
教　育

矯正・更生保護

福祉・保健・医療

心や発達

不登校 ひきこもり

非　行 ニート

　このマップには、子どもや若者に関する相談窓口や、悩みや心配ごとを抱える
当事者やその家族への支援を行っている公的機関・民間団体が掲載されています。
悩みに応じた相談場所等を知る手段としてご活用ください。（※県内全ての相談
窓口が掲載されているわけではありません）
　掲載されている情報は、各支援機関・団体から提供された平成２９年３月現在
のものです。最新の情報については、各支援機関・団体に直接お問い合わせくだ
さい。
※掲載されている支援機関・団体のなかには、ホームページを開設し、より詳しい情報を

掲載しているところもありますので、ホームページもご確認ください。（『支援機関・団
体名』で検索）

雇　用
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支援分野別の一覧 ☆悩みごとに応じて、どの機関に相談したらよいかの「目安」としてください。
☆個別の相談内容に応じて、他の支援機関を紹介する場合もあります
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1 ○ ○ ○ ○ ○ ＮＰＯ法人北陸青少年自立援助センター
（Peaceful House はぐれ雲）

2 ○ ○ ○ ○ ○ ＮＰＯ法人子どもの権利支援センター
ぱれっと

3 ○ ○ ○ ○ 宇奈月自立塾、自立援助ホームうなづき
（ＮＰＯ法人教育研究所）

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＮＰＯ法人　富山カウンセリングセンター

5 ○ ○ ○ ○ ○ ＮＰＯ法人　学校外教育支援協会

6 ○ ○ ○ ○ 子ども若者支援センター　フレンズ
（ＮＰＯ法人　はぁとぴあ２１）

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ふくし相談サポートセンター

8 ○ ○ ○ ○ ○ 富山ＹＭＣＡフリースクール
Y’s さくらｃａｆｅ

9 ○ ○ ○ ○ コミュニティハウスひとのま

10 ○ ○ ○ ○ ○ みやの森カフェ
（一般社団法人 Ponte とやま）

11 ○ ○ 交流ギャラリーあえる

12 ○ ○ ○ ○ フリースペースＨＯＰＥ

13 ○ ひきこもり家族自助会　とやま大地の会

14 ○ ひきこもり家族自助会　つくしの会

15 ○ 富山県福祉総合相談センター

16 ○ ○ 富山地方法務局　人権擁護課

17 ○ ○ 富山地方法務局　高岡支局

18 ○ ○ 富山地方法務局　魚津支局

19 ○ ○ 富山地方法務局　砺波支局

20 ○ 富山法務少年支援センター
（富山少年鑑別所）

21 ○ 富山保護観察所

22 ○ ○ ○ ヤングジョブとやま
（富山県若者サポートステーション）

23 ○ ○ ○ 高岡地域若者サポートステーション

24 ○ ○ ○ にいかわ若者サポートステーション

25 ○ 富山障害者就業・生活支援センター

26 ○ ○ ○ ○ 新川障害者就業・生活支援センター

27 ○ 障害者相談支援センターかたかご
高岡障害者就業・生活支援センター

28 ○ 障がい者サポートセンターきらり
砺波障害者就業・生活支援センター

29 ○ ○ ○ ○ 富山県教育委員会生涯学習・文化財室

30 ○ ○ ○ 富山県東部教育事務所

31 ○ ○ ○ 富山県西部教育事務所

32 ○ ○ ○ ○ 富山県総合教育センター
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33 ○ ○ 富山県新川厚生センター

34 ○ ○ 富山県新川厚生センター　魚津支所

35 ○ ○ 富山県中部厚生センター

36 ○ ○ 富山県高岡厚生センター

37 ○ ○ 富山県高岡厚生センター　射水支所

38 ○ ○ 富山県高岡厚生センター　氷見支所

39 ○ ○ 富山県砺波厚生センター

40 ○ ○ 富山県砺波厚生センター　小矢部支所

41 ○ ○ 富山市保健所

42 ○ 富山県心の健康センター

43 ○ 富山県ひきこもり地域支援センター
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44 ○ ○ ○ ○ 富山県富山児童相談所

45 ○ ○ ○ ○ 富山県高岡児童相談所

46 ○ 富山県女性相談センター

47 ○ 富山県発達障害者支援センター

48 ○ 富山県警察本部少年サポートセンター

49 ○ 富山県警察本部警察相談課

50 ○ 富山県民共生センター「サンフォルテ相談室」

51 ○ ○ ○ ○ ○ 富山市少年指導センター

52 ○ ○ 富山市教育センター

53 ○ ○ ○ 富山市子育て支援センター

54 ○ 富山市家庭児童相談室
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55 ○ ○ ○ ○ ○ 高岡市少年育成センター

56 ○ ○ 高岡市教育センター適応指導教室

57 ○ 高岡市家庭児童相談室

58 ○ ○ ○ 射水市教育センター
◇教育相談◇適応指導教室「いみずの」

59 ○ ○ ○ ○ ○ 射水市家庭児童相談室

60 ○ ○ ○ ○ 射水市子どもの悩み総合相談室
「あんしんルーム」

61 ○ ○ ○ ○ 射水市子どもの権利支援センター
「ほっとスマイル」

62 ○ ○ ○ ○ ○ 魚津市教育センター

63 ○ 魚津市家庭児童相談室

64 ○ ○ 氷見市教育総合センター
◇教育相談　◇適応指導教室「あさひ」

65 ○ 氷見市家庭児童相談室

66 ○ ○ 滑川市教育センター

67 ○ ○ ○ 滑川市適応指導教室（あゆみ教室）

68 ○ 滑川市家庭児童相談室

69 ○ ○ ○ ○ ○ ◇黒部市教育センター
◇適応指導教室「ほっとスペースあゆみ」

70 ○ ○ ○ 黒部市家庭児童相談室

71 ○ ○ 砺波市教育センター

72 ○ ○ 砺波市教育委員会　教育総務課

73 ○ ○ 砺波市家庭児童相談室

74 ○ ○ ○ ほっとなみ相談支援センター

75 ○ ○ ○ ○ 小矢部市教育センター

76 ○ 小矢部市家庭児童相談室

77 ○ ○ ○ 南砺市教育センター

78 ○ ○ 南砺市教育センター適応指導教室
「いおう教室」

79 ○ ○ 南砺市女性 ･ こども相談室

80 ○ ○ ○ ○ 舟橋村教育委員会

81 ○ ○ ○ ○ ○ 上市町教育センター適応指導教室「虹」

82 ○ ○ ○ ○ 立山町教育センター

83 ○ ○ ○ ○ ○ 入善町教育センター

84 ○ ○ ○ 朝日町教育センター
◇教育委員会◇適応指導教室「あすなろ」

85 ○ 朝日町商工観光課

☆所在地域以外からの相談に対応している機関・団体もあ
ります。詳細については、お気軽に各機関までお問い合
わせください。
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ＮＰＯ法人

