#$$%&'#$$!"#$%&'%""()!"#$%&'()*+*!"#$%&'(!"#

!"#$%&'(")*&((

!"#!$""$%%&&!"#$%&'()*(
!"#$%&'(
!"#$%&'()*+,-.

!"# !"#!$%"$!&!&!"#$%&''()
!"#$%&'(
!"#$%&'()*+,-

!"#!$%&$''"(!"#$%&'()
!"#$%&'(
!"#$%&'()(*+,

!"#$%&''"()&''!"#$%&&%'"!'!"#!"$%&$!"#$%&'()*!"#

!"#$%&''"()&*'!"#$%&!%'#'#!"#$%&'()*!"#$%&'()*&%+,'&!"#

!"#$%&''"()&''!"#$%"&%$'&'
!"#$%&''()(*
!"#$%&'

!"#$%&'(

!"#
!"#$%&''"()&''!"#$%&"%$$'$!"#$%&'()**!"#$%&'

!!"!#!!"#$$%!&#$$!"#$%"&%$!'(!"#$%&'()*+!"#$%&'()*
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!"#$!"#$!"#! " #!"#

!"#$%&'&&"%('&&!"#$%&'%$$$$
!"#$%&'()*
!"#$%&'

!!"#$%&'(

!"#

!"#$%&''"()&''!"#!$#"$%"#%
!"#$%&'(
!"#$%&'

!"#$%&'(

!"#$%%&'($%%!"#$%&'%(!((
!"#$!"%&'%&%
!"#$%&'(

!"#$%&'()*+,!"# !"#$%%&'($%%!"#$%&'%()$*
!"#$%&'()
!"#$%&'(

!"#$%%&'($%%!"#$%&&%!'$(
!"#$%&$%'()
!"#$%&'(

!"#"$%!"#""$!%#""!"#$%&"%'(")!"#$%&'())!"#$%&'(!"#

!"#$%&'()*%)+
!"#$%
!"#!$%&$'()!

!"#$%&'()*'!"#$%&!"#$

!"#$%&'(")*&)+!"#!$#%$%!""!"#$%&%'!"#$%&'!"#

!"#$%&'()*+,-./

　発達障害のある方や家族などからの相談に応じ，専門的な発達検査や療育支援などを行

います。

!"#$"%#$%"""&&&'()*+,!"#$

!"#$"%&'"%#'%#(%)*+%),-$.#-#%-/0!"#$%&

!"#$"#%&'()*+,,-.+! " #

!"#$%&'()*

（平日　8：00～17：00）

!"#$%&'()*+,-.)*/0123

　知的障害のある方に対し，療育手帳，生活，就労，年金，施設利用などの相談・判定を

行います。

!"#$%&'()*

（平日　8：00～17：15）

!"#$""%$&%'!!"#$

!"#!$%&'()*'! " #
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!"#$%&'()*+,-*./0

　15歳から概ね40歳未満のニート等の若者とその家族を対象に，地域ネットワークを活

用した職業的自立支援を行っています。

!"#$"%#$&'&!!"#$

!"#$%&'(')*(++,-./012345! " #

!""#$%%&&&'()#*(+",'-#%! " #

!"#$%&'()*+

（平日　9：00～17：00）

!"#$%&'()*+,-./0123456789"#$%:

