
　ひきこもり・ニート・不登校・非行等の社会生活を円滑に営むうえで困難を有する
子ども・若者への支援を相談者と一緒に考えていく窓口です。

　まずは、あなたの不安なことを青少年センター相談員へ
話してみませんか。

青少年センターでは、下記のとおり子ども・若者、ご家族等の架け橋となり支援を実施します。

・人と話すと（人に会うと）緊張してしまう、だから外出したくない、でも…
・会社に馴染めず辞めてしまった、再就職してもまた辞めてしまうかも…
・学校に行けない、学校を辞めた、不安で仕方がない…
・スマホでトラブルになってしまった、どうしたら…
・友達から深夜に呼び出される、嫌なことをさせられる、断れない…

●たとえば、こんな時に相談してください。

●青少年センターは、子ども・若者総合相談窓口です。

青少年センターへのご相談は
所在地 北名古屋市役所 東庁舎 分館 1階（北名古屋市能田引免地 35番地）

相談日時 月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始は除く）9時から17時まで

電話番号 0568-22-1111 （内線５４２２）

メール 市ホームページ内の専用フォームをご利用ください。
　http://www.city.kitanagoya.lg.jp/katei/
　又は、　　　　　　　　　　　 　　で検索ください。

※面談希望の方は、事前予約をお願いします。
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相談内容に応じて専門職員が
対応をします

子ども・若者支援地域協議会
主な支援

・教育（修学支援）
・福祉（生活環境改善）
・保健・医療（医療等）
・矯正・更生保護等
 （心理相談等）
・雇用
 （職業的自立・就業支援）
・自立支援　
 （生活改善・家族支援）

子ども・若者総合相談窓口
青少年センター

北名古屋市家庭支援課



ひきこもり等の問題の解決は、不安な気持ちを相談することから始まります。
これまでに、青少年センターへ相談に来られた方の声を紹介させていただきます。

ご家族等へ
　子ども・若者総合相談窓口では、ご家族等からの相談も受付けています。
　子ども・若者を取り巻く環境は目まぐるしく変化し、問題が複雑・多様化しています。家庭内
だけで悩んでいると行き詰まり解決ができないこともあります。子ども・若者総合相談窓口の
青少年センターは、様々な公的機関やＮＰＯ等の民間団体と連携し、問題解決のための支援方
法を相談者と一緒に考えていきます。
　まずは、気軽にご相談ください。

ひとり、家庭内で悩まないで！

●定期的に話を聞いてもらえるので助かります。
　相談したいことも気軽に話すことができるようになりました。

　　・・・話すことにより抱えている課題を整理することができます。

●親と一緒に相談に来ました。
　親に言いにくいことも話すことができ、気持ちが少し軽くなりました。

　　・・・家庭内で話しにくいことでも相談員を交えてなら話せることもあります。

●一緒に来てもらえて助かりました。

　　・・・状況により適切な支援機関へお繋ぎします。
　　　　　一人で行くのが不安な場合など必要に応じて同行することもできます。

本人から

●何回でも相談ができるんですね。

　　・・・事前に電話・メールで予約いただければ、継続的に面談による相談に応
　　　　じることもできます。

●話すことによってホッとできました。

　　・・・ひとりで悩まないでお気軽に相談してください。

●専門的な知識がなくても親にできる支援があるんですね。

　　・・・家庭でできる支援を専門職がアドバイスします。

●子どもに対する考え方や接し方など、違う考えもあることに気付きました。

　　・・・子どもへのアプローチ方法はひとつではありません。
　　　　　相談員と一緒に考えていきます。

家族等から



青少年センターでは、相談者の社会的自立を図るために段階的な支援事業を行っています。

パン作り教室（触れ合い編） 相撲体験（道徳学習編） ちゃんこ鍋を食べながら、親方の
体験談を聞く（道徳学習編）

　ひきこもり等の回復途上にある方に対して、社会参加に不可欠となる対人能力、適応能力、
集中力、持久力等を高めることが必要になります。そこで、支援の協力可能である事業所に依
頼し『職親』のもとで、一定期間就労体験を実施し労働対価を得ることにより、働く喜びや経
験・自信回復、就労意欲の向上につなげ、社会復帰に結びつくよう次の目的で就労体験支援事
業を実施しています。
　●規則的な生活リズムを整える 　●働ける体力を身につける 
　●人づきあいに慣れる　●軽作業を通して働くことの充実感を覚える

