
 

  

安城市若者支援地域協議会 

令和４年５月発行 



はじめに 

 

「安城市若者支援ガイドブック」をお手に取っていただ

きありがとうございます。 

この冊子は、不登校やひきこもり、ニート等の悩みを抱

える安城市の若者たちが、社会に出る勇気を少しでも持っ

てもらえるよう、また、社会に出るお手伝いができれば…

という多くの支援機関の想いで作成されています。 

 

立ち止まって悩むことは、決して悪いことではありませ

ん。このガイドブックにたくさんの支援機関が掲載されて

いるように、みなさんの周りには、迷ったときに手を差し

伸べてくれる人がたくさんいます。 

ひとりで抱え込まずに、まずは相談してみましょう。そ

れが、社会に出るための第１歩なのです。 
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相談支援 

就労支援 

若者支援機関ＭＡＰ 

 社会に向けて一歩を踏みだしてみたい！でも、まずはどこに行けば

いいのかな…？ 

 そんな方のために、各機関の支援内容を大きく分けて、ＭＡＰにして

みました。気になった機関のページを見てみましょう！ 
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居場所・親の会・
学習会 

その他 

※令和４年４月１日以降の情報を掲載しています。 

※「若者支援機関個別情報ページ」をよくお読みのうえお問い合わせ
ください。 
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不登校・ひきこもり・ニートなど、悩みを抱える方やご家族の方を対象とし

た相談窓口を開設しています。ひとりで抱え込まずに、誰かに相談 
してみませんか？専門のカウンセラーが一緒に解決方法を考えていき

ます。 

ＨＰ 
ｈｔｔｐ://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/seishonen/ 
seishounennoie1.html 

所在地 安城市新田町池田上１番地 

ＴＥＬ ０５６６－７６－３４３２（問合せ：０９０－５００２－５２２９（あんさぽ）） 

ＦＡＸ ０５６６－７６－１１３１ 

Ｅ-ｍａｉｌ seishounen@city.anjo.lg.jp 

対象 
義務教育修了後の１５歳～３９歳までの不登校、ひきこもり、ニート
等の悩みを抱える方、及びその家族 

活動内容 

面接 〇 電話  メール  訪問  

・若者相談窓口 
 毎週水曜日・毎月第２金曜日・毎月第１土曜日 午前１０時～午
後４時（要予約） 
安城市内在住・在学・在勤の１５歳（義務教育修了後であること）
から３９歳までの方、及びそのご家族の方の悩みをカウンセラーが
お聞きします。状態を把握した後、当事者に合った解決方法を提
案し、一緒に解決を目指します。 

 
・親の学習会（ほっと一息サロン） 
 奇数月の第２土曜日 午後１時３０分～午後４時 
  安城市内在住・在学・在勤の１５歳（義務教育修了後であること）
から３９歳までの方のご家族を対象とした学習会です。カウンセラ
ーによる講話と、同じ悩みを持つ人同士での交流ができます。お
茶を飲みながら、ほっと一息つける会です。 

 
※委託事業として、育て上げネット中部虹の会［P.13］が実施。 

料金 相談料、支援プログラム作成は無料です。 

安城市青少年愛護センター 
相談支援 

学習会 
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こころの健康に関する相談をお受けしています。ご家族のみの相談も可

能です。また、家族同士の交流の場を設けています。 

ＨＰ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinuura-hc/ 

所在地 愛知県刈谷市大手町１－１２ 

ＴＥＬ ０５６６－２１－９３３７ 

ＦＡＸ ０５６６－２５－１４７０ 

Ｅ-ｍａｉｌ kinuura-hc@pref.aichi.lg.jp 

対象 こころの健康に関する悩みを抱える方およびその家族 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール  訪問  

◆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） 
相談時間：月～金曜日 ９：００～１２：００、１３：００～１６：３０ 
       ＊祝日および年末年始を除く 
内容：不眠、情緒不安定、うつ、ひきこもり、幻覚、妄想、アルコー
ル依存症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（精神科医師による相談） 
日時：月１回程度≪予約制≫ 
方法：面接（約１時間） 
 
◆アルコール専門相談 
 （精神科医師・酒害相談員による相談） 
日時：年３回程度〈予約制〉 
方法：面接（約１時間） 
 
◆家族教室（精神保健福祉） 
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。 

料金 無料 

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 

相談支援 

親の会・学習会 
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安城市内に在住する小･中学生及びその家族を対象に、いじめや不登
校、学習、進路･適性等の様々な不安や悩みについて、社会教育指導
員や臨床心理士が相談に応じます。 