民間団体・その他法人

☆ＮＰＯ法人、民間団体の支援については、有料のものがあり
ますので、詳しくは各法人・団体のホームページで確認する
か、お電話にてお問い合わせください。

１　ＮＰＯ法人北陸青少年自立援助センター
　　 （Peaceful　House　はぐれ雲）
住　所 富山市万願寺１４４
電　話 ０７６－４６７－０９６９
受付時間 毎日　１０時～１８時

支援内容

・共同生活型自立支援
農作業を中心とした規則正しい生活を送る
第一段階では生活基礎能力、コミュニケーション能力の習得
第二段階で、人間関係調整力、基本的な職業能力の習得
第三段階で、実践的に職場体験・就労体験を積み、社会的な自立
を目指す。

・これまでの就労体験先は４０社を超す。
対象年齢 １５～３５歳
対象地域 全国

２　ＮＰＯ法人子どもの権利支援センターぱれっと
住　所 射水市三ケ３６５２－ 2
電　話 ０８０－３０４１－９５６９
受付時間 月～土曜（日・祝・火休）９：００～１７：００

支援内容

ぱれっとは
・いじめや不登校などでつらい思いをしている子どもを支援する
居場所「ほっとスマイル」
・子育て不安や虐待などで悩む家族を支援する「えくぼ」
・野外活動などを通して親子の豊かなかかわりをはぐくむ「1年
生のためのパワーアップアドベンチャー」など子どもの権利と健
やかな成長を応援するNPO法人です。

　医師、心理士、福祉士、弁護士など子どもに関わる、い
ろいろな人たちが、子どもも大人も「生きていてよかった」
と思える社会の実現に向けて活動しています。

対象年齢 主に 18 歳までの青少年と保護者
対象地域 制限なし

３　宇奈月自立塾、自立援助ホームうなづき
　　 （ＮＰＯ法人教育研究所）
住　所 黒部市宇奈月温泉５５０９－１６

電　話
０７６５－６２－９６８１（宇奈月自立塾）
０７６５－３２－５４４４（自立援助ホームうなづき）

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容

　宇奈月自立塾は不登校・ひきこもり・ニートの若者、生
活困窮者の社会復帰、就労を目指す為の支援塾です。また、
自立支援ホームうなづきは何らかの理由で家庭にいられな
い青少年に暮らしの場を与える施設です。
　合宿形式による共同生活の中で、生活訓練・就労体験・
学習支援を行い、学生・社会人・職業人として必要な基礎
能力の習得を図るとともに、勉強すること・働くことに関
して自信と意欲を身に付けます。

対象年齢 宇奈月自立塾は制限なし　自立支援ホームは15歳～20歳
対象地域 制限なし

４　NPO 法人富山カウンセリングセンター
住　所 富山市大泉本町 1 － 2 － 3 大泉ビル３３号
電　話 ０７６－４９２－６６３５

受付時間
電話カウンセリング
毎日１６：００～２３：００（最終受付２２：３０）
16:00 ～ 18:30、21:00 ～ 23:00 は一部実施していない日があります

支援内容

①電話カウンセリング事業
平成 23 年 4 月より県の補助事業として無料電話相談《ユ
アパレット》を夜間中心に 365 日実施しております。

②面接カウンセリング事業
面接カウンセリングを予約・有料で実施しております。

（まずはお電話でご連絡下さい。）
対象年齢 年齢不問
対象地域 主として県下全域

５　ＮＰＯ法人　学校外教育支援協会
住　所 高岡市駅南１－１－１８　中野ビル２F・３F

電　話 ０７６６－２４－３３１１

受付時間
月～土（祝日、年末年始を除く）
電話：１０：００～２０：００
面談：１０：００～２２：００

支援内容

＜本体事業＞
○教育に関するあらゆる相談
○不登校生の訪問支援・進学支援
○高校中退者の学習支援（高認試験、大学進学支援）
○ひきこもりの相談、訪問支援
○学習支援（小・中・高・浪人、その他）
○読書支援システムの提供
＜チャイルドパワー事業＞
○発達障害のある、年中児～小学生の療育・学習支援

対象年齢 不問

対象地域 県下全域

６　子ども若者支援センター　フレンズ
　　 （ＮＰＯ法人　はぁとぴあ２１）
住　所 射水市三ヶ２４６７　２階

電　話 ０９０－２０３５－３１１６

受付時間 月～土「電話」　９：００～２１：００
　　　「面談」１０：００～１７：００

支援内容

１　障害児通所支援(放課後等ディサービス)
　　発達障害児への放課後支援
２　不登校児童生徒やひきこもり者の居場所支援
　　10時から５時まで居場所として利用
３　不登校児童生徒への学習支援
　　理解の度合いに応じて学習支援
　　フリースクールとしては有料
４　不登校児童生徒やひきこもり者を抱える親の会
　　ピアサポートとして毎月定期的に開催

対象年齢 小学生から４０歳代まで

対象地域 富山県全域

７　ふくし相談サポートセンター
住　所 氷見市鞍川１０６０番地

電　話 ０７６６－３０－２９３７

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容

相談員が保護者の生活課題や就労等に悩む若者の困りごと
を聞き、相談内容に応じた支援（就労支援や学習支援等）
を行うとともに、地域住民、専門職（福祉・保健・医療・
保育等）や行政が一体となり支援を行えるよう調整します。