　家庭訪問による支援の必要な本人・ご家族等に、専門資格を有する訪問支援員がご自宅等へ
訪問し、不安や孤立感等の問題に対して相談、助言等を行います。

　訪問支援内容
　　●本人の日常生活、社会生活等の悩みに関する相談及び助言
　　●ご家族等の日常生活及び本人への対処等に関する相談及び助言
　　●社会資源等の紹介その他必要な相談及び助言など

　家庭訪問等の支援により、外出が可能となった方に対して、人との触れ合いの機会と場の提
供を行います。身近な地域で居場所として社会参加の支援を本人に行うことにより、地域住民
と触れ合い、そして顔見知りになることにより、地域の方が声かけや見守りを行っています。
　また、ボランティア団体やＮＰＯ法人が行う居場所支援を活用し、本人の趣味や興味のある
活動へ訪問支援員等が繋ぎ、コミュニケーション、人とのふれあい、社会参加を通し、社会的
自立を図って行きます。

　≪触れ合い編≫物づくりなどを通して、地域の人と触れ合う機会と場を提供します。 
　≪道徳学習編≫社会参加にあたり、人との触れ合いを通して、忍耐・努力等の学ぶ場を提供します。

支援事業の紹介

１訪問支援事業

２居場所支援事業

３就労体験支援事業

　平成２６年度は、相撲部屋訪問により力士とのふれあいや物づくりを通して人との
コミュニケーションを図るとともに、親方から忍耐や努力してきたことを学び、自身の
行動の責任、社会通念上のルールを学ぶ機会の場となりました。
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徳重南青少年センター
（北名古屋市役所 東庁舎 分館　福祉部家庭支援課内）

内線５４２２

メール：seisyounen@city.kitanagoya.lg.jp
☎0568-22-1111

●相談件数

●主な子ども・若者相談窓口

年度
平成26年度
（1月末現在）

平成25年度

ひきこもり
40件 35件 20件 0件 16件

就労 不登校 非行 その他
111件

21件 6件 29件 8件 28件 92件

合計

（公的相談窓口）

（民間相談窓口）

　ひきこもりと就労に関する相談が増えています。
　また、不登校の相談のうち、高校生の不登校相談が増加傾向にあり、相談窓口の周知が市民に少しずつ浸透してき
ていると思われます。
　指導件数については、公園や駅に少年等が集まり近隣に迷惑をかける行為や公共施設を損壊する行為に対する指
導が多くなっています。

内　　容 機　　関 電話番号 開設時間

内　　容 機　　関 電話番号 開設時間

職業適性診断・職業相談・職業紹介・キャリア
コンサルティング等の就職関連サービスの
提供

若者の自立を支援するため、本人や保護者等
に対する専門的な相談、職業体験、ネット
ワークを活用した総合的な支援

いじめ・体罰・子どもへの虐待・不登校・非行
など、子どもの人権問題全般についての相談

18歳までの子どもがかける、子ども専用電話

非行・いじめ・学校・友人のことなどに関する
相談

少年の犯罪・いじめ・虐待などの被害に関す
る相談

ひきこもりに関する専門的な相談 愛知県精神保健福祉セ
ンター

清須保健所
こころの健康推進グループ

ヤング・ジョブ・あいち

ヤングテレホン
愛知県警察本部少年課
少年サポートセンター

被害少年相談電話
愛知県警察本部少年課
少年サポートセンター

いちのみや若者サポー
トステーション

子どもの人権相談
愛知県弁護士会名古屋
法律相談センター
チャイルドラインあいち
NPO法人 チャイルドラ
インあいち

0586-64-6349

052-586-7831

0120-997-777

火曜～土曜 10時～17時
（祝日・年末年始は除く）

土曜 9時45分～17時15分
（祝日は除く）

16時～21時
（年末年始は除く）

052-962-3088

052-401-2100

052-264-0665

052-951-7867

0120-786-770
※FAX共通

月曜～金曜 9時～16時30分
（正午～13時を除く）
（祝日・年末年始は除く）

月曜～金曜　9時～16時30分
（正午～13時を除く）
（祝日・年末年始は除く）

月曜～金曜　9時30分～18時
（祝日・年末年始は除く）

月曜～金曜　9時～17時
（土日祝日及び時間外は留守番電話、
Eメールで受付、直近の勤務日に対応）
※Eメールは、愛知県警のホームページから

月曜～金曜　9時～17時
（土日祝日及び時間外は留守番電話、
FAXで受付、直近の勤務日に対応）

心の健康に関しての相談、ひきこもりに悩む
本人、家族からの相談

●指導件数

年度
平成26年度
（1月末現在）

平成25年度

喫煙
0件 42件 18件 0件 39件

迷惑行為 器物損壊 不良交友 その他
99件

28件 44件 9件 7件 17件 105件

合計


