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センターが設
置されている
都道府県

センター設置
主体の地方
公共団体

名称 住所 電話番号

北海道 札幌市 ①札幌市子どもの権利救済機関子どもアシストセンター（子ども）
②札幌市若者支援総合センター（若者）

①札幌市中央区南1条東1丁目大通ﾊﾞｽ
ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1号館6階
②札幌市中央区南1条東2丁目大通ﾊﾞｽ
ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2号館1､2階

①011-211-2946
②011-223-4421

北海道 石狩市 石狩市ひきこもりサポートセンター 石狩市花川北3条3丁目1 0133-77-5763
岩手県 岩手県 青少年なやみ相談室 盛岡市盛岡駅西通1-7-1 ｱｲｰﾅ6階 019-606-1722
岩手県 岩手県 岩手県ひきこもり支援センター（岩手県精神保健福祉センター） 盛岡市本町通3-19-1 019-629-9617
宮城県 宮城県 石巻圏域子ども・若者総合相談センター 石巻市穀町1-24駅前ﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾙ2階 0225-25-5820
宮城県 白石市 白石市青少年相談センター 白石市大手町1番1号 0224-22-1342
秋田県 大仙市 大仙市子ども若者総合相談センター「びおら」 大仙市大曲丸の内町1番11-2号 0187-66-1106
秋田県 大仙市 大仙市子ども若者総合相談センター「ふらっと」 大仙市大曲須和町1-6-46 0187-62-5150
秋田県 三種町 三種町子ども・若者総合相談センター 山本郡三種町森岳字石倉沢1-2 0185-83-5034
山形県 山形県 若者相談支援拠点（認定NPO法人発達支援研究センター） 山形市小荷駄町2-7 023-623-6622
山形県 山形県 若者相談支援拠点（クローバーの会＠やまがた） 山形市南原町1-27-20 023-664-2275

山形県 山形県 若者相談支援拠点
(NPO法人オープンハウスこんぺいとうフリースペースまちかどカフェたまり 新庄市若葉町1-4 080-3144-3009

山形県 山形県 若者相談支援拠点（NPO法人With優） 米沢市赤芝町字川添1884 0238-33-9137
山形県 山形県 若者相談支援拠点（NPO法人から・ころセンター） 米沢市東2-8-116 0238-21-6436

山形県 山形県 若者相談支援拠点
（NPO法人一歩、自立支援センターふきのとう【共同事業者】） 鶴岡市陽光町18-24 0235-24-1819

山形県 高畠町 高畠町若者総合相談センター 山形県東置賜郡高畠町大字高畠436 0238-52-2864

栃木県 栃木県 栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター（愛称：ポラリス☆と
ちぎ） 宇都宮市下戸祭2-3-3 028-643-3422(相談)

栃木県 宇都宮市 青少年自立支援センター 宇都宮市中央1-1-13 028-635-5834
埼玉県 上尾市 上尾市子ども・若者相談センター(子ども家庭総合支援センター） 上尾市本町3-1-1 048-783-4964

千葉県 千葉県 千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」 千葉市中央区都町2-1-12千葉県都町
合同庁舎4階 043-420-8066

千葉県 市原市 子ども・若者総合相談窓口 市原市八幡海岸通1969-44 市原市青
少年指導ｾﾝﾀｰ内 0436-42-7001

千葉県 千葉市 千葉市子ども・若者総合相談センターLink 千葉県千葉市美浜区高浜2-1-16
千葉市こころの健康ｾﾝﾀｰ内 050-3775-7007

千葉県 南房総市 南房総市教育相談センター 南房総市岩糸2489
(教育委員会事務局内) 0470-46-2966

東京都 東京都 東京都若者総合相談センター（愛称：若ナビα） 非公開 03-3267-0808

東京都 品川区 子ども若者応援フリースペース 品川区西品川1-16-2ﾌｧﾐｰﾕ西品川子ど
も未来部分室 03-6421-5471

東京都 世田谷区 世田谷区子ども・若者総合相談センター 
 愛称：メルクマールせたがや 世田谷区太子堂4-3-1STKﾊｲﾂ5階 03-3414-7867

東京都 豊島区 アシスとしま（子ども若者総合相談） 豊島区南池袋  2-45-1 (03)-4566-2476

東京都 葛飾区 若者総合窓口 葛飾区立石5-13-1
(葛飾区役所)

03-6823-1848(予約専用電話)
03-5654-8578(子ども応援課)

東京都 八王子市 八王子市若者総合相談センター 東京都八王子市東町3-10
山善ﾋﾞﾙ3･4階 042-649-5660

東京都 府中市 府中市青年総合相談 なし
(電話相談またはﾒｰﾙ相談のみ)

