子ども・若者総合相談センター所在地一覧
平成31年3月31日
都道府県

設置主体

名称

住所

電話番号

札幌市

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）

北海道札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル１号館６階

011-211-2946

北海道

札幌市

札幌市若者支援総合センター（若者）

北海道札幌市中央区南１条東２丁目大通バスセンタービル２号館１、２階

011-223-4421

石狩市

相談室セジュール・まるしぇ

北海道石狩市花川北３条３丁目１

0133-77-5763

岩手県

子ども・若者総合相談センター（青少年なやみ相談室）

岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ6階

019-606-1722

岩手県

子ども・若者総合相談センター（岩手県ひきこもり支援センター）

岩手県盛岡市本町通3-19-1

019-629-9617

宮城県

石巻圏域子ども・若者総合相談センター

宮城県石巻市穀町１-24 駅前ヤマダビル２階

0225-25-5820

大仙市

大仙市子ども・若者総合相談センター「びおら」

秋田県大仙市大曲丸の内町１番11-２号

0187-66-1106

岩手県

宮城県

秋田県

福島県

大仙市

大仙市子ども・若者総合相談センター「ふらっと」

秋田県大仙市大曲須和町１-６-46

0187-62-5150

三種町

三種町子ども・若者総合相談センター

秋田県山本郡三種町森岳字石倉沢１-２

0185-72-4133

福島県

福島県青少年総合相談センター

福島県福島市黒岩字田部屋53-５

024-546-0006

栃木県

栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポラリス☆とちぎ」

栃木県宇都宮市下戸祭２-３-３

028-643-3422（相談）

宇都宮市青少年自立支援センター「ふらっぷ」

栃木県宇都宮市中央1-1-13

028-635-5834

上尾市子ども・若者相談センター

埼玉県上尾市本町３-１-１

048-783-4964

栃木県
宇都宮市
埼玉県

上尾市
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」

千葉県千葉市中央区都町2-1-12千葉県都町合同庁舎4階

043-420-8066

千葉県

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
0436-42-7001

東京都

市原市

子ども・若者総合相談窓口

千葉県市原市八幡海岸通1969-44 市原市青少年指導センター内

東京都

東京都若者総合相談センター若ナビα

非公開

03-3267-0808

世田谷区

世田谷区子ども・若者総合相談センター

東京都世田谷区池尻2-4-5

03-3414-7867

豊島区

アシスとしま（子ども若者総合相談）

東京都豊島区南池袋２−４５−１

03-4566-2476

府中市

府中市子ども・若者総合相談

東京都府中市寿町1-5 府中駅北第２庁舎５階相談室

042-360-7041
（面接予約受付：042-335-4427）

調布市
神奈川県

新潟県

神奈川県

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

かながわ子ども・若者総合相談センター（ひきこもり地域支援センター）

神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘9-1

045-242-8201（相談専用）

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

三条市

子どもの育ちサポートセンター

新潟県三条市新堀1311

0256-45-1114

村上市
阿賀野市

村上市青少年健全育成センター

新潟県村上市田端町４番１号

0254-53-5122

阿賀野市子育て世代包括支援センター

新潟県阿賀野市岡山町10番15号

0250-25-7197

佐渡市

佐渡市子ども若者相談センター

新潟県佐渡市金井新保乙1107-１

0259-58-8077

福井県

若狭町

子ども・若者サポートセンター

福井県若狭町大鳥羽27-13-4

0770-64-1788

山梨県

笛吹市

ふえふき教育相談室