　キャリアカウンセラーが就職に関する悩み・不安などの相談に応じ，職業への支援を行

います。また，希望により職業適性診断や就職支援セミナーなども受けられます。

（＊は平日9:00～20:00，土日9:00～17:00 他センターは平日 9:00～16:00）

!"#$%&'()(*'!"#$%!!$&'&(!"#$%&'()*+,-./012

!"#$%&'()**+!"#$%&!%''((!"#$%&'()*+,

!"#$%&'(&'(!"#$%"$%&&&'!"#$%&'()*+,

!"#!"$%&'(%!"#$%&&%'"()!"#$%&'()*+,

!"#$%&'()'*+!"#$%"&$"%""!"#$%&'()*+,

!"#$%&'()!"#$%""%!&$'!"#$%&'()*+,

!"#$%&'()*+,-,./

　就職に関する情報提供のほか，面接の受け方や履歴書の書き方のアドバイス，就職活動

についての悩み相談が受けられます。

（平日　8:30～17:15　＊は18:30までの開庁・土曜開庁あり問合せ要）

!"#!$%&'()*&!"#$"%&$'""&!"#$%$&'(

!"#$%&'&()*!"#$%&"%!"'"!"#$#%&'()*+,

!"#$%&'()('!"#$%"&%'$$&!"#$%$&'(

!"#$%&'()*!"#$%""%"&''!"#$#%&'

!"#$%&'()!"#$%&'%'('(!"#$#%&'()*+,

!"#$%&'&('&)!"#$%""$&'"(!"#$#%&'

!"#$%&'&(%!"#!$%"$!&'(!"#$#%&'

!"#$%&'()*+,-!"#$%""%&'!#!"#$#%&'

!"#$!"%&'&()!"##$"%$&'('!"#$#%&'

!"#$%&'()*+),-!"#$%$"%&'($!"#$#%&'()

!"#$%&'())*+(!"#$%&!%"$"$!"#$#%&'(

!"#$%&'(')!"#$%""%"&'#!"#$#%&'

!"#$%&''()&!"##$%&$"&'%!"#$#%&'()
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【水戸保健所管内】

①ＮＰＯ法人　すだち（代表　須田　彰）
②〒319-0323　水戸市鯉淵町2125-1
③TEL/FAX:029-259-2774
④月～金　9:00～17:30（祝祭日を除く）
⑤ＵＲＬ:http://www.k3.dion.ne.jp/~sudachi/
　E-MAIL:sudachi-s@y8.dion.ne.jp
⑥無業の若者や家族等　　　
⑦無料　
⑧相談形態:個別面談
　家 族 会:水戸市と土浦市にて，年に４回程度

①名称　　　　②所在地　　　③TEL/FAX
④受付時間　　⑤URL・E-MAIL　⑥対象
⑦利用料　　　⑧活動内容　

①ＮＰＯ法人　フリースクール　トライアル
　　　　　　　（代表　月舘　静恵）
②〒310-0851　水戸市千波町2776-3
③TEL:029-305-3229　FAX:029-305-3228
④月～金　9:30～15:00 
⑤ＵＲＬ:http://www6.ocn.ne.jp/~trial/top.html
  E-MAIL:trial1391@yahoo.co.jp
⑥小学４年生～高校３年生に相当する年齢の方　
⑦（フリースクール）約50,000円/月　
　（カウンセリング）有料
⑧学 習 支 援:月～土　9:00～17:00
　心 の ケ ア:予約制
　家族教室等:第３土曜日　13:00～

①ＮＰＯ法人　とらい（代表　帯刀　治）
②〒310-0063
　水戸市五軒町2-2-23　生野ビル101
③TEL:029-233-6544　FAX:029-300-4320
④月～金　9:00～14:00 
⑤ＵＲＬ:http://www.npotry.org/
  E-MAIL:npotry@npotry.org
⑥ひきこもりやニート状態にある青年
⑦（研修）月25,000円
　（相談）窓口相談3,000円/1h
　　　　カウンセリング　5,000円/1h
⑧研修:お弁当作り　販売　献立作成等
　フリースペース
　第１・第３木曜日　14:00～16:00
　第４金曜日 　　　18:30～20:00
　　　　　　　　　　(カレー代500円)　
　相談形態：面接・訪問（有料）

!"#$%&'()!"#$%&'()*()+,-./0123456789:
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【日立保健所管内】

①いっぽの会（代表　岡部　健）
②日立市内
③TEL:0294-32-2898
④いつでもご連絡下さい
⑥ひきこもり等の家族間での問題を抱える親
⑦年会費:1,000円（行事などは別途参加費）
⑧家族教室等:
　毎月第１土曜日13:30～16:30