090-5408-2667(電話相談)
042-335-4427(児童青少年課)

東京都 調布市 調布市子ども・若者総合支援事業「ここあ」 東京都調布市小島町2-47-1
総合福祉ｾﾝﾀｰ5階 042-452-8816

神奈川県 神奈川県 かながわ子ども・若者総合センター（ひきこもり地域支援センター） 横浜市西区紅葉ｹ丘9-1 045-242-8201(相談専用)

新潟県 新潟市 新潟市若者支援センター「オール」 新潟県新潟市中央区東万代町9-1 
新潟市万代市民会館4階･5階 025-247-6781

新潟県 三条市 子どもの育ちサポートセンター 三条市新堀1311 0256-45-1114
新潟県 佐渡市 佐渡市子ども若者相談センター 佐渡市金井新保乙1107-1 0259-58-8077
新潟県 阿賀野市 阿賀野市子育て世代包括支援センター 阿賀野市岡山町10番15号 0250-25-7197

富山県 富山県 富山県子ども・若者総合相談センター 富山県富山市舟橋北町4番19号 
富山県森林水産会館1階 076-411-9003

福井県 若狭町 子ども・若者サポートセンター 若狭町大鳥羽27-13-4 0770-64-1788

岐阜県 岐阜県 岐阜県青少年SOSセンター 岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館 0120-247-505

岐阜県 岐阜市 岐阜市子ども・若者総合支援センター「エールぎふ」 岐阜市明徳町11 058-269-1321
静岡県 静岡市 静岡市子ども未来局青少年育成課子ども若者相談センター 静岡市葵区追手町5番1号 054-221-1314

※子ども・若者総合相談センターは、あくまで「子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他必要な情報の提供及び助言を
行う拠点」であり、必ずしも子ども・若者に関する全ての問題について解決する機能を単独で有しているわけではありません。

子ども・若者総合相談センター所在地一覧（令和４年１月１日現在）
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静岡県 富士宮市 富士宮市青少年相談センター
（子ども・若者相談窓口）

富士宮市矢立町693
富士宮市医師会館内 0544-22-1252

静岡県 富士市 富士市若者相談窓口   ココ☆カラ 富士市八代町1番1号 0545-55-0562

静岡県 磐田市 磐田市こども・若者相談センター 磐田市国府台57番地7
磐田市総合健康福祉会館(iﾌﾟﾗｻﾞ)3階 0538-37-2018

愛知県 名古屋市 名古屋市子ども・若者総合相談センター

①本部
名古屋市東区泉一丁目1番4号
名古屋教育館8階
②金山ﾌﾞﾗﾝﾁ(支部)
名古屋市中区正木四丁目9番1号
笹とみﾋﾞﾙ2階･3階

(相談窓口)
052-961-2544(本部)

愛知県 一宮市 一宮市青少年センター子ども・若者総合相談窓口 一宮市木曽川町内割田一の通り27番地 0586-84-0003

愛知県 春日井市 春日井市子ども・若者総合相談 春日井市鳥居松町5丁目44番地(春日
井市役所青少年子ども部子ども政策課 0568-82-7830

愛知県 豊川市 豊川市少年愛護センター相談窓口 豊川市諏訪3丁目300番地
(ﾌﾟﾘｵ5階･子育て支援ｾﾝﾀｰ内) 0533-84-5756(直通)

愛知県 刈谷市 刈谷市子ども・若者総合相談窓口 愛知県刈谷市大手町1丁目51番地
(子ども相談ｾﾝﾀｰ内)

0566-95-0105(予約専用)
0566-62-1036(生涯学習課)

愛知県 豊田市 豊田市若者サポートステーション 豊田市小坂本町1-25
(豊田産業文化ｾﾝﾀｰ1F) 0565-33-1533

愛知県 安城市 安城市青少年愛護センター若者相談窓口 安城市新田町池田上1 0566-76-3432
(予約:090-5002-5229)

愛知県 蒲郡市 蒲郡市子ども・若者相談窓口 蒲郡市港町17-17(生命の海科学館内) 0533-95-3100
愛知県 大府市 大府市ひきこもり専門相談 大府市江端町6丁目13番地の1 0562-45-6219
愛知県 北名古屋市 北名古屋市子ども・若者総合相談窓口 北名古屋市能田引免地35 0568-22-1111 (内線5422)
愛知県 あま市 あま市子ども・若者相談窓口 あま市甚目寺二伴田65番地 052-444-1621

愛知県 大治町 大治町子ども・若者相談窓口 海部郡大治町大字馬島字大門西1番地
の1

090-3904-6145

愛知県 豊橋市 豊橋市こども若者総合相談支援センター　「ココエール」 豊橋市松葉町3丁目1 0532-51-2855

愛知県 岡崎市 岡崎市若者サポートセンター 岡崎市十王町二丁目9番地 0564-23-6655 (担当課)
0564-64-6665 (相談窓口)