対象年齢 制限なし

対象地域 氷見市

８　富山ＹＭＣＡフリースクール 
　　Y’sさくらcafe
住　所 富山市桜町１－３－４　東洋ビル

電　話 ０７６－４３１－５５８８

受付時間 ①スクール（月～金）１１：００～１８：００
②Ｙ’ｓさくらｃａｆｅ（火）　１２：００～１５：００

支援内容 学習の支援（高卒認定、進学など）、居場所、相談、就労体験支援

対象年齢 ６歳～成人

対象地域 県内全域
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国の支援機関・相談窓口
１６～１９　富山地方法務局　人権擁護課
住　所 富山市牛島新町１１番７号

電　話

℡０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）又は
０７６－４４１－０８６６

【子どもの人権 110 番】０１２０－００７－１１０
各支局
　富山地方法務局高岡支局（高岡市中川一丁目５番２２号）
　富山地方法務局砺波支局（砺波市苗加３５３番地２）
　富山地方法務局魚津支局（魚津市本町一丁目３番２号）

受付時間 電話・面接　月～金（祝日・年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

支援内容 いじめ等人権に関する相談の対応

２０　富山法務少年支援センター（富山少年鑑別所）
住　所 富山市才覚寺１６２番地２

電　話 （直通）０７６－４２８－２２６６
（全国共通相談ダイヤル）０５７０－０８５－０８５

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１６：３０

支援内容 主に思春期・青年期にある子どもの問題でお悩みの保護者
の方、学校の先生等の関係者からの相談に応じています。

対象年齢 主に思春期・青年期にある子ども・若者

２１　富山保護観察所（法務省）
住　所 富山市西田地方２丁目９番１６号

富山法務合同庁舎

電　話 ０７６－４２１－０６２０
（ＦＡＸ０７６－４９４－１５３５）

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 更生保護に関する相談の対応

対象年齢 少年とその保護者

９　コミュニティハウスひとのま
住　所 高岡市東上関３８９

電　話 ０７６６－５４－５８８０

受付時間 月・水・金　１０：００～１９：００

支援内容 ひきこもり・不登校、困難を抱える方の相談・活動の提供
様々な理由で生きづらさを抱える人の活動場所や居場所の提供

対象年齢 年齢は問いません

対象地域 県下全域

１０　みやの森カフェ（一般社団法人Ponteとやま）
住　所 砺波市宮森３０３

電　話 ０７６３ー７７ー３７３３

受付時間 水・木・金・土（土曜日は不定休）
１２：００～１７：００（土曜日は 15:00 まで）

支援内容
育児や介護で疲れたり悩んだりしたときにほっとしにきて
ください。発達にでこぼこのある子どもたちの活動プログ
ラム・学習サポートもあります。

対象年齢 制限なし

対象地域 県下全域

１１　交流ギャラリーあえる
住　所 砺波市鷹栖出７８３－６

電　話 ０７６３－３３－４２８４

受付時間 第２・４木曜日　１０：００～１５：００

支援内容 ・趣味的創作・ランチ作り等を通して地域の人たちと交流しています

対象年齢 年齢は問いません

対象地域 県下全域

１２　フリースペースＨＯＰＥ
住　所 富山市上大久保１０１１－１

電　話 ０８０－２０１６－８１４３

受付時間 随時　（８：００～２２：００）

支援内容

自宅の一部を開放し、フリースペースとして誰でも気軽に
フラっと来れる場所として居場所開放、貸出等を行ってい
る。その中で企画してイベントを行ってみたり、ニーズが
あれば何か一緒にやってみたり、お話してみたり、お話会、
お茶会等行ったりしている。
その他フリースクール、各種悩み相談、フリーペーパー発行等

対象年齢 制限なし

対象地域 制限なし

１３　ひきこもり家族自助会　とやま大地の会
住　所 事務局　中新川郡上市町三日市２－１８（山岡方）

※施設や居場所ではありません。主に富山市内で活動しています。

電　話 ０９０－３７６８－１７３３

支援内容

・富山市内で月例会を開き、日頃、困っていることや変化
のあったことなど、話し合い分かち合います。

・時々、専門家による講演を聴き、学び合います。
・会所有の携帯電話により、電話相談や情報提供もします。

対象年齢 制限なし（ひきこもり当事者とその家族）

対象地域 県下全域

１４　ひきこもり家族自助会　つくしの会
住　所 事務局　高岡市西町１－２４（岡野方）

電　話 ０９０－３７６８－１７３３（とやま大地の会事務局）

支援内容

月２回、高岡市内の公民館に集まっています。
体験･悩み等のお話会、学習･研修会、昼食会、親睦会、ミ
ニお茶会、施設見学会、作品展示会、市民企画講座を行
なっています。
当事者とその家族、共感者の集まりです。一緒に語り合
い、心と体を軽くしましょう。親や家族ができること、地
域社会と共同でできることを考えています。

対象年齢 制限なし（ひきこもり当事者とその家族）

対象地域 県下全域

１５　富山県福祉総合相談センター
　　　（福）富山県社会福祉協議会
住　所 富山市安住町５番２１号富山県総合福祉会館

（サンシップとやま）2 階

電　話 ０７６－４４１－４１１０

受付時間 面接・電話・文書・メール
火～金（祝日・年末年始を除く）１０：００～１６：００

支援内容 日常生活から生じる諸問題の悩みごと及び子どもや家庭の
困りごと相談

対象年齢 制限なし
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地域若者サポートステーション

障害者就業・生活支援センター

富山県教育委員会の相談窓口

２２　ヤングジョブとやま
　　　（富山県若者サポートステーション）
住　所 富山市湊入船町９－１　とやま自遊館 2 階

電　話 ０７６－４４５－１９９６（代）

受付時間 月～土（祝日、年末年始を除く）
９：００～１８：００（土曜は１６：３０まで）

支援内容 概ね１５歳～３９歳の若者の職業的自立支援

対象年齢 １５～３９歳

対象地域 富山県内（高岡市、新川地区を除く）

２３　高岡地域若者サポートステーション
住　所 高岡市駅南 1 － 1 － 18　中野ビル 1 階

電　話 ０７６６－２４－４４６６

受付時間 火～土　( 日・月・祝日除く ) １０：００～１６：００

支援内容

働くことについてさまざまな悩みを抱えている若者の職業
的自立を支援します。
キャリア・コンサルタント（国家資格）、臨床心理士などの
専門の相談員が、必要な個別支援を継続的に行うほか、各
種グループ活動や職場体験を行っています。