ＨＰ ｈｔｔｐs://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/gakko/kyoikucenter.html 

所在地 安城市横山町下毛賀知１３番地１ 

ＴＥＬ ０５６６－７６－９６７４ 

ＦＡＸ ０５６６－７５－０２０１ 

Ｅ-ｍａｉｌ  

対象 安城市在住の小・中学生及びその家族 

活動内容 

面接 ○ 電話 ○ メール  訪問 ○ 

【相談の流れ】 
ステップ１ 社会教育指導員による電話相談 
ステップ２ 社会教育指導員による来所（面談）相談 

（内容に応じて） 
ステップ３ 臨床心理士によるふれあい相談 

         社会教育指導員による家庭訪問支援 
  *ステップ２・３については要予約 
【窓口】  
・電話及び来所相談 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 
・ふれあい相談     火曜日～金曜日１０：００～１７：００ 
              月曜日のみ １０：００～１８：００ 
・家庭訪問支援    随時（必要と判断された場合） 

料金 無料 

安城市教育センター 相談支援 
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 保護者が、発達に心配や遅れのある子どもの相談の一歩を踏み出し、

１８歳まで継続した相談や支援が受けられるようライフステージに応じた

支援を提供します。 

ＨＰ 
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kosodate/ 

hattatsushien/hattatsushien.html 

所在地 安城市城南町２丁目１０番地３ 

ＴＥＬ ０５６６－７７－７７９６（相談窓口） 

ＦＡＸ ０５６６－７７－７７８５ 

Ｅ-ｍａｉｌ hattatsu-shien@city.anjo.lg.jp 

対象 発達に心配や遅れのある１８歳までの子どもとその保護者 

活動内容 

面接 〇 電話  メール  訪問  

・発達相談 
 相談支援専門員、保健師、社会教育指導員、臨床心理士等の
専門職が相談に応じます。また、必要に応じて医師による専門的
な助言が受けられます。 
 
・障害児（特定）相談支援事業 
 相談支援専門員が、福祉サービスを利用するための相談に
応じ、プランを作成します。 
 
※面接相談は予約が必要です。事前にお電話ください。 

料金 相談無料 

安城市子ども発達支援センター 
あんステップ♬ 

相談支援 
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子育てには不安や戸惑いがつきものです。このような悩みがきっかけと

なり、子育てに影響を及ぼしてしまうことがあります。ひとりで抱え込まず

相談しましょう。 

 

ＨＰ 
ｈｔｔｐ://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kosodate/soudan/ 

jidousoudan.html 

所在地 安城市桜町１８番２３号 

ＴＥＬ ０５６６－７１－２２７２ 

ＦＡＸ ０５６６－７６－１１１２ 

Ｅ-ｍａｉｌ shien@city.anjo.lg.jp 

対象 0歳～１７歳までの子育てについて悩んでいる方 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール 〇 訪問  

・子育ての相談窓口 
 ０歳～１７歳までの子育ての悩みをお聞きします。気持ちが楽
になったり、家庭における子育てのアドバイスにより解決のヒントが
見つかったりします。 
 
・児童虐待相談窓口 
 もしかして、これは虐待かな？と思ったら迷わずお電話くださ
い。市役所等関係機関で調査し、虐待かどうか判断します。連絡
者や内容に関する秘密は守られます。 

料金 無料です。 

安城市役所子育て支援課 相談支援 
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就労、心身、地域社会との関係性の状況など、様々な事情により経済

的に困窮している方を対象に、自立に向けた支援や情報提供、関係機

関との連絡調整を行います。 

 

ＨＰ 
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/fukushi/ 

jiritsushien.html 

所在地 安城市桜町１８番２３号 

ＴＥＬ ０５６６－７１－２２４５ 

ＦＡＸ ０５６６－７４－６７８９ 

Ｅ-ｍａｉｌ fukushisoudan@city.anjo.lg.jp 

対象 生活に困りごとや不安を抱えている方（年齢要件なし） 

活動内容 

面接 ○ 電話 ○ メール ○ 訪問  

・自立相談支援事業 
 経済的な困りごとや不安を抱えている方やご家族の相談を伺
い、解決策を一緒に考え、自立に向けたプランを作成し支援しま
す。必要に応じて他の機関をご紹介することもあります。（収入な
どの要件なし） 
 