山梨県笛吹市石和町市部809-1

0120-57-7830

岐阜県

岐阜県青少年SOSセンター

岐阜県岐阜市薮田南５-14-53 OKBふれあい会館

0120-247-505

岐阜県
岐阜市
富士宮市

岐阜市子ども・若者総合支援センター

岐阜県岐阜市明徳町11

058-269-1321

青少年相談センター（子ども・若者相談窓口）

静岡県富士宮市矢立町693 富士宮市医師会館内

0544-22-1252

静岡県
富士市
名古屋市

富士市若者相談窓口 ココ☆カラ

静岡県富士市八代町１番１号

0545-55-0562

名古屋市子ども・若者総合相談センター

愛知県名古屋市中区錦三丁目16-6 名古屋市教育館５階

052-961-2544

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」

愛知県豊橋市松葉町３丁目１

0532-51-2855

一宮市

一宮市青少年センター子ども・若者総合相談窓口

愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り27番地

0586-84-0003

春日井市子ども・若者総合相談

愛知県春日井市鳥居松町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内

0568-82-7830

豊川市

豊川市少年愛護センター相談窓口

愛知県豊川市諏訪３丁目300番地(プリオ５階・子育て支援センター内)

0533-84-5756(直通)

豊田市

豊田市若者サポートステーション

愛知県豊田市小坂本町１-25（豊田産業文化センター１F）

0565-33-1533

安城市

安城市青少年愛護センター若者相談窓口

愛知県安城市新田町池田上１

0566-76-3432

春日井市

愛知県

蒲郡市

蒲郡市子ども・若者相談窓口

愛知県蒲郡市港町17-17 生命の海科学館内

0533-95-3100

大府市

大府市子ども・若者支援相談

愛知県大府市江端町６丁目13番地の１

0562-48-1805

知多市

知多市若者支援センター

愛知県知多市八幡字堀切91-１

0562-36-2960

田原市

田原市子ども・若者総合相談窓口

愛知県田原市田原町南番場30番地１

0531-27-8602

北名古屋市
滋賀県

滋賀県

北名古屋市子ども・若者総合相談窓口

愛知県北名古屋市能田引免地35

0568-22-1111（内線5422）

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

大津市

大津市子ども・若者総合相談窓口

滋賀県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

077-526-5316 (相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ）

彦根市

彦根市子ども・若者総合相談センター

滋賀県彦根市平田町670番地

0749-47-3001

高島市

高島市子ども・若者総合相談窓口

滋賀県高島市安曇川町田中455番地

0740-32-3828（事務連絡用）
0740-32-3824（相談専用）

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

0749-54-5000

京都市

子ども・若者総合相談窓口

京都府京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262

075-708-5440

京都市

子ども・若者総合相談窓口

京都府京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-３

075-213-5657

京都府

子ども・若者総合相談センター

大阪府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

豊中市

若者支援総合相談窓口

大阪府豊中市服部西町4-13-1

06-6866-3032

吹田市

吹田市子ども・若者総合相談センター ぷらっとるーむ吹田

大阪府吹田市山田西4-2-43

枚方市

子ども総合相談センター(ひきこもり等子ども・若者相談支援センター）

大阪府枚方市岡東町12-3-410

堺市

大阪府

06-6816-8531(子ども・若者総合相談
センター)
06-6816-8534(相談専用)
050-7102-3228（問い合わせ）
072-843-2255（相談専用）

