４．民間支援団体

ここに掲載している民間団体は、県内で「ひきこもり」・「不登校」・
「若者の就労関係」に関する相談・支援等を行っている団体のうち、
当協議会構成機関や市町村から連携した取り組みを行っていると報
告があった団体に調査票を送付し、本冊子の趣旨を御理解いただき、
期日までに原稿を提出してくださった団体です。（すべての支援団体
を網羅しているものではありません。）
また、掲載された情報につきましては、各団体に直接お問い合わせ
いただきますようお願いいたします。
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民間掲載団体一覧
【凡例】（特非）：特定非営利活動法人

（株）：株式会社
ペ
ジ

△：実施することもある

（※）：当協議会構成団体

活動内容

ー

団体名
（五十音順）

○：実施している

居場所 居場所

親の会 相談

フリー
フリー
スペース スクール

学校
復帰
支援

社会
復帰
支援

いっぽの家

125

△

○

○

（社会教育関係団体）M.Tねっとわーく

125

○

○

○

（社会教育関係団体）
家族・子育て相談室「ゆずり葉」

126

○

○

○

（特非）キャリアデザイン研究所

126

○

○

○

（認定特非）教育支援三アイの会

127

△

○

○

（特非）KHJ千葉県なの花会

127

○

○

私の居場所 自由空間
（（特非）こころの相談室いちはら）

128

○

子どもの問題を考える会千葉

128

○

△

（特非）セカンドスペース

129

○

○

東京シューレ流山 （（特非）東京シューレ）

129

△

○

（特非）ニュースタート事務局

130

△

○

フリースクール ネモ
（（特非）ネモちば不登校・ひきこもりネットワーク）

130

△

○

（特非）ひきこもりコア・クライシス

131

○

○

（株）ヒューマン・タッチ

131

△

○

○

○

不登校親子応援ねっと

132

○

○

△

不登校・ひきこもりの親の会 よっといで！

132

○

○

不登校問題を考える東葛の会「ひだまり」

133

○

○

○

○

○

（特非）フリースクール ゆうび小さな学園

133

○

○

○

○

○

フリースペースPIECE

134

○

○

○

○

（特非）ユース・サポート・センター・友懇塾

134

△

（特非）ユニバーサル就労ネットワークちば

135

〇

（特非）ワーカーズコレクティブ風車

135

（特非）ワーカーズコープ （成田地域福祉事業所）

136

○

その他

備考

○

カフェ、交流会

○

○

○

家庭内
傾聴講座

○

○

○

心理学講座・オンライン
相談会・居場所など

△

○

○

○

○

△

△

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

△

○

○

○

○

○

中高生の居場所
（※）

○

親の学習会・グループカ
ウンセリング（※）

○

（※）

○

訪問支援・共同生活
（※）

○

（※）

○

交流会
セミナー開催

○

情報誌発行

○

〇

訪問支援、就労支援
（※）

〇

○

就労支援

○

△

○

○

○

○

講演会、ニュースレター、
文化活動

○

○

○

○

（※）
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（年齢）小学生～概ね30代。それ以上でも相談可。

いっぽの家
住所：柏市旭町2-1-3 野口荘１階

連 電話：090-6505-2514
絡 電話受付時間：月～土 9:00～18:00
先 Eメール：ibasyo123@gmail.com

対象者

（地域）問わない

利用料 無料
2名

スタッフ 社会福祉士、精神保健福祉士、その他、ボランティア随時

協力 柏市社会福祉協議会
連携機関 柏市地域生活支援センターあいネット
ホームページ： 有
設立 様々な事情により家庭以外の支援や居場所が必要な子どもや若者が、家庭・学校・職場以外の第３の場所として過ごせる
趣旨 居場所や相談、情報提供をします。
◆相談
電話またはメールでも受け付けています。見学や面談は利用日以外で別途日時を調整します。
居場所、いっぽカフェの利用も電話・メールにて受け付けています。
◆居場所（ほっとルーム）
開催日：月・金（利用時間は相談の上柔軟に対応）
★ 利用希望に応じて臨時対応や変更になる場合があります。