・就労準備支援事業 
 「社会との関わりに不安がある」、「コミュニケーションがうまくとれ
ない」など、就職活動や就労に不安がある方を対象に、ご本人の
状況に合わせて、一般就労に向けた基礎能力を養いながら社会
参加や就労に向けた支援を行います。（収入などの要件あり） 
 
※就労準備支援事業の実施場所は育て上げネット中部虹の会
［P.13］です。 

料金 無料 

安城市役所社会福祉課 
相談支援 

就労支援 
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障害のある人の自立した生活をめざし、障害者手帳の取得や障害福

祉サービスについて、手続き・情報提供を行っています。また、精神障

害者訪問相談員、就労相談員による相談も行っています。 

ＨＰ 
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/shogai/ 

index.html 

所在地 安城市桜町１８番２３号 

ＴＥＬ （手帳）０５６６－７１－２２２５（サービス）０５６６－７１－２２５９  

ＦＡＸ ０５６６－７４－６７８９ 

Ｅ-ｍａｉｌ shofuku@city.anjo.lg.jp 

対象 
身体障害、知的障害、精神障害、難病等をお持ちの方 

及びその家族・支援者など 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール  訪問  

【手帳の申請・交付】 
各種の福祉サービスを受けるために、障害があることを証明す

る手帳の手続きを行っています。 
【サービスの給付など】 
障害福祉サービスには、就労に必要な知識や能力の向上のた

めに必要な訓練を行う「就労移行支援」や「就労継続支援」など
があります。 
障害福祉課では、本人に必要な支援が受けられるよう、各障

害福祉サービスの申請の手続き行っています。精神障害の場
合、手帳のかわりに診断書の提出でサービスを受けられる場合も
あります。精神障害者訪問相談員や障害者就労相談員も在籍し
ていますので、まずはご相談ください。 

料金 
所得に応じて障害福祉サービスの利用者負担があります。 

（非課税世帯は無料です。） 

安城市役所障害福祉課 
相談支援 

その他 
 

 

就労支援 
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一定期間無業状態にある若者やその保護者、家族を支援し、若者本人

の自立・就業を促すため、専門カウンセラーによる就労相談や就労に向

けたジョブトレーニング等を行っています。 

ＨＰ http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/koyorodo/ansapo.html 

所在地 安城市桜町１８番２３号 

ＴＥＬ ０５６６－７１－２２３５ 

ＦＡＸ ０５６６－７６－１１８４ 

Ｅ-ｍａｉｌ shoko@city.anjo.lgjp 

対象 １５歳～４９歳までの安城市民とその保護者 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール  訪問  

・就労相談（火曜日）  予約優先 
  働くことに悩みや不安を抱えた若者やその保護者に対し、キャ
リアカウンセラーがその悩みをお聞きし、就労に向けた支援プロ
グラムを作成します。 

 
・ワークショップ・ジョブトレーニング（火曜日・木曜日） 
  ビジネスマナー、コミュニケーション、自己分析など就労に役
立つスキルを身につけるようなワークショップを行います。ま
た、職場見学や職場体験等のジョブトレーニングを行い、就労
へ向けたサポートをします。 

 
※どちらも実施場所は安城市青少年の家です。 

料金 無料 

安城市商工課 
相談支援 

就労支援 
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「今を変えたい」「働きたいけどどうすればいいのか分からない」「子どもの

将来が不安」・・・。虹の会では、相談窓口、外出のきっかけとなる居場所

や職業体験、家族の学習会など、自立に向けた支援を行います。 

ＨＰ http://www.nponiji.org/ 

所在地 （実施場所）安城市新田町池田上１番地（安城市青少年の家内） 

ＴＥＬ ０９０－５００２－５２２９ 

ＦＡＸ なし 

Ｅ-ｍａｉｌ info@nponiji.org 

対象 
１５歳から概ね４０歳までの不登校・ひきこもり・ニート・生活困窮

等の困難を抱える若者とその家族 

活動内容 

面接 ○ 電話 ○ メール  訪問  

【開所日】 火～土曜日 １０時～１７時 
【休  日】 日・月曜日、祝日・夏季、年末年始 
【場  所】 安城市青少年の家 
 
●「困難を抱える若者支援業務」を安城市青少年愛護センター

[P.5]から受託し、若者とその家族の相談支援を実施。（無料） 
●「若年無業者就労支援事業」を安城市商工課[P.12]から受託
し、就労相談やジョブトレーニング等を実施。（無料） 