都道府県

設置主体

名称

住所

電話番号

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

兵庫県神戸市内（電話相談のため非公開）

078-977-7555

芦屋市

若者相談センター「アサガオ」

兵庫県芦屋市川西町15-３

0797-22-5115

兵庫県

奈良県

川西市

こども・若者ステーション

兵庫県川西市火打1-12-16キセラ川西プラザ福祉棟3階

072-740-1248

丹波市

丹波市子ども・若者サポートセンター（社会的中間居場所）

兵庫県丹波市柏原町柏原1057-１

0795-88-5070

天理市

子ども・若者総合相談窓口「夢てんり」

奈良県天理市勾田町174番地

0743-62-4222

生駒市

子ども・若者総合相談窓口「ユースネットいこま」

奈良県生駒市北新町12-32教育支援施設

0743-74-7100

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
(香芝市社会福祉協議会）

葛城市
和歌山県
和歌山県

島根県

岡山県

山口県

こども・若者サポートセンター

奈良県葛城市竹内256番地39

0745-48-8639

若者サポートステーションWith You わかやま

和歌山県和歌山市本町2-40

073-428-0874

和歌山県

若者サポートステーションWith You きのかわ

和歌山県橋本市市脇1-1-6

0736-32-0874

和歌山県

若者サポートステーションWith You 南紀

和歌山県田辺市高雄1-23-1

0739-24-0874

松江市

松江市青少年支援センター

島根県松江市白潟本町４３番地 市民活動センター6階

0852-20-2851

浜田市

浜田市青少年サポートセンター

島根県浜田市殿町22

0855-25-0985

出雲市

出雲市子ども・若者支援センター

島根県出雲市今市町北本町１-７

0853-21-4444

益田市

益田市子ども・若者支援センター

島根県益田市赤城町８-１

0856-24-1500

大田市

大田市子ども・若者総合相談窓口

島根県大田市大田町大田口1111

0854-83-8147

大田市

ほっとスペースゆきみーる

島根県大田市大田町大田イ376-1

0854-83-7373

安来市

安来子ども若者相談窓口

島根県安来市広瀬町広瀬1930-１

0854-23-3211

雲南市

雲南市子ども家庭支援センター

島根県雲南市木次町里方521−1

0854-40-1067

飯南町

飯南町子ども ・ 若者相談窓口

島根県飯石郡飯南町頓原2064

0854-72-1773

岡山県

岡山県青少年総合相談センター

岡山県岡山市北区南方2-13-1

086-224-7110

津山市

津山市青少年育成センター

岡山県津山市山北520

0868-32-2120

玉野市

玉野市子ども若者総合相談センター

岡山県玉野市玉原三丁目17-２

0863-33-5115

勝央町

勝央町子ども若者サポートネット「ぽっと勝央」

岡山県勝田郡勝央町勝間田200-１ 勝央町公民館内

0868-38-1753

萩市

萩市子ども・若者総合サポート会議

山口県萩市大字江向495番地４

0838-26-5636

徳島県板野郡松茂町広島字東裏30

088-699-3441

上板町子ども･若者相談支援センター「あい」

徳島県板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺１番地８

088-637-6006

四国中央市子ども若者総合相談センター

愛媛県四国中央市下柏町749番地２

0896-28-6266

福岡県若者自立相談窓口

福岡県大野城市雑餉隈町4-2-16石橋ビル201号

092-710-0544

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
0952-97-8246

松茂町・北島町 松茂・北島子ども・若者総合相談センター「wish」
徳島県
上板町
愛媛県

四国中央市
福岡県

福岡県
北九州市
佐賀県

佐賀県

佐賀県子ども・若者総合相談センター

佐賀県佐賀市白山２-２-７ KITAJIMAビル１階

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」

長崎県長崎市桜町４-１ 長崎商工会館９階

095-824-6325

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

熊本県熊本市中央区大江5丁目1番1号

096-361-2525

大分県

青少年自立支援センター

大分県大分市中央町１-２-３ ＫＮＴビル

097-534-4650

臼杵市

臼杵市子ども・子育て総合支援センター（ちあぽーと）

大分県臼杵市大字臼杵72番50

0972-86-2716

宮崎県

宮崎県子ども若者総合相談センター「わかば」

宮崎県宮崎市宮田町13-16

0985-41-7830

かごしま子ども・若者総合相談センター

鹿児島県鹿児島市鴨池新町１番８号

099-257-8230

大分県

宮崎県

鹿児島県
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」

鹿児島県奄美市名瀬長浜町23番25号

0997-56-8202

沖縄県

子ども若者みらい相談プラザｓorae

沖縄県那覇市首里石嶺町４-373-１

098-943-5335

石垣市

石垣市子ども若者総合相談窓口

沖縄県石垣市大川14番地

0980-82-1030

沖縄県