活
◆いっぽカフェ
動 開催日：第２土曜日14：00～15：30
内
容
◆おしゃべり会（うつ病当事者と家族の会）
外に出る機会と、同じ悩みを持つ方同士が気兼ねなくおしゃべりや情報交換をする場です。
開催日：第３火曜日13：00-15：00 家族の集まり 15：00-17：00 当事者の集まり 参加費５００円

（社会教育関係団体）
M.Tねっとわーく

（年齢）3歳～39歳

対象者

（地域）印西市、我孫子市、成田市、浦安市、香取市、東京

住所：印西市滝野
電話：080-6897-0220
電話受付時間：

利用料 月会費 なし
スタッフ 会員 13名

ホームページ： 有

・成田ぴあぴあ倶楽部 ・アトリエモモ ・ICHI-JOの会
・NPO法人イリス ・不登校問題を考える東葛の会「ひだまり」
協力 ・ニコルーム ・発達障害ママの会
・青空の会
連携機関 ・みんなの認知症予防ネット ・暮らしサポート成田

連
絡 Eメール：hereandnowm@yahoo.co.jp
先

入会金

なし
参加費 500円～1500円

設立
家族の中で本音を語れる大切さを伝える「家庭内傾聴」
趣旨
2008年8月設立
千葉県内を中心に活動（参加人数 ４名～３０名）
印西市、成田市、我孫子市、浦安市、香取市で子どもの心の声を聴く「家庭内傾聴」の講座を開催
不登校やひきこもりの子どもを持つ親の方を対象に「聴く事」の大切さを伝えています。
親は子どもの言葉や行動など目で見えるもの、耳で聞こえるものに振り回されがちで、一番大切なその子の気持ちを聴く事
を忘れてしまい、ますます子どもは心を閉ざしてしまいます。
M.Tねっとわーくでは、人の話を聴く技術である「傾聴」を家庭の中で実践していただく活動をしています。

活 https://kateinai-keicho.com/
動
内 ◆発達障害親の会＆勉強会
第三水曜日 １０：００～１２：００
容
◆不登校ひきこもり家族会
奇数月第三木曜日開催 １０：３０～１４：３０
◆家庭内傾聴講座
第一月曜日 １０：００～１２：００
第四土曜日 １３：００～１５：００
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（社会教育関係団体）
家族・子育て相談室「ゆずり葉」
住所：279-0022 浦安市今川４－８－２７

連 電話：047-380-5582
絡
先 電話受付時間：月～土 9:00～18:00
Eメール：hgotoh@zam.att.ne.jp
ホームページ： 有

対象者

（年齢）おおむね小学生～高校生とその親、関わる支援者
（地域）問わない
親の会：入会金なし 月会費なし、お話カフェ：4時間300円、オトナの居

利用料 場所：4時間100円、子どもの居場所：60分800円、カウンセリング30分
3,000円より

臨床心理士1名、公認心理師1名、日本心理学会認定心理士3

スタッフ 名、（スクールカウンセラー、教育カウンセラー、元教員を含む）
協力 学校、地域若者サポートステーション、病院、企業、
連携機関 不登校やひきこもりNPO団体、行政機関など

設立
不登校の子どもや保護者、支援者に、カウンセリング、親の会、居場所を提供することにより、サポート全般を行う。
趣旨
◆カウンセリング・教育相談・・心理士による統合療法での問題解決型カウンセリング
月～土 10:00～17:00 面接、電話、オンライン 場所：浦安市今川、新浦安駅周辺公共施設
◆オンライン相談会・・月1回開催、一人30分、無料
◆親の会☆Wish・・不登校などの子を持つ保護者、会員約90名（2020年8月現在）
◆お話カフェ・・隔月で会員・非会員２０名程度が集まり、体験談を聞いたり情報交換や進路について学んだりする。浦安市
内公民館など。