対象年齢 15歳～39歳（働くことに一歩踏み出せない若者とその家族）

対象地域 県下全域

２４　にいかわ若者サポートステーション
住　所 黒部市新牧野１０３　ファーストビル３階

電　話 ０７６５－５７－２４４６

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容

にいかわ若者サポートステーションは厚生労働省からの委
託を受け、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等による専門的な
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、
協力企業による就労体験などにより、就労に向けた支援を
行っています。

対象年齢 15歳～39歳まで

対象地域 魚津市・黒部市・入善町・朝日町

２５　富山障害者就業・生活支援センター
住　所 富山市坂本３１１０

電　話 ０７６－４６７－５０９３

受付時間 月～金（祝日・年末年始は除く）９：００～１７：００

支援内容

地域の中で安心して働いたり、自立した生活を送るために
必要なお手伝いを行うことを目的として支援しています。

（就職に向けての支援、職業定着に向けての支援、仕事に関
わる生活の支援）

対象年齢 学生以外

対象地域 富山圏域（富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村）

２６　新川障害者就業・生活支援センター
住　所 下新川郡入善町浦山新２２０８番地

電　話 ０７６５－７８－１１４０

受付時間 月～金（必要に応じ土、日可）８：３０～１７：１５

支援内容 就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障
害のある方の就業面と生活面における一体的な支援

対象年齢 １８歳以上

対象地域 魚津市、黒部市、入善町、朝日町

２９　富山県教育委員会生涯学習・文化財室
住　所 富山市新総曲輪１番７号
対象地域 県下全域
①　子育てほっとライン
電　話 ０７６－４３３－４１５０
受付時間 月～金（祝日・年末年始は除く）１０：００～２１：００

支援内容 しつけ、習慣、心身の発達についての相談対応。家庭教育
カウンセリング（③）の受付等

対象年齢 乳幼児から小・中学校をもつ親
②　子育てメール相談「子育てネッ！とやま」
受　付 相談はホームページから

受付時間 メール（24 時間　原則５日以内に返信、内容によっては日
数がかかることもあります）

支援内容 しつけ、習慣、心身の発達についての相談対応。子育て支援・
相談情報の提供

対象年齢 乳幼児から小・中学校をもつ親
③　家庭教育カウンセリング
　　（子育ての不安や悩みに専門家がお答えします）
電　話 予約用電話　０７６－４３３－４１５０（①の電話番号）
受付時間 面談　月曜９：００～１３：００（電話での予約が必要です）

支援内容 しつけ、習慣、不登校、いじめ、子育てほっとラインで
カウンセリングが必要な相談への対応

対象年齢 乳幼児、幼稚園児、保育園児、小学生～高校生をもつ親、
相談担当者等

④　子どもほっとライン
電　話 ０７６－４４３－０００１
Ｅメール kodomohl@tam.ne.jp
受付時間 電話・メール　月～金（祝日・お盆・年末年始を除く）17：00～21：00
支援内容 友達関係等の悩み、スポーツや勉強等の質問についての相談対応
対象年齢 小学生～高校生等

２７　障害者相談支援センターかたかご
　　　高岡障害者就業・生活支援センター
住　所 高岡市博労本町４－１

高岡市ふれあい福祉センター内

電　話

障がい者相談支援センターかたかご
０７６６－２６－０８０８
高岡障害者就業・生活支援センター
０７６６－２６－４５６６

受付時間 月～金　（祝日、盆、年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容

・障がい者相談支援センターかたかご
①障害者手帳の申請相談、障害基礎年金の申請相談
②福祉サービスの利用について（申請支援、見学など）
③サービス等利用計画の作成など　
・高岡障害者就業・生活支援センター
ハローワークや職業センターと連携して障害者の就労を支援します。

対象年齢 15 歳以上（学校に在籍していない方）

対象地域 「障がい者相談支援センターかたかご」高岡市
「高岡障害者就業・生活支援センター」高岡市・氷見市・射水市

２８　障がい者サポートセンターきらり
　　　砺波障害者就業・生活支援センター
住　所 砺波市幸町１－７（富山県砺波総合庁舎内１階）
電　話 ０７６３－３３－１５５２
受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容

＜障がい者サポートセンターきらり＞
　障がいがある方の日常生活支援など福祉に関する相談に応
じ、必要な情報の提供やアドバイス等を行います。 適切な福祉
サービスが受けられるよう、行政、教育、福祉サービス事業所
等と連携し、社会生活力を高めるための支援を行っています。
＜砺波障害者就業・生活支援センター＞
　就業する前段階として、職場実習や職業訓練など幅広く
制度を紹介し安定した職業生活を維持するための支援を
行っています。

対象年齢 制限なし
対象地域 砺波福祉圏域にお住いの方（砺波市・小矢部市・南砺市）
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厚生センター・保健所など
３３　富山県新川厚生センター
住　所 黒部市堀切新３４３

受付時間
電　話
支援内容

月～金（祝日、年末年始を除く）
①心と体の健康に関すること　０７６５－５２－２６４７
　（８：３０～１７：１５）　　
②しつけ、いじめ、不登校、虐待、心身の発達に関すること
　（福祉課）０７６５－５２－１２３３
　（９：３０～１６：３０）