●「生活困窮者・被保護者就労準備支援事業」を安城市社会福
祉課[P.10]から受託し実施。（無料） 

 
●安城市以外の西三河地域の困難を抱える若者の自立支援を
自主事業にて実施。（有料） 

料金 安城市民：無料 、安城市民以外の方はお問合せください 

相談支援 就労支援 

居場所・学習会 

NPO法人 
育て上げネット中部虹の会 

１３ 



 

あなたの気持ちや思いを大切にしながら、専門的な知識と技術によって、

丁寧にサポートさせていただきます。お一人で悩みを抱えていたり、つら

い思いが続いているようでしたら、いつでもご相談ください。 

ＨＰ http://www.sanpohappy.com 

所在地 
安城市三河安城本町１丁目１５―１ マイコート三河安城 

※部屋番号はご予約時にお伝えさせていただいています。 

ＴＥＬ ０８０－８４７８－２９６５ 

ＦＡＸ なし 

Ｅ-ｍａｉｌ sanpohappy@gmail.com 

対象 
不登校やひきこもりのことに限らず、悩みを抱えている方やそのご

家族であれば、どなたでもご相談いただけます。 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール 〇 訪問 〇 

＜支援内容＞ 
① 当所への来訪、もしくはご自宅への訪問による相談支援 
 
② 各種の支援プログラムのご提供 
 （例）・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（ＣＢＴ－Ｉ） 
 
③ 研修・ワークショップの開催 
 
※国家資格（社会福祉士・公認心理師）を持つ担当者が、支援を
させていただいています。 
 
※お問い合わせは無料です。お気軽にお問合せください。 

料金 ６０分 ８，０００円／回 ８０分 １０，０００円／回  

相談支援 

その他 
 

 

１４ 

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 



 

「夢をつなぎ 仲間とつながり 地域とつながる 誰もが輝くまちづくり」の

理念のもと、障がいのある方がよりよい地域生活を送るために一緒に考

え、安心した地域生活が送れるようサポートします。 

ＨＰ https://bunanoki-hidamari.jimdosite.com 

所在地 安城市朝日町２２番３号 

ＴＥＬ ０５６６－９１－０２３９ 

ＦＡＸ ０５６６－９１－８８６０ 

Ｅ-ｍａｉｌ hidamari@buna-w.com 

対象 
安城市に住所がある精神障がい・発達障がい等のある方とその家

族。（障害者手帳の有無は問いません） 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール 〇 訪問 〇 

【相談支援事業所ひだまり】 
・基本相談支援 
障がいのある方、またはその家族からの相談に応じ、必要な情報提
供や助言、その他サービスの利用援助等を行い、地域で生活して
いる障がいのある方の生活の向上を図ります。 
・計画相談支援 
障がいのある方が障がい福祉サービスを利用する前に、相談支援
専門員がサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにサービス
の見直し（モニタリング）を行う等の支援を行います。 
 
同法人には、他に就労継続支援Ｂ型事業所、地域活動支援センタ
ーがあります。 

料金 相談料は無料です。 

社会福祉法人ぶなの木福祉会 相談支援 

１５ 



 

「働くこと」への不安や悩みを面談等により解決して、第一歩を踏み出 

す気持ちを全面的にサポートする場所です。 

ＨＰ https://ryusapo.jp/(メールフォームあり) 

所在地 知立市堀切３丁目１番地２杉原ビル２F 

ＴＥＬ 
０５６６-７０-７７７１ 

０９０－９８９４－８８２３（ご家族の方のみの相談はこちらへ。総括 仲田尚弘） 

ＦＡＸ ０５６６－７０－７７７１ 

Ｅ-ｍａｉｌ 
ryusapo@outlook.jp 

その他、SMSなどからもお問い合わせいただけます。 

対象 

・１５歳から４９歳までのお仕事に就いていない方や学校に在籍して

いない方、及びそのご家族。 

※在学生の方は原則利用できませんが、通信制高校や通信制大学

等、一部利用対象となる場合がございます。詳細はお問い合わせく

ださい。 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール 〇 訪問 〇 

・西三河地区８市内の市役所やハローワーク、その他の支援機関等
と連携を取りながら、若者の就労相談及び各種就職活動対策、グル
ープワーク、職場見学、職場体験等の就労支援を行っています。関
係機関での出張相談窓口も開設しております。 
・令和２年４月から、新たに４０歳代の方のご利用も可能となりました。  
※感染症対策のため、オンライン相談も承っています。 
※「訪問」については、市役所やハローワーク等への出張相談、同行
支援及び中退者等の一部の条件を満たす方への個人宅訪問に
限ります。 