活
動 ◆オトナの居場所☆Wish・・①月１～２回会員が自由に集まり語る会。毎回５～６名参加。 浦安市市民活動センターなど。
②月に1回オンラインでつながる会（うぃっしゅオンライン）
内
容 ◆子どもの居場所☆Wish・・不定期開催。
◆「子育てに役立つ心理学」「不登校の対応や進学・進路」「個別・グループ相談」などの講座をゆずり葉代表の千葉県教育
相談研修等講師が開催
＊新型コロナの感染予防対策を実施しながら適宜対応しています。

（年齢）15～49歳の若者、及び保護者 一般層
（地域）主として東葛地区 および近隣県や周辺都市部
入会金 10,000円
利用料 年会費 10,000円
住所：柏市柏３－１－９（丹羽ビル）
会員数 80名（2020年6月現在）
キャリアコンサルタント 産業カウンセラー 臨床心理士
連 電話：04-7162-7771
スタッフ 精神保健福祉士 社会保険労務士 ファイナンシャルプラン
絡 電話受付時間：9:00～17:00（月～金）
ナーなど多岐に亘る
先
Eメール：Npo-cdi@wit.ocn.ne.jp
協力 学校、地域若者サポートステーション、企業、障害者支援機関、
連携機関 ハローワーク、自治体
ホームページ： 有
働きたくても働けない、一歩踏み出せないでいる若者に対して、産業界で活躍した経験者・現役のキャリアコンサルタント、
設立
産業カウンセラーがカウンセリングを通じて自己理解・就業支援などを行う。
趣旨
併せて、引きこもりの保護者支援をも行う目的で設立。
◆厚生労働省認定・就業を目指す若者（15～49歳）を支援し、より多くの若者の就業を実現
・かしわ地域若者サポートステーションの運営
・まつど地域若者サポートステーションの運営

認定特定非営利活動法人
キャリアデザイン研究所

対象者

◆ニート・ひきこもり親セミナーの定期開催（過去13回実施）
及びひきこもり親の互助会「さなぎの会」運営（毎月第3日曜）

活 ◆高校生～大学生～一般向け 就職個別相談 講座 セミナーの実施 （適時）
動
ビジネススキル（マナー リーダーシップ 課題解決 コーチング クレーム対策 etc)研修の実施及び講師
内 ◆社会人対象
派遣
容
◆ストレスチェックの実施に関する講演、研修、カウンセラーの派遣 等の実
◆中高生の居場所（新京成 元山駅ビル内＝松戸市委託事業）
運営 平日（月・金＝１５：００～２０：００ 土日・休日１３：００～２０：００）開所
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特定非営利活動法人教育支援三アイの会
連
絡
先

対象者

（年齢）小学生～30歳まで
（地域）千葉県東葛地区

住所：柏市柏３－６－１４増谷第一ビル４階４０２ 利用料 利用料はなし
会員となれば入会金1,000円 年会費3,000円
電話：04-7162-2130
電話受付時間：10:00～16:00
スタッフ 教職経験 19名 心理士 6名 ボランティア 21名
Eメール：
協力 学校 サポート校
連携機関
ホームページ： 有

学校や家庭において目的を失い内面的苦痛を持っている児童・生徒並びに青年に対して精神的立ち直りを図れるよう教育
設立
環境を中心に援助、支援を図ります。また、子育てに悩む親に対する相談活動も行います。また、教育実践で悩む教職員
趣旨
への教育支援活動も行います。

活
動
内
容

◆教育電話相談
開設日 月～土（10:00～16:00） 但し土曜日は12:00まで
◆夢未来塾
土曜日（10:00～12:00） 不登校、ひきこもりで悩んでいる生徒・学生への学習指導と生活指導、親への対応
◆講座支援
地区の方々の諸講座を開設し活動することを支援しています。
居場所・宣伝・事務処理のお手伝いをします。
◆講座の開催
日本語教室
毎週水曜日10：00～12：00
場所：教育支援三アイの会
市民のための教育講座
２か月に１回、年６回開催
◆会報の発行
年間４回「三愛」を発行し、本会の活動について、会員地域の行政に送っています。