対象年齢 制限なし

対象地域 黒部市・入善町・朝日町

３４　富山県新川厚生センター魚津支所
住　所 魚津市本江１３９７

電　話 ０７６５－２４－０３５９

受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 心と体の健康に関すること

対象年齢 制限なし

対象地域 魚津市

３５　富山県中部厚生センター
住　所 中新川郡上市町横法音寺４０

電　話 ０７６－４７２－１２３４

受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）

支援内容
①心と体の健康に関すること　８：３０～１７：１５
②しつけ、いじめ、不登校、虐待、心身の発達に関すること（福
祉課）②９：３０～１６：３０

対象年齢 制限なし

対象地域 滑川市、舟橋村、上市町、立山町

３６　富山県高岡厚生センター
住　所 高岡市赤祖父２１１

電　話 ０７６６－２６－８４１５

受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 心と体の健康に関すること

対象年齢 制限なし

対象地域 高岡市

３７　富山県高岡厚生センター射水支所
住　所 射水市戸破１８７５－１

電　話 ０７６６－５６－２６６６

受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 心と体の健康に関すること

対象年齢 制限なし

対象地域 射水市

３８　富山県高岡厚生センター氷見支所
住　所 氷見市幸町３４－９

電　話 ０７６６－７４－１７８０

受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 心と体の健康に関すること

対象年齢 制限なし

対象地域 氷見市

３９　富山県砺波厚生センター
住　所 南砺市高儀１４７

電　話 ０７６３－２２－３５１２

受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 心と体の健康に関すること

対象年齢 制限なし

対象地域 砺波市、南砺市

４０　富山県砺波厚生センター小矢部支所
住　所 小矢部市綾子５５３２

電　話 ０７６６－６７－１０７０

受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 心と体の健康に関すること

対象年齢 制限なし

対象地域 小矢部市

３０　富山県東部教育事務所
住　所 富山市舟橋北町４－ 19　森林水産会館　５階

電　話 ０７６－４４１－３８８２

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 学校生活や友達のこと、学習や進路、身体や健康、家庭で
の生活や親子関係等についての相談対応

対象年齢 小学生・中学生・高校生・保護者・教職員

対象地域 県下全域

３１　富山県西部教育事務所
住　所 高岡市赤祖父２１１　 高岡総合庁舎分館　２階

電　話 ０７６６－２６－７８３０

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 学校生活や友達のこと、学習や進路、身体や健康、家庭で
の生活や親子関係等についての相談対応

対象年齢 小学生・中学生・高校生・保護者・教職員

対象地域 県下全域

３２　富山県総合教育センター
住　所 富山市高田５２５

電　話 ０７６－４４４－６１６７（子ども育成）　
０７６－４４４－６３５１（特別支援教育）

受付時間

月・金　１３：００～１７：００
火･水･木 ８：３０～１２：００､ １３：００～１７：００
※子供ＳＯＳ（いじめ）ダイヤル
　０１２０－０－７８３１０は２４時間

支援内容 学校生活に関する相談、発達に関する相談（特別支援教育）など

対象年齢 小学生・中学生・高校生の保護者（家族）または本人（※発達・
就学に関する相談は乳幼児も対象）

対象地域 県下全域
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４１　富山市保健所　保健予防課
住　所 富山市蜷川４５９－１
電　話 ０７６－４２８－１１５２
受付時間 月～金（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容

・精神保健全般、自殺予防、ひきこもり等に関する、本人
および家族の相談に、保健師・精神保健福祉相談員が対
応しています。

・精神科医師が10代～30代の本人および家族の相談に対　
応しています。「10代、20代、30代のための心の相
談」（予約制）

・不安や悩みの相談専用ダイヤル
　「ハートSOSダイヤル」０７６－４２８－２０３３

対象年齢 制限なし
対象地域 富山市

４２　富山県心の健康センター
住　所 富山市蜷川４５９－１

電　話

０７６－４２８－１５１１
月～金（祝日・年末年始を除く）８：３0 ～ 17：15
心の健康相談の専用電話０７６－４２８－０６０６
月～金曜（祝日・年末年始を除く）９：３０～１７：００

支援内容 精神保健福祉に関する来所相談・電話相談に応じます。
※医療機関通院中の方は、まずはそちらでご相談ください。

対象年齢 制限なし
対象地域 県下全域

４３　富山県ひきこもり地域支援センター
住　所 富山市蜷川４５９－１　（富山県心の健康センター内）
電　話 ０７６－４２８－０６１６

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）
８：３０～１２：００、１３：００～１７：００

支援内容

ひきこもり状態にある本人や家族の相談（電話相談・来所相
談）に応じています。また、必要に応じて関係機関やグループ
に繋ぎます。
※医療機関通院中の方は、まずはそちらでご相談ください。

対象年齢 制限なし
対象地域 県下全域

児 童 相 談 所

各市町村の相談窓口
富山市

県の支援機関・相談窓口
（女性相談、発達障害、非行など）

４４　富山県富山児童相談所
住　所 富山市東石金町４－５２
電　話 ０７６－４２３－４０００

受付時間

①来所相談　月～金（祝日・年末年始を除く）
　８：３０～１７：１５
※まずはお電話でご連絡ください
②子育てテレフォン相談（３６５日、２４時間）

支援内容 子育てに関する家庭その他からの相談全般
対象年齢 １８歳未満の児童
対象地域 富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町

４５　富山県高岡児童相談所
住　所 高岡市本丸町12番12号
電　話 ０７６６－２１－２１２４

受付時間

①来所相談　月～金（祝日・年末年始を除く）
　８：３０～１７：１５
※まずはお電話でご連絡ください
②子育てテレフォン相談（３６５日、２４時間）

支援内容 子育てに関する家庭その他からの相談全般
対象年齢 １８歳未満の児童
対象地域 高岡市、射水市、氷見市、砺波市、南砺市、小矢部市

５１　富山市少年指導センター
住　所 富山市八人町５番１７号　富山市教育センター内
電　話 ０７６－４４４－３５５５

受付時間 電話　月～金（祝日・年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

支援内容 青少年の悩みごとに関する相談対応
対象年齢 青少年

４６　富山県女性相談センター
住　所 相談者の安全を守るため、非公開とさせていただいていま

す。
電　話 ０７６－４６５－６７２２

受付時間 月～金（祝祭日・年末年始を除く）８: ３０～１７: １５
（ＤＶ相談電話は毎日８: ３０～２２：００）

支援内容

さまざまな悩みをもつ女性のお話を伺い、ご本人の納得の
いく解決方法を一緒に考えます。面接は女性のみです。
女性相談員などがお話を伺い、内容に応じて医療相談や法
律相談におつなぎしたり、他の相談機関をご紹介すること
もあります。

対象地域 県下全域

４７　富山県発達障害者支援センター「ほっぷ」
住　所 富山市下飯野３６番地
電　話 ０７６－４３８－８４１５
受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 「発達障害」のある方に対する対応や支援等に関する問い合
わせに対応をしています。直接的な支援は行っていません。

対象年齢 制限なし
対象地域 県下全域

４８　富山県警察本部少年サポートセンター
住　所 富山市新総曲輪１番７号

電　話 ０７６－４４１－２２１１（警察本部代表）
０１２０－８７３－４１５（ヤングテレホンコーナー）

受付時間 月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５
支援内容 不良行為少年に対する継続支援、被害少年支援、少年相談
対象年齢 ２０歳未満
対象地域 県下全域