※内容などについて詳しくは、HP又はお問い合わせ下さい。 

料金 無料です。 

相談支援 

就労支援 

１６ 

知立若者サポートステーション 



 

 

仕事をお探しの方へ、求人情報提供、職業相談、職業紹介等の支援

をしています。 

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

所在地 刈谷市若松町１丁目４６－３ 

ＴＥＬ ０５６６－２１－５００１（代表） 

ＦＡＸ ０５６６－２１－５０５５ 

Ｅ-ｍａｉｌ  

対象 全年齢 

活動内容 

面接 ○ 電話  メール  訪問  

 
・大学院、大学、短期大学、専修学校、高等学校、中学校等を
卒業予定の方、または、学校を卒業（中退）して３年以内の方に
は専門の就職支援ナビゲーターが職業に関する相談を行って
います。 

料金 無料 

ハローワーク刈谷 

（刈谷公共職業安定所） 
就労支援 

１７ 



 

 

ＨＰ 【ホームページ】： https://linable.or.jp/ 

所在地 安城市住吉町荒曽根1番地245アワーズビル 2階 

ＴＥＬ 0566-93-1733 

ＦＡＸ 0566-93-1733 

Ｅ-ｍａｉｌ info@linable.or.jp 

対象 
主に１５～３０歳（支援開始時） 

働く一歩を踏み出したい若者 

活動内容 

面接 〇 電話  メール 〇 訪問  

社会に出るのにつまずいている若者が「社会経験を積みながら、
人とつながりながら、仕事体験のできる居場所」で今の自分に合
った自立を見つけていくお手伝いをさせていただきます。 
 
＜居場所～出会いと学び＞火、木  
スポーツ、ボードゲーム、体操教室 
＜若者Lab～つながり・学び・働く準備の場＞ 
 
２０２２年７月より開講予定 
「社会で使える実践スキル」を身に付けます。働く準備ワークショ
ップ（キャリア教育）、パソコンの基礎からプログラミング・3DCAD
などの実践的な学びまで、一人ひとりのスキルに応
じて参加をすることができます。 
 
＜サポート付き就労～訓練の場＞ 
詳しくはお問い合わせください 

料金 
リネーブルへの入会が必要です。利用料はプログラムにより異な
ります。詳しくはお問い合わせください。 

ＮＰＯ法人 

リネーブル・若者セーフティネット 

就労支援 

居場所 

１８ 



 

 

ＨＰ http://kurux2.org/ 

所在地 安城市今池町１丁目２３番地９ 

ＴＥＬ ０５６６－９５－５７７７ 

ＦＡＸ ０５６６－９５－５６００ 

Ｅ-ｍａｉｌ n.hirata@kurux2.org 

対象 
一般企業への就職を希望される障害のある方、または指定難病

の診断を受けた方（対象年齢原則１８歳以上） 

活動内容 

面接 ○ 電話 ○ メール ○ 訪問 ✕ 

・就職に向けて各種トレーニングや企業実習をしています。各個
人の状況にあわせて、きめ細かいオーダーメイドのトレーニングを
提供し、自分が働きたい職場で長く働ける基礎力をしっかり養い
ます。さらに実際の仕事に従事することで、就職に必要なスキル
と意欲を高めていきます。 
・利用者の方の就職活動を手厚く支援しています。企業への就職
前の実習期間を長めに設定して仕事になじみやすくしたり、履歴
書の作成補助、実習への同行、面接への同行などきめ細やかな
サポートで、ご本人様の希望の就職へのお手伝いをしています。 
・就労移行支援を利用して就職された方へ、就労定着支援をして
います。定期的に職場に訪問して面談など行い、企業で働く方の
悩み事をお聞きして、最大３年半しっかりフォローいたします。長く
働けるために、その方の課題に一緒に取り組んで解決を目指しま
す。 