特定非営利活動法人KHJ千葉県なの花会
住所：千葉市中央区椿森１－２－２
志村壮２０１
電話：070-2191-4888

連
絡 電話受付時間：9:00～18:00
先

Eメール：nanohanakai2003@yahoo.co.jp
ホームページ： 有 http:www.khjchiba.org/

対象者

（年齢）特になし。家族・本人
（地域）主に千葉県内であるが特になし
入会金

1,000円

利用料 参加費：下記のとおり
認定心理士 2名 精神保健福祉士 1名

スタッフ 社会福祉士 1名 ひきこもり支援相談士 4名

ピアサポーター 5名 家族ボランティア 8名
地域若者サポートステーション、病院、
協力 ひきこもり地域支援センター、就労移行支援機関、
連携機関 若者自立仕事センター、中核地域支援センター

設立 ひきこもり・ニート・不登校の当事者を持つ家族と、若者を支援しています。
趣旨 親が学んで力をつけ我が子をサポートしていきます。
支援の３つの柱
◆月例会（月１回開催）第3土曜日13:00～17:00 参加費：１回１家族1,000円
ひきこもり・ニート等の体験者・関係団体・医師等の講師を招き講演会を開催する。
後半は小グループに別れて親御さん同士で思いを共有する
◆学習会（月２回実施）第１・３木曜日18:10～20:30 参加費：１人１回1,500円（夫婦1回2,000円）
親の理解や対応、コミュニケーションスキル等を学び親自身の変化が子どもへの変化になり回復につながってい
ます。
失いがちな 親子の信頼関係を取り戻し家族の再生を目指します。

活
動
内
容 ◆居場所 第１・２・３金曜日12:00～16:00、第４金曜日（13:00～16:00）女子会、参加費：200円

青年が気軽に集まってお茶を飲みながらおしゃべりや、トランプ・将棋等をしてゆっくりのんびりと楽しむことを大事にし
ています。テニスや青葉の森に散歩に行くこともあり、ボーリング・お花見・動物園・お寺合宿・クリスマス会などのイベ
ントもあります。同世代と交流して社会に出る前の人間関係のリハビリの場所にしています。
◆その他 隔月１回、 親父の会・ 親の勉強会 ・ グループカウンセリング
月１回：親御さんの会 を実施しています。
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私の居場所 自由空間
（特定非営利活動法人
こころの相談室いちはら）

（年齢）15歳～35歳ぐらい
（地域）市原市及び近隣市
利用料 居場所：無料 相談室：初回2,000円、2回目以降は1,000円
心理カウンセラー 5名 精神保健福祉士 1名
元保護司 2名 医師 2名 元教員 3名
スタッフ （全員ボランティアです）

対象者

住所：市原市五井中央西２－７－１５
ウルマ駅前ビル５１６号
連 電話：0436-21-0033
絡 電話受付時間：平日9:30～17:00
先 Eメール：
協力 学校、地域若者サポートステーション、病院、
連携機関 市原市社会福祉協議会
ホームページ： 無
設立 こころの相談室にひきこもりの子どもに関する相談が多数あり、居場所を開設。子どもに対する接し方などを学んでいるうち
趣旨 にひきこもり当事者が来室し、カウンセリングを受けるようになった。
◆居場所
月２回（１回はスポーツ、１回は談話等）
その他 学習指導 月２回程度
◆こころの相談室いちはら
平日10:00～17:00まで開設
心の健康相談及びカウンセリング

活
動
内
容

子どもの問題を考える会千葉
住所：千葉市稲毛区小中台町１７７６－４

連 電話：043-287-7470
絡 電話受付時間：随時
先 Eメール：info@kodo-mon.com

（年齢）主に母親、成人の子どもの立場の人も
（地域）千葉市周辺
入会金 なし
利用料 月会費 2,500円
自律訓練法講師 1名 SW 1名 PSW 1名
スタッフ ボランティア 6名