４９　富山県警察本部警察相談課
住　所 富山市新総曲輪１番７号

電　話 ０７６－４４２－０１１０
（プッシュホンの短縮ダイヤル＃９１１０でもかけられます）

受付時間
○面接　月～金（祝日・年末年始を除く）
　８：３０～１７：１５
○電話　毎日、24 時間

支援内容 生活の安全に関する相談の対応
対象年齢 制限なし

５０　富山県民共生センター　「サンフォルテ相談室」
住　所 富山市湊入船町６－７　富山県民共生センター「サンフォルテ」
電　話 ０７６－４３２－６６１１

受付時間 火～土（日曜・月曜・祝日、年末年始は休み）
９：００～１６：００

支援内容 生き方・デートＤＶ・心や身体・家族・人間関係に関する
悩み等を伺い、適切な自己決定ができるよう支援します。

対象年齢 制限なし
対象地域 県内全域
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高岡市

射水市

５５　高岡市少年育成センター
住　所 高岡市京町１１－４３（平成２９年１０月移転予定）

電　話 （代）０７６６－２８－８２２２
[ 相談専用電話 ] ０７６６－２０－１６５３

受付時間
面談・電話　月～金（祝日・年末年始を除く）
８：３０～１７：１５
臨床心理士（予約制）　火・木　１０：００～１７：００

支援内容 心や発達、教育、家庭、非行等の悩みについての相談対応

対象年齢 少年（２０歳未満）、家族、教職員

５６　高岡市教育センター適応指導教室
住　所 高岡市京町１１－４３（平成２９年１０月移転予定）

電　話 ０７６６－２０－１６５６

受付時間 面談・電話　月～金（祝日・年末年始を除く）
９：００～１６：００

支援内容 教育相談（不登校、ひきこもり、登校しぶり等に関すること）

対象年齢 小・中学生保護者

５８　射水市教育センター
　　　①教育相談
　　　②適応指導教室「いみずの」
住　所 ①射水市新開発４１０番地１　射水市庁舎４Ｆ

②射水市布目１番地　射水市布目分庁舎別館

電　話 ①０７６６－８２－１６７８
②０７６６－８４－９６５５

受付時間

○電話相談 < 所員対応 >
月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００
○メール　imizu-ec@tym.ed.jp
○面談相談 < 教育相談員対応 >
場所　射水市布目 1 番地（布目分庁舎別館）
火・木　１３：００～１７：００

支援内容 学習や様々な体験、仲間との出会いを通して、学校、地域、
社会への参加意欲を育み、学校復帰できるように支援する。

対象年齢 小学生、中学生、保護者

５９　射水市家庭児童相談室
住　所 射水市新開発４１０番地１

電　話 ０７６６－５１－６６２９

受付時間 ○面接、電話、文書
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 学校、家庭、育児、虐待に関すること

対象年齢 乳幼児～高校生、保護者

６０　射水市子どもの悩み総合相談室「あんしんルーム」
住　所 射水市二口１０８１番地

電　話
ＴＥＬ　０７６６－５２－３１２２
ＦＡＸ　０７６６－５２－３１２２
E メール　kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp

受付時間 ○面接、電話、メール、FAX
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 子育てに関する悩み・不安や、お子さんの友達関係など、
子どもに関わる様々な悩みについての相談に応じています。

対象年齢 乳幼児～高校生、保護者

６１　射水市子どもの権利支援センター「ほっとスマイル」
住　所 射水市三ケ３６５２番地２

電　話 ０７６６－５５－２７９９

受付時間

○面接　第１水曜日 １４：００～１７：００
　　　　第２月曜日 １５：００～１６：３０
　　　　第３～５水曜日 １５：００～１６：３０
　　　　（祝日・年末年始を除く）

支援内容 子どもが安心できる居場所の提供
子どもについての相談

対象年齢 子どもに関する相談であれば制限なし

５７　高岡市家庭児童相談室
住　所 高岡市広小路７－５０　子ども・子育て課

電　話 ０７６６－２０－１３２９

受付時間 面接・電話・文書
月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 子育て全般、養育問題、しつけ、虐待

対象年齢 児童（０歳～１８歳）、保護者

５２　富山市教育センター
支援内容 教員・保護者の悩みへの対応

対象年齢 幼小中学校の教職員または保護者

○教育相談係
住　所 富山市八人町５番１７号

電　話 （代表）０７６－４３１－４４０４
（教育相談）０７６－４３１－４４３４

受付時間

○来所相談（要予約）（祝日・年末年始を除く）
　月１０：００～１６：００、火～木９：００～１７：００、
　金　９：００～１６：００
　第２土曜日（来所相談のみ ) ９：００～１２：００
○電話相談（随時）月～金（祝日・年末年始を除く）
　８：３０～１７：１５

○新庄適応指導教室
住　所 富山市新庄町三丁目３－８４

電　話 ０７６－４４４－１１８５

○婦中適応指導教室
住　所 富山市婦中町砂子田１－１

電　話 ０７６－４４６－４２８８

５３　富山市子育て支援センター
住　所 富山市新富町一丁目 2 番 3 号　CiC ビル４階

電　話 ０７６－４４４－１１１０

受付時間 電話（24 時間年中無休）
面接相談１０：００～１７：００（毎日・年末年始を除く）

支援内容 ①乳幼児の子育て相談　　②小中学生の家庭教育相談
③子どもほっとダイヤル

対象年齢 ①乳幼児を持つ保護者　　②小中学生を持つ保護者
③小中学生

５４　富山市家庭児童相談室
住　所 富山市新桜町７番３８号

電　話 ０７６－４４３－２０３８

受付時間
○電話　月～金（祝日・年末年始を除く）
　８：３０～１７：１５
○ E メール　kateijido-01@city.toyama.lg.jp

支援内容 ・子育て全般（養育問題やしつけなど）
・児童虐待に関すること

対象年齢 ０～１８歳、保護者
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魚津市

氷見市

黒部市

砺波市

滑川市

６２　魚津市教育センター（市教委）
住　所 魚津市住吉２０３
電　話 ０７６５－２３－９１６１

受付時間 ○面接・電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 教育、人間関係、不登校、いじめ等に関すること
対象年齢 幼児～中学生、保護者