【筑西保健所管内】

①アイネット（代表　浅沼　秀司）
②〒308-0848　筑西市幸町3-17-16
③TEL:0296-28-2727
　携帯電話：090-3140-4865
④いつでもご連絡下さい
⑤ＵＲＬ:http://www.warafuto.com
　E-MAIL:sasha_jp@yahoo.co.jp
⑥ひきこもりの当事者，その家族
⑦（家族教室）300円
⑧相談形態:電話，メール，面接，訪問　
　家族教室等:毎月第３水曜日　
　　　　　　　13:30～17:00

【潮来保健所管内】

①ＮＰＯ法人　N＆N Corporation
　　　　　　　（代表　髙橋　紀子）
②〒314-0144  
　神栖市大野原1-3-33　ﾉｰﾌﾞﾙﾛｰｽﾞ102号
③TEL/FAX:0299-92-2178
④通年，随時予約制
⑤E-MAIL:nandnibaraki@yahoo.co.jp　
⑥若年者～高齢者　　
⑦要面接　
⑧相談形態:面接・訪問
　フリースペース：「スクールメイト」
　　アートセラピー
　　（毎月第２土曜日16:00～17:00）
　　アロマセラピー
　　（毎月第１月曜日10:00～12:00）

①ＮＰＯ法人　地球の保健室（ピーチひろば）
　　　　　　　（代表　原中　瑠璃子）
②〒308-0841　筑西市二木成993
③TEL:080-6779-0846
  FAX:0296-48-8022（設楽事務所内）
④いつでもご連絡下さい
⑤ＵＲＬ:http://chikyutopeach.web.fc2.com/
　　　　  index.html　 
　E-MAIL:chikyutopeach@yahoo.co.jp
⑥ひきこもり当事者，その家族　　
⑦200円
⑧フリースペース：毎週火曜日
　　　　　　　　 13:00～17:00
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【竜ヶ崎保健所管内】

①ホッ・とね広場（主催　利根町社会福祉協議会）　
②〒300-1622　北相馬郡利根町布川2968　
　利根町民すこやか交流センター内
③TEL:0297-68-7771　FAX:0297-68-8072
④月～金　8:30～17:15 
⑤ＵＲＬ:http://business2.plala.or.jp/tnshakyo　
　E-MAIL:tnshakyo@atlas.plala.or.jp
⑥社会的ひきこもりの当事者，その家族
⑦無料（但し，行事による実費負担あり）　
⑧相談形態:個別相談：毎月第２水曜日　10:00～12:00（事前予約必要）
　フリースペース:毎月第２水曜日　13:30～16:00（予約不要）

①ピアカウンセリング　むいむい
　　　　　　　　　　（代表　金子　憲司）
②直接ご連絡下さい。
③TEL/FAX:0297-65-4405　
④いつでもご連絡下さい
⑥どなたでも
⑦無料
⑧相談形態:個人・グループカウンセリング
　フリースペース:グループカウンセリング
　　　　　　　　　として月１～２回程度　
　そ の 他:随時，講演等受付

①ＮＰＯ法人　人材開発研究所　
　　　　　　（代表　木山　良和）
②〒300-1514　取手市宮和田1049-53
③TEL:0297-83-2312　FAX:0297-83-2300
④いつでもご連絡下さい 
⑤E-MAIL:y-kiyama@basil.ocn.ne.jp
⑥青少年から中高老年まで
⑦有料
⑧相 談 形 態:県南５市（土浦，つくば，龍ヶ
　　　　　　　崎，取手，守谷）にて月１回の
　　　　　　　個別面談日を設置。
　家族教室等:土浦，取手２市で家族会及び
　　　　　　　勉強会
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【土浦保健所管内】

①スマイルアップ元気会
　～ひきこもり・不登校の親の会～
　　　　　　　　　（代表　佐藤　久美子）
②窓口は土浦保健所　保健指導課
　〒300-0812土浦市下高津2-7-46
③TEL：029-821-5516
　FAX：029-826-5961
④月～金　8:30～17:15
⑤ＵＲＬ：http://www.pref.ibaraki.jp/ 
　　　　　bukyoku/hoken/tsutihc/
　E-MAIL：tsuchiho05@pref.ibaraki.lg.jp
⑥ひきこもり・不登校の子を持つ家族
⑦無料
⑧家族教室等:毎月第２火曜日　
　13:30～16:00