愛知県 瀬戸市 瀬戸市子ども・若者センター 瀬戸市栄町45 ﾊﾟﾙﾃｨせと3階 0561-88-2636
0561-82-2900

愛知県 西尾市 西尾市子ども・若者総合相談センター「コンパス」 西尾市錦城町162番地14 0563-65-5200
愛知県 知多市 知多市若者支援センター 知多市八幡字堀切91-1 0562-36-2960
愛知県 田原市 田原市子ども・若者総合相談窓口 田原市野田町籠田3番地 0531-36-6453

滋賀県 米原市 米原市
若者自立ルーム「あおぞら」

滋賀県米原市一色444 
米原市人権総合ｾﾝﾀｰ1階

0749-54-5000

滋賀県 彦根市 彦根市
子ども・若者総合相談センター

彦根市平田町670番地
彦根市福祉ｾﾝﾀｰ3階

0749-47-3001

滋賀県 大津市 大津市
子ども・若者総合相談窓口

大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津
5F  (大津市社会福祉協議会内)

相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ
077-526-5316

滋賀県 滋賀県 滋賀県子ども・若者総合相談窓口 滋賀県草津市笠山8丁目4-25 077-567-5058

滋賀県 高島市 高島市
子ども・若者総合相談窓口

滋賀県高島市
新旭町北畑565

0740-25-8556 (事務連絡用) 
0740-25-8555 (相談専用)

京都府 京都市 子ども・若者総合相談窓口 京都市中京区東洞院通六角下ﾙ御射山
町262

075-708-5440

大阪府 堺市 子ども・若者総合相談センター 堺市北区百舌鳥赤畑町1-3-1
堺市三国ヶ丘庁舎5階

072-248-2518

大阪府 枚方市 ひきこもり等子ども・若者相談支援センター 枚方市岡東町12-3-410 050-7102-3228

大阪府 吹田市 吹田市子ども・若者総合相談センター 吹田市山田西4-2-43 06-6816-8531(事務用)
06-6816-8534(相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ)

大阪府 豊中市 豊中市若者支援総合相談センター 豊中市服部西町4-13-1　
青少年交流文化館　いぶき３F 06-6866-3032

大阪府 茨木市

①茨木市ユースプラザEAST
②茨木市ユースプラザWEST
③茨木市ユースプラザSOUTH
④茨木市ユースプラザNORTH
⑤茨木市ユースプラザCENTER

①茨木市総持寺2-5-36
②茨木市豊川5-10-28
③茨木市沢良宜浜3-11-13
④茨木市南安威2
⑤茨木市元町4-7/茨木市上中条2-11-
22

①072-628-6993
②080-9607-5051
　または　080-4973-3681
③072-655-3761
　または　080-6385-0049
④072-655-1821
⑤080-1521-4624

兵庫県 兵庫県 ひょうごユースケアネット推進会議ほっとらいん相談 神戸市内(電話相談のため非公開) 078-977-7555

兵庫県 丹波篠山
市 ゆめハウス 丹波篠山市宮田240 079-590-8111

兵庫県 芦屋市 若者相談センター「アサガオ」 芦屋市川西町15-3 芦屋市立体育館･
青少年ｾﾝﾀｰ内 3階 0797-22-5115

兵庫県 川西市 川西市子ども・若者総合相談センター 川西市火打1-12-16  ｷｾﾗ川西ﾌﾟﾗｻﾞ福
祉棟3階   こども･若者ｽﾃｰｼｮﾝ 072-758-5044

兵庫県 丹波市 丹波市子ども・若者サポートセンター 丹波市氷上町香良42 0795-88-5070
奈良県 奈良市 若者サポートセンター 「Restartなら」 奈良市二条大路南一丁目1番1号 0742-34-4777
奈良県 天理市 子ども・若者総合相談窓口「夢てんり」 天理市勾田町174番地 0743-62-4222
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奈良県 生駒市 生駒市子ども・若者総合相談窓口「ユースネットいこま」 生駒市北新町12-32 教育支援施設2階 0743-74-7100
奈良県 香芝市 香芝市子ども・若者支援総合窓口 奈良県香芝市逢󠄀󠄀坂1丁目374番地1 0745-76-7107
奈良県 葛城市 こども・若者サポートセンター 葛城市竹内256番地39 0745-48-8639