６３　魚津市家庭児童相談室
住　所 魚津市釈迦堂１－１０－１
電　話 ０７６５－２３－１００６

受付時間 ○面接・電話・文書
　月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 育児相談・家庭児童相談・児童虐待相談
対象年齢 幼児～高校生、保護者

６４　氷見市教育総合センター
　　　◇教育相談 ◇適応指導教室「あさひ」 
住　所 氷見市本町４－９
電　話 ０７６６－７２－２６２０

受付時間

○来室相談、電話相談、手紙相談、訪問相談
　月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：００
○適応指導教室「あさひ」
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１５：３０

支援内容 不登校、いじめ、人間関係、学業・進路
対象年齢 小学生、中学生、保護者

６５　氷見市家庭児童相談室
住　所 氷見市鞍川１０６０
電　話 ０７６６－７４－８１１７

受付時間 ○電話・面接・文書
　月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：００

支援内容 育児・家庭・虐待
対象年齢 幼児～高校生、保護者

６９　黒部市教育センター（市教委）
住　所 黒部市宇奈月町下立２３６１

電　話 ０７６５－６５－００２９

受付時間 ○面接・電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 進路、いじめ、不登校、非行、帰国に伴う悩み

対象年齢 幼児～中学生、教員、保護者

○適応指導教室「ほっとスペースあゆみ」
住　所 黒部市新牧野２２０勤労青少年ホーム１階

電　話 ０９０－８２６８－５７７８

受付時間 ○面接・電話
　火～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１６：００

支援内容 進路、いじめ、不登校、非行

対象年齢 小・中学生、保護者　

７０　黒部市家庭児童相談室
住　所 黒部市三日市１３０１こども支援課内

電　話 ０７６５－５４－２５７７

受付時間 ○面接・電話・文書
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１５：００

支援内容 子育て、家庭、虐待

対象年齢 乳幼児～高校生とその保護者

７１　砺波市教育センター
住　所 砺波市庄川町青島 401

電　話 ０７６３－８２－５９７０

受付時間 ○面接・電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 いじめ、不登校、非行、進路

対象年齢 幼児～小中高の児童生徒及びその保護者・教職員

７２　砺波市教育委員会教育総務課
住　所 砺波市庄川町青島４０１

電　話 ０７６３－８２－１９０３

支援内容

○電話（にこにこ相談会の受付）
※保健・福祉・教育の専門家による相談（年間１８回）
○メール　kyoso@city.tonami.lg.jp
発達や生活、行動、学習、進路などの悩みごと
砺波地区相談会（小矢部市、南砺市と合同開催）

対象年齢 小中高の児童生徒及びその保護者・一般市民

７３　砺波市家庭児童相談室
住　所 砺波市栄町７番３号（砺波市役所こども課内）

電　話 ０７６３－３３－１１１１　内線３７４

受付時間 ○面接・電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 しつけ、栄養、教育、発達、学校、いじめ、虐待

対象年齢 幼児～高校生・保護者

７４　ほっとなみ相談支援センター
住　所 砺波市栄町７番３号（砺波市役所社会福祉課内）

電　話 ０７６３－３３－１１１１　内線１２８

受付時間 ○面接・電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 生活困窮支援、就労支援、虐待

対象年齢 制限なし

６６　滑川市教育センター（市教委）
住　所 滑川市下島５４

電　話 ０７６－４７５－０２８１
【教育相談専用】０７６－４７５－６２００

受付時間
○面接・電話・文書
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００
○カウンセラーによる相談　随時（要予約）

支援内容 教育、学業、進路、友人関係などについての相談対応
対象年齢 小中学生、教員、保護者

６７　滑川市適応指導教室（あゆみ教室）
住　所 滑川市清水町 13-9 滑川市地域交流センター「青志会館」２階
電　話 ０８０－６３５２－３７１９

受付時間 始業式翌日から、終業式前日までの月～金 9:00 ～ 15:00
※まずは、学校または教育センターにご相談ください

支援内容

学校を時々欠席する、長期欠席している、保健室登校して
いる、など様々な理由で、学校へ行けないお子さんのため
の通所施設です。学校や保護者と連携をとりながら、学校
生活への復帰をあせらないで援助します。

対象年齢 市内小中学校に在籍している児童、生徒

６８　滑川市家庭児童相談室
住　所 滑川市寺家町１０４滑川市教育委員会子ども課
電　話 ０７６－４７５－２１１１　内線３２３

受付時間 ○面接・電話
　月・水・木・金　９：００～１７：００

支援内容 児童・家庭・虐待についての相談対応
対象年齢 幼児～高校生、保護者
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南砺市

舟橋村

小矢部市

７７　南砺市教育センター（南砺市教育委員会）
住　所 南砺市井波５２０南砺市役所井波庁舎２階

電　話 ０７６３－２３－２０３１
相談専用０７６３－８２－８３０１

受付時間 ○面接 ･ 電話 ･ 家庭訪問
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 いじめ、不登校、学業、進路、発達等
対象年齢 小 ･ 中学生、保護者

７８　南砺市教育センター適応指導教室
　　　「いおう教室」（南砺市教育委員会）
住　所 南砺市福光１１３７－２南砺市福光青少年センター３階
電　話 ０７６３－５２－５５９３

受付時間 ○面接 ･ 電話 ･ アウトリーチ型支援（家庭訪問）
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１５：００

支援内容 不登校、学業、進路、発達等
対象年齢 小 ･ 中学生、保護者

７９　南砺市女性 ･ こども相談室
　　　（南砺市教育委員会）
住　所 南砺市井波５２０南砺市役所井波庁舎２階
電　話 ０７６３－２３－２０２６

受付時間 ○面接 ･ 電話
　月～金（祝日・年末年始を除く） ９：００～１７：００

支援内容 育児、発達、虐待、家庭、DV など、女性やこども、ひとり親家
庭に関するさまざまな問題や心配事についての相談対応

対象年齢 乳幼児～高校生、保護者

８０　舟橋村教育委員会
住　所 舟橋村仏生寺５５
電　話 ０７６－４６４－１１２１

受付時間 ○面接・電話
　月～金（祝日・年末年始を除く） ９：００～１７：００

支援内容 進路、いじめ、不登校、非行、発達についての相談対応
対象年齢 幼児～中学生、保護者

上市町
８１　上市町教育センター適応指導教室「虹（にじ）」
住　所 上市町湯上野５９８
電　話 ０７６－４７２－０７３９

受付時間 ○電話・来室（面接）
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容
児童・生徒の自立に関する支援（体験的活動・学習活動等）
児童・生徒、保護者の心の安定に関する支援（教育相談、「子
育て相談会」）