対象者

協力
連携機関
ホームページ： 有 kodo-mon.com
設立 不登校・ひきこもり・発達障害などのお子さんの問題を抱える親たちへの支援を目的に発足。孤立しがちな親たちをサポー
趣旨 トし、意識改革を促すことで、子ども達が学校・社会へと復帰することを目指す。
◆親の会
毎月第１土曜日 13:00～17:00
主に千葉市民会館の会議室で開催
講師を招いて自律訓練法の講習を受け、心と体をリフレッシュした後グループディスカッションを行う。
講師からのアドバイスや、他の人の話から問題解決へのヒントを得ている。

活
動
内
容

◆その他
年数回無料の子育て講座や講演会を開催。
依頼があれば公民館などに出張して自律訓練法講座を開催している。
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（年齢）下記事業内容により異なる

特定非営利活動法人セカンドスペース

対象者 （地域）千葉県を中心とした関東近県
（下記事業内容により異なる）

住所：船橋市湊町２－１－２
Y.M.A officeビル５階
電話：047-434-2678（090-9963-8717)

連
絡 電話受付時間：9:00～17:00
先

Eメール：support@secondspace.jp
ホームページ： 有

利用料 入会金：下記規定による 月会費：下記規定による
電話相談員等 11名 勉強・資格取得指導員 1名
キャリアコンサルタント 6名 情報管理 2名 経理 2名
スタッフ 就労支援員 1名 精神保健福祉士 1名
心理カウンセラー 1名 計25名
協力 学校、地域若者サポートステーション、病院、企業、
連携機関 児童相談所、各福祉機関

設立
不登校・ひきこもり・ニート状態の若者の学校復帰・社会復帰支援を目的に設立
趣旨
◆千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」の運営：千葉県委託事業（電話相談・面接相談・若者支援プロ
グラム）：無料
若者支援プログラム：義務教育終了後から概ね30歳前後の無業若者を対象に、生活リズムの改善、スポーツ等体力づく
り、就労のための様々な訓練・学習支援を行う。（無料）週3回(木・金・日)
◆ふなばし地域若者サポートステーションの運営：厚生労働省・船橋市・習志野市委託事業：無料
◆土・日無料相談

活 ふなばし地域若者サポートステーションが、土曜しか相談の時間がとれない親御さんの為に月2回ふなばし地域若者サ
動 ポートステーション内にて実施。
内 開設日：第１・第３土曜日10:00～16:00 料金：無料 対象年齢：15歳～49歳までの本人と関係者
容

◆家族相談会（親の会）…（ライトハウスちば・ふなばし地域若者サポートステーション）
不登校・ひきこもり・ニート・フリーター状態の子どもを持つ親のための、交流や学習会、意見・情報交換会などを通して理
解を深めることを目的とした会
開設日：各場所月1回 料金：無料 対象年齢：ライトハウスちば…概ね39歳までの若者の保護者
ふなばし地域若者サポートステーション…15歳～49歳までの方の保護者

東京シューレ流山
（特定非営利活動法人東京シューレ）

対象者

（年齢）6～22歳まで
（地域）指定なし

入会金 153,000円
利用料 月会費
住所：千葉県流山市西初石３ー１０３－５
48.600円 相談:無料
グローリアビル初石Ⅱ ４０１
連 電話：04-7199-7141
常勤:２名 ボランティア：2名
スタッフ 教免保持者 不登校経験者
絡 電話受付時間：10:00～17:00
先 Eメール：nagareyama@shure.or.jp
協力
連携機関
ホームページ： 有
不登校児童生徒が将来への夢と希望を持ち、個性、能力に応じた進路を見出せるような新しい居場所作りを応援する。参
設立
加する子ども自身が他の子どもたちと仲間を作り協働しながら自らの居場所を作ることで安心と自信を得るための活動を応
趣旨
援する。
◆開設日 月～金 10:00～17:00 （春・夏・冬期休暇有）
◆参加人数 25人前後