和歌山県 和歌山県 若者サポートステーションＷｉｔｈ　Ｙｏｕ　わかやま 和歌山市本町1-22 Wajima本町ﾋﾞﾙ4
階

073-428-0874

和歌山県 和歌山県 若者サポートステーションＷｉｔｈ　Ｙｏｕ　きのかわ 橋本市市脇1-1-6 0736-32-0874
和歌山県 和歌山県 若者サポートステーションＷｉｔｈ　Ｙｏｕ　南紀 田辺市高雄1-23-1 0739-24-0874

島根県 松江市 松江市青少年支援センター 松江市白潟本町43番地 市民活動ｾﾝﾀｰ
6階

0852-25-2583

島根県 浜田市 浜田市青少年サポートセンター 浜田市殿町22 0855-25-0985
島根県 出雲市 出雲市子ども・若者支援センター 出雲市今市町北本町1-7 0120-84-7867
島根県 益田市 益田市子ども・若者支援センター 益田市赤城町8-1 0856-24-1500
島根県 飯南町 飯南町子ども若者相談窓口 飯石郡飯南町頓原2064 0854-72-1773
島根県 雲南市 雲南市子ども家庭支援センター「すワン」 雲南市木次町里方521-1 0854-40-1067
島根県 大田市 大田市子ども・若者総合相談窓口 大田市大田町大田ﾛ1111 0854-83-8147
島根県 大田市 ほっとスペースゆきみーる 大田市大田町大田ｲ376-1 0854-83-7373
島根県 江津市 江津市子ども・若者総合相談窓口 江津市江津町954-59 0855-52-7741
島根県 安来市 安来市子ども若者総合相談窓口 安来市広瀬町広瀬1930-1 0854-23-3248
岡山県 岡山県 岡山県青少年総合相談センター 岡山市北区南方2-13-1 086-224-7110
岡山県 玉野市 玉野市教育サポートセンター 玉野市玉原三丁目17-2 0863-33-5115

岡山県 勝央町 勝央町子ども若者サポートネット「ぽっと勝央」 勝田郡勝央町勝間田200-1勝央町公民
館内

0868-38-1753

山口県 萩市 萩市子ども・若者総合サポート会議 萩市大字江向495番地4 0838-26-5636

徳島県 徳島県 徳島県子ども・若者総合相談センター 徳島県徳島市山城町東浜傍示1-1 
ｱｽﾃｨとくしま2階 088-625-6166

徳島県 松茂町
北島町 松茂・北島子ども・若者総合相談センター 板野郡北島町中村字上地23-1 088-698-3440

徳島県 上板町 上板町子ども･若者相談支援センター「あい」 上板町鍛冶屋原字妙楽寺1番地8 088-637-6006

愛媛県 四国中央
市

四国中央市子ども若者発達支援センター「Palette」 四国中央市下柏町749番地2 0896-28-6266

福岡県 福岡県 福岡県若者自立相談窓口 福岡県大野城市白木原3丁目5-25 092-710-0544

福岡県 北九州市 北九州市子ども・若者応援センター「YELL(エール)」 福岡県北九州市戸畑区汐井町1-6
ｳｪﾙとばた2階

093-882-0188

佐賀県 佐賀県 佐賀県子ども・若者総合相談センター 佐賀市白山2-2-7 KITAJIMAﾋﾞﾙ1階 0952-97-8246

長崎県 長崎県 長崎県子ども・若者総合相談センター「ゆめおす」 長崎県長崎市馬町48-1 長崎県市町村
会館馬町別館2階

095-824-6325

熊本県 熊本県 熊本県子ども・若者総合相談センター～COCON（ここん）～ 熊本県熊本市東区月出3丁目1-120 096-387-7000

熊本県 熊本市 子ども・若者総合相談センター 熊本市中央区大江5丁目1番1号 096-361-2525(相談専用)
096-366-2525(事務連絡用)

大分県 大分県 おおいた子ども・若者総合相談センター 大分市中央町1-2-3 KNTﾋﾞﾙ 097-534-4650
宮崎県 宮崎県 宮崎県子ども若者総合相談センター「わかば」 宮崎市宮田町13-16 0985-41-7830

鹿児島県 鹿児島県 かごしま子ども・若者総合相談センター 鹿児島市鴨池新町1番8号 099-257-8230
鹿児島県 奄美市 ＮＰＯ法人奄美青少年支援センター「ゆずり葉の郷」 奄美市名瀬長浜町23番25号 0997-56-8202

沖縄県 沖縄県 子ども若者みらい相談プラザsorae

①沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1
②沖縄県名護市城2-12-3渡具知ﾍﾟｲﾝﾄ
ﾋﾞﾙ102号(地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝなご
内)

①098-943-5335
②0980-43-8300

沖縄県 石垣市 石垣市子ども若者総合相談窓口 石垣市大川14番地 0980-82-1030
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