対象年齢 小・中学生、保護者

立山町
８２　立山町教育センター（町教委）
住　所 立山町前沢３３１８
電　話 ０７６－４６３－４４０７

受付時間 ○電話・面接
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 いじめ、不登校、非行、学業、子育て等に関すること
対象年齢 幼児～高校生

入善町
８３　入善町教育センター
住　所 下新川郡入善町入膳５２３２－５

入善まちなか交流施設　うるおい館３階
電　話 ０７６５－７２－０００９

受付時間 ○電話・面接
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 友人関係、いじめ、不登校、学業、しつけ、障害、非行、進路
対象年齢 小・中学生、保護者

朝日町
８４　朝日町教育センター
　　　①教育委員会
　　　②適応指導教室「あすなろ」
住　所 朝日町道下１０５３－１

電　話 ①【教育相談用電話】０７６５－８２－１０００
②０７６５－８３－０２８０

受付時間 ○電話・面接・メール
　月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：００

支援内容 児童生徒の不登校や発達、その他子育ての支援に関すること

対象年齢 幼児～高校生

８５　朝日町商工観光課
住　所 朝日町道下１１３３
電　話 ０７６５－８３－１１００
Ｅメール syoukou@town.toyama-asahi.lg.jp

受付時間 ○電話・メール
　月～金（祝日・年末年始を除く）８：３０～１７：１５

支援内容 就労支援に関すること
対象年齢 就労年齢の方

７５　小矢部市教育センター
住　所 小矢部市岩尾滝１０７３

電　話 ０７６６－６７－０７５８
【なやみ専用電話】０７６６－６８－０７８３

受付時間
○面接・電話
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００
○臨床心理士による相談　随時（要予約）

支援内容

・学校生活や部活動、友だちのこと
・学習や進路のこと
・からだや健康（けんこう）のこと
・家での生活や親子のこと

対象年齢 幼児～中学生、保護者

７６　小矢部市家庭児童相談室
住　所 小矢部市鷲島１５　こども課
電　話 ０７６６－６７－８６１５

受付時間 ○面接、電話、文書　移動相談、メール
　月～金（祝日・年末年始を除く）９：００～１７：００

支援内容 いじめ、しつけ、発達、家庭、虐待、ＤＶ、育児について
の相談対応

対象年齢 児童（０歳～１８歳）、保護者
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富山県子供・若者支援地域協議会

富山県は、社会生活を円滑に営む上での困難
を有する子供や若者に対する支援を効果的か
つ円滑に実施することを目的として、子ども・
若者育成支援推進法（平成 21 年法律第 71 号）
第 19 条第１項の規定により、富山県子供・
若者支援地域協議会を平成 28 年８月 29 日
に設置しました。

地域若者サポートステーション

　地域若者サポートステーション（愛称：
「サポステ」）では、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。
　サポステは、厚生労働省が委託した全国の
若者支援の実績やノウハウのあるNPO法人、
株式会社などが実施しています。

不登校でお悩みの方へ

　保護者のみなさんは、お子さんが毎朝元気
に学校に行くことを願っていらっしゃること
と思います。しかしながら、不登校は、どの
子どもにも起こり得ると言われています。 ま
た、不登校になるきっかけは、子どもによっ
て様々ですが、多くの要因が複雑に絡み合っ
ている場合もあります。 

□不登校の主なきっかけ
・子どもの気持ちや思いに対する理解不足 
・友人関係をめぐるトラブルやいじめ 
・先生からの叱責や注意 
・「授業が分からない」など学業にかかわること
・家庭内の不和や生活環境の急激な変化 

□不登校が長く続く主なケース
・いやがらせをする児童生徒など、学校内での問

題が解消されていない場合 
・漠然とした不安や情緒的な混乱がある場合
・非行グループに入ったり、遊びに強い関心が向

いていたりする場合

ひきこもり相談機関Ｑ＆Ａ

「働きたいけど、どうしたらよいのかわから
ない・・・」、「働きたいけど、自信が持てず
一歩を踏み出せない・・・」、「働きたいけど、
コミュニケーションが苦手で・・・不安」、「働
きたいけど、人間関係のつまずきで退職後、
ブランクが長くなってしまった・・・」など、
働くことに悩みを抱えている 15 歳～ 39 歳
までの若者の就労を支援しています。 

サポステの支援対象者

早いうちに学校の先生や
相談機関に相談しましょう

Q 最近、学校、会社を休み始めたけれど、
ひきこもりでしょうか？

A 半年以上、学校や職場に行かず、家族以外
の親密な対人関係が持てない状態が続いて
いる場合を「ひきこもり」といいます。
ひきこもりは、病名ではなく、現象です。
さまざまな要因によって、外部からのスト
レスを避けるために、自宅以外の生活の場
が長時間失われている状態をさします。

Q 学校・会社に行って欲しい。
このままずっとひきこもったらどう
しようかと心配です。

A 本人が行かなくても、家族が相談できる場
所があります。家族だけで問題を抱え込ま
ず、まず相談してみましょう。
本人との接し方のアドバイスや、関係機関
の紹介を受けることが、本人への対応の手
がかりになります。

教　育 福祉・保健・医療

矯正・更生保護 雇　用

厚生センター、児童相談所
女性相談センター、発達障害者支援センター

心の健康センター等

教育委員会、
教育事務所、

総合教育センター等

法務少年支援センター、
保護観察所、

少年サポートセンター等

就労・
自立支援ＮＰО等

若者サポートステーション、
職業訓練機関等

作成・問い合わせ先
〒930-8501　富山市新総曲輪１番７号　富山県厚生部子ども支援課青少年係　TEL076-444-3136（直通）　
発行　平成 29年４月