①ＮＰＯ法人　青少年の自立を支える会　シオン　
　　　　　　　　　　　（代表　水野　洋）
②〒300-0341　阿見町うずら野1-5-12
③TEL：029-843-2282　FAX：029-843-2292
④年中無休 
⑤ＵＲＬ：http://www.npo-zion.jp　 
　E-MAIL：office@npo-zion.jp　
⑥（自立支援ホーム）児童養護施設や児童自
　立支援施設等を退所した後，支援が必要
　な15歳～20歳までの青少年
　（フリースクール）高校中退，不登校，非行， 
　ニート，ひきこもり等の15歳～20歳までの
　青少年　
⑦（自立援助ホーム）月額30,000円
　（フリースクール）収入に応じる
⑧生活指導,就労支援,学習支援

①フリースペース　フラット（代表　大友　美智子） 
　（主催　かすみがうら市社会福祉協議会）　
②〒300-0134　かすみがうら市深谷3719-1
＜大友＞
③TEL：090-4945-1008　 FAX：029-833-2299
④いつでもご連絡下さい
＜社会福祉協議会＞
③TEL：029-898-2527　　FAX：029-898-3523
④月～金　8:30～17:15
⑤ＵＲＬ：http://freespace-maple.blogspot.jp/
⑥ひきこもり当事者，その家族
⑦無料
⑧相談形態：個別相談・グループワーク
　フリースペース：毎月第４土曜日　13:30～16:00
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【つくば保健所管内】

①フリースペース　つ　く　ば　め
　（代表　吉岡　あやこ）
②直接ご連絡下さい。
③TEL:090-5416-3443
④いつでもご連絡下さい 
⑤E-MAIL:c00011123@snow.plala.or.jp
⑥ひきこもりがちな方々，居場所を探して 
　いる方 （々女性専用）
⑦参加費　300円程度
⑧フリースペース:毎月１回　日曜日　
　　　　　　　　　14:00～16:00

①ＮＰＯ法人　若年者社会参加支援普及協会
　アストリンク（代表　浅井　和幸）
②〒305-0051
　つくば市二の宮1-2-2　酒井ビル
③TEL/FAX:029-859-8606 
　携帯:　　080-1018-7670
④携帯にいつでもご連絡ください 
⑤ＵＲＬ:http://www.wssi.or.jp/
　E-MAIL:info@wssi.or.jp
⑥「不登校・ひきこもり・ニート」の当事者， 
　家族，支援者
⑦（相談料） 4,000円　
　（訪問サポート） 3,000円　
　（社会体験サポート）　無料
⑧相談形態:電話，面接，合同相談会
　フリースペース:独自開催，社協連携開催
　家族教室等:適宜

①つくば子どもと教育相談センター
　（代表　穂積　妙子）
②〒305-0045　つくば市梅園2-33-17
③TEL/FAX:029-858-2034
④いつでもご連絡下さい　
⑥ひきこもりの子どもを持つ親，
　ひきこもりの青年
⑦入会金・年会費あり
⑧フリースペース:当事者の居場所
　　　　　　　　　「青年の会」　月２～３回
　家族会等:親グループ「里芋の会」 
　　　　　　第２土曜日午後～

①ＮＰＯ法人　ライフ・パートナーつくば
　（代表　栗原　とし子）
②〒305-0023　つくば市上ノ室845-2
③TEL/FAX:029-857-3292
④月～金（予約の上，日程調整）　
⑤E-MAIL: kuriko@kiu.biglobe.ne.jp　
⑥希望者　　　　
⑦3,000円/45分以内
　（訪問は＋10㎞ごとに500円加算）　
⑧相談形態:面接・訪問・無料相談会

tu ku ba 乙女
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