料金 相談、体験実習は無料です。見学も随時行っています。 

障害者職業支援センター 

くるくる安城センター 
就労支援 

１９ 



 

不登校やひきこもりの子（主に小中学生が対象）を持つ親が、普段の

悩みを話せたり、親同士がつながることのできる場と、不登校やひきこも

りの子が参加できる居場所を提供しています。 

ＨＰ https://www.anjo-syakyo.or.jp/welfare/children/schoolrefusal 

所在地 安城市新田町新栄８４番地１（中部福祉センター） 

ＴＥＬ ０５６６－７６－００９０ 

ＦＡＸ ０５６６－７１－０１９０ 

Ｅ-ｍａｉｌ chubu-syakyo@city.anjo.aichi.jp 

対象 
原則、安城市内在住の不登校やひきこもりの子を持つ親及び不

登校やひきこもりの子 

活動内容 

面接 ○ 電話 ○ メール ○ 訪問  

・サロン・ド・ででむし 
不登校やひきこもりの子（主に小中学生が対象）を持つ親や家

族が、「他の参加者（親や家族）や経験のある方との交流を通し
て、悩みなど自身の思いを吐き出せる場所」「少しでも気持ちが楽
になり落ち着けるような場所」「不安なことや分からないことを他の
方に聞き共有したり情報交換できる場所」になります。 
 
・ででむしハウス 
 不登校やひきこもりの子（主に小中学生が対象）が、自宅でもな
い、学校でもない場所で、安心して自由に楽しく過ごすことができ
る場所になります。 

 
※原則、毎月第４土曜日午後２時～午後４時開催 

料金 無料 

２０ 

安城市社会福祉協議会 居場所・親の会 



 

生活福祉資金貸付制度には、低所得世帯のお子さんの修学を応援

する教育支援資金があります。安城市社会福祉協議会が、貸付要件の

ご案内をはじめ受付窓口となり相談に応じます。  

 

ＨＰ https://www.anjo-syakyo.or.jp/welfare/other/page02 

所在地 安城市赤松町大北７８番地４ 

ＴＥＬ ０５６６－７７－０２８４（総務課生活相談係） 

ＦＡＸ ０５６６－７３－０４３７ 

Ｅ-ｍａｉｌ fukushikyo@city.anjo.aichi.jp 

対象 
低所得世帯で、高等学校・高等専門学校・大学等に就学する 

予定または就学中の方で、他制度の利用が困難な方 

活動内容 

面接 ○ 電話 ○ メール  訪問  

・学校の種別により限度額が異なる教育支援費と、入学に際し必
要な経費を貸し付ける就学支度費があります。 
・公的給付や他制度を優先して活用いただきます。 
・他の負債の借り換えは対象外です。 
・借り入れ申込時から償還完了まで、社会福祉協議会と民生委
員が世帯の支援に関わります。 
・就学する方が借受人となり、生計中心者は連帯借受人となりま
す。 
・連帯保証人は原則不要ですが、審査により必要となる場合があ
ります。 
・貸付利子は無利子です。 

料金 相談料は無料です。 

２１ 

安城市社会福祉協議会 
その他 

相談支援 



 

 

 

ＨＰ なし 

所在地 （活動場所）安城市安城町城堀３０番地（安祥公民館） 

ＴＥＬ ０９０－９８９８－０４１０（堀） 

ＦＡＸ ０５６６－７４－９０１６ 

Ｅ-ｍａｉｌ なし 

対象 
安祥中の不登校や行きしぶりのある子どもをもつ家族 

（安祥中以外の学校でも参加していただけます） 

活動内容 

面接  電話 〇 メール 〇 訪問  

 
子どもについて、自分について、学校について、あれこれを 
おしゃべりをしています。 
 
活動日 不定期 
場所   安祥公民館 
 
 

料金 場所代 ５０～１００円／回 

安祥中親の会 親の会 

２２ 



 

発達やコミュニケーションに課題を抱える子どもも、そうでない子どもも共

に仲良く楽しめる場を提供しています。不登校の子どもも参加しています。

保護者の方には交流会や勉強会のほか、個別相談も対応しております。 

ＨＰ https://5-cha.org/ 

所在地 安城市緑町２－６－１０ 

ＴＥＬ ０９０－４２３６－６８０８ 

ＦＡＸ なし 

Ｅ-ｍａｉｌ contact@5-cha.org 

対象 
年長・小中学生〜１８歳（不登校・ひきこもり等のお悩みを抱える

方も含む）及びその家族 

活動内容 

面接 ○ 電話 ○ メール ○ 訪問  

・スポーツ・文化活動 
 フットサル、ダンス、体操、英語の 4 講座を、それぞれ月２〜4
回開催しています。「楽しく・仲良く」をモットーに活動していま
す。 
 
・保護者交流会 
 同じような悩みを持つ保護者同士での交流会を不定期に開催
しています。個別の相談も受け付けています。 
 
・オープンセミナー（勉強会） 
 発達が気がかりな子どもへの接し方や学習 
の取り組み方、ゲーム・スマホとのつき合い方、 
進路選択など、気になるテーマの勉強会を不定 
期に開催しています。 
※日程・場所等詳細はＨＰをご確認ください。 

料金 スポーツ・文化活動 2,000円／回（別途費用有） 

居場所・学習会 

２３ 

NPO法人5-CHA
ご っ ち ゃ

 



 

主に中学校に行きづらいお子様をお持ちのご家族の方を対象とした親の

会です。 

 

ＨＰ なし 

所在地 （活動場所）安城市新田町小山西８３（中部公民館） 

ＴＥＬ ０５６６－７５－３５２５ （安城北中学校） 

ＦＡＸ ０５６６－７５－３５９０ （安城北中学校） 

Ｅ-ｍａｉｌ なし 

対象 
安城北中に限らず学校に行きづらいと考えるお子様を 

お持ちのご家族。 

活動内容 

面接  電話  メール  訪問  

概ね第３木曜日に中部公民館に集まって交流します。 
既に卒業した方の保護者の方も来て下さるので経験談も聴くこと
ができます。 
また、北中の先生も一部の時間参加してくださいますので、直接
学校の様子をお聞きする事もできます。 
 
話したくないことを無理に聞いたり、責めたりしません。 
泣いてもいいんです。 
ここに来て少しでも心を軽くして帰っていただければと思っていま
す。 

料金 無料 

北中親の会 P-can 親の会 

２４ 



 

不登校、五月雨登校、行き渋りの子どもたちと親御さんが安心して過ご

せる居場所です。 

 

ＨＰ 
https://anjyo-hutoukou-oyanokai-kojin. 

jimdofree.com/居場所/ 

所在地 （活動場所）安城市大東町１１－３（安城市民交流センター２F） 

ＴＥＬ 0９０－１８２５－２６９２(代表：国賀) 

ＦＡＸ なし 

Ｅ-ｍａｉｌ okonomikai00anjo@gmail.com 

対象 小学生から中学生までの不登校の子とその親 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール 〇 訪問  

 
 
ここでは何かをするよう強制されることはありません。 
みんなが自由に好きなことをして過ごしています。 
ゲーム(フリーWi-Fiあり)、工作、調理、運動なども 
出来ますよ！ 
親御さんも子育ての話をしたり、 
好きなことをしてリフレッシュしたりと、ホッと出来る 
時間になっています。 
 
■日にち：毎週木曜日１０：００～１５：００（出入り自由） 
■場所：安城市民交流センター ２Ｆ 会議室・調理実習室 
■その他：申し込み不要 
 

料金 参加費１日５００円 半日２５０円 (大人も必要です) 

学校が苦手な子と親の居場所 

おこのみ会 
居場所・親の会 

２５ 



 

 

ＨＰ https://kawanokai243kawa.jimdo.com/ 

所在地 
活動場所 安城市桜町３－１８－２１８ 

場所が変わることがあります。事前にお問い合わせください。 

ＴＥＬ ０９０－９８９８－０４１０（堀） 

ＦＡＸ ０５６６－７４－９０１６ 

Ｅ-ｍａｉｌ kawanokai243kawa@gmail.com 

対象 不登校・ひきこもりの当事者・経験者・家族・関係者 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール 〇 訪問 △ 

活動日 毎月１回 不定期（主に祝日）１３時～１６時 
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、あそこにいったら仲間がい
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。 
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 １８歳～７０歳程度  男女比 男２：女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・ヨガ・ハーバリウム など 
＠定時制高校教諭による進路相談が 
できます。学習支援も可能です。 
＠公式LINEアカウントあり 

料金 １００円／回 

２６ 

不登校・ひきこもりの当事者・経験者の自助団体 
川の会 

居場所・親の会 



 

 

 

 

ＨＰ なし 

所在地 （活動場所）安城市赤松町大北７８番地１（総合福祉センター） 

ＴＥＬ ０９０－１７８４－３６３７（杉浦） 

ＦＡＸ ０５６６－７３―０２８６ 

Ｅ-ｍａｉｌ pokapoka.kariya@gmail.com（刈谷市のぽかぽかかいと共通） 

対象 不登校・ひきこもりの子どもをもつ家族 

活動内容 

面接  電話 〇 メール 〇 訪問  

刈谷で活動している「ぽかぽかかい」の安城に住むメンバーが中
心になって、安城でも集まるようになりました。少人数でお茶をい
ただきながら子どもたちのあれやこれやを語り合っています。 
刈谷のぽかぽかかいの情報もお届けしています。 
 
活動日 第２水曜日 ９時半～１２時 
場所  安城市総合福祉センター 茶室など 
 
活動場所、時間が変更することがあります。事前にお問い合わせ
ください。 

料金 参加費１００円／回 

２７ 

ぽかぽかかい（安城） 親の会 



 

 

 

ＨＰ なし 

所在地 （活動場所）安城市和泉町大下38番地1(明祥プラザ内) 

ＴＥＬ ０９０－３４６７－２４０８（朝倉） 

ＦＡＸ なし 

Ｅ-ｍａｉｌ なし 

対象 小・中・高校生の不登校や行きしぶりのある子どもをもつ家族 

活動内容 

面接 〇 電話 〇 メール  訪問  

 
・どこへ相談したらいいのか分からない。 
・こんなことを話しても大丈夫なのかな？ 
 
★ひとりで悩まずにちょっと話してみませんか？ 
子どもの様子や親としての関わり方を、同じ悩みを持つ仲間と共
に振り返っています。 
 
★令和４年１月から始まった新しい会です。出入り自由なので気
軽に参加してください。 
 
活動日 毎月第3日曜日 １０時～１２時（変更時は案内します） 
場所   明祥福祉センター２F 多目的室 
 
 

料金 無料 

ひだまり 親の会 

２８ 



 

 

 

ＨＰ なし 

所在地 （活動場所）安城市里町４丁目１２番地４(北部公民館) 

ＴＥＬ ０９０－６０７９－５７１３（柴田） 

ＦＡＸ なし 

Ｅ-ｍａｉｌ なし 

対象 不登校や行きしぶりのある子どもをもつ家族 

活動内容 

面接  電話 〇 メール 〇 訪問  

 
・保護者同士で不安なことや困ったこと、うれしいことなどの気持
ちを共有したり、学校やその他の情報交換等をしています。 
 
活動日 不定期 
場所   北部公民館 
 
 

料金 場所代 １００円／１回 

アネモネの家 親の会 

２９ 



 

「安城市若者支援地域協議会」とは 

 
 不登校やひきこもり、ニート等の悩みを抱える若者やその家

族に対して、関係機関が横のつながりを強化し、協力・連携して

支援できる体制を整えるため、平成３１年４月に設立した協議

会です。 
 
協議会構成機関 
分  野 機関及び団体名 

アドバイザー 学識経験者 

教 育 

安城市青少年健全育成連絡協議会 

高等学校区青少年健全育成協議会 

安城市教育研究会生徒指導部会 

安城市教育委員会教育振興部学校教育課 

安城市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

青少年愛護センター（支援調整機関） 

福祉・保健 

安城市民生委員・児童委員協議会 

安城市社会福祉協議会地域福祉課 

愛知県衣浦東部保健所 

安城市福祉部社会福祉課 

安城市福祉部障害福祉課 

安城市子育て健康部子育て支援課 

安城市子育て健康部子ども発達支援課 

矯 正・ 

更生保護 

安城保護区保護司会 

愛知県安城警察署生活安全課 

雇 用 

知立若者サポートステーション 

刈谷公共職業安定所 

安城市産業環境部商工課 

地 域 安城市町内会長連絡協議会 

民間支援団体 

特定非営利活動法人育て上げネット中部虹の会（指定支援

機関） 

社会福祉法人ぶなの木福祉会 

参 考 
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