活
動
内
容

◆特徴
活動内容は子どもミーティングで決定。いろいろな講座（ギター・ドラム・製菓・料理・ダンス）や活動（サークル・軽音部など）
を子どもたちと共に企画している。進路や学習、悩みなどの相談は、随時受付けていて個別対応している。
高校卒業資格を希望する場合は高校コース（札幌自由が丘学園三和高等学校）も選べる。
月に1度「流山不登校を考える親の会」があり、一般参加も可能。外部講師を招いての講演会・勉強会なども開催している。
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特定非営利活動法人ニュースタート事務局
住所：〒272-0122 市川市宝２－１０－１８

連
絡 電話：047-307-3676
先 電話受付時間：10:00～17:30

対象者

（年齢）原則として18歳～上限はなし
（地域）全国

入会制ではありません。「保護者面談」「レンタルお姉さんによ
る訪問支援」「入寮」などによって異なりますので、詳細はお問
合せください。
利用料 初回のご相談の機会としては、「個別相談会」（一家族3000円）
「なんとかしよう親の会」（一家族5000円）、無料見学会（無料）
があります。

（水・日・祝祭日休み） スタッフ 15名
Eメール：info@newstart-jimu.org
協力 地域若者サポートステーション（運営母体）、病院、企業
連携機関
ホームページ： 有
「訪問活動（レンタルお姉さん・お兄さん）」、「若者寮での共同生活」、「仕事体験塾」の３つの柱で、ひきこもりや無業の若者
設立
たちの再出発を支援。“親離れ・子離れ”を基本に、さまざまな社会参加体験を積んでもらい、自分なりの人生を歩きだすま
趣旨
でをサポートする。
◆相談・講演会・具体的な支援等
電話による無料相談（最大30分まで、水・日・祝祭日休み。その際の資料送付は無料）
個別相談会（保護者対象 第2・第4土曜日／午後2時半～3時半）
無料見学会（保護者・当事者対象 第2・第4土曜日／午後4時～5時）
なんとかしよう親の会（不定期／午後1時半～4時、5組まで）
保護者面談（随時、訪問支援など具体的なニュースタートの支援をご希望の方）
活 理事・二神による講演会（5月、11月）入寮した若者たちによる講演会（随時）
レンタルお姉さん・お兄さんによる訪問支援（随時／「保護者面談」が必須）
動 入寮と共同生活（開始日は随時／「保護者面談」が必須）
内 ◆若者たちによる活動
容 喫茶えんがわ、IT事業部、なんでもお手伝い屋、、音楽ライブの運営や月刊誌ニュースタート通信の発行など。
◆いちかわ・うらやす若者サポートステーションの運営（tel.047-395-3053／火～土、午前10時～午後5時）
◆孤立無業の若者を管理人として社会参加につなげる「お遍路ハウス四国88」事業

フリースクール ネモ
（特定非営利活動法人ネモちば不登校・
ひきこもりネットワーク）
住所：習志野市本大久保３－８－１４－４０１

連 電話：047-411-5159
絡 電話受付時間：月水木金曜日 10:00～17:00
先 Eメール：info@nponemo.net

（年齢）小学1年生～
（地域）特に制限はなし
入会金 50,000円
利用料 月会費 37,000円
常勤スタッフ 3名
スタッフ 非常勤スタッフ 2名

対象者

協力 学校、フリースクール全国ネットワーク、
連携機関 千葉県フリースクール等ネットワーク
ホームページ： 有
千葉県の不登校・ひきこもりの当事者と家族と関係者に対して、当事者の意思でサポートを求める時、情報提供、親の会・
設立
当事者のネットワークづくり、居場所の確保、社会参加の機会提供、政策提言等に関する事業を行い、健全な社会構築に
趣旨
若者が参画し、寄与することを目的とする。
◆フリースクール（年齢制限上限無し）
開設日：月水木金曜日 10:00～17:00 規模：30名弱
場所：習志野市（京成大久保駅徒歩2分）
特徴：プログラムの無いフリースクール。「家と既存のフリースクールの中間くらい。家よりいろんな人がいて、普通のフリー
スクールよりは忙しくない」がコンセプトです。
◆親サロン
13:00～16:00 場所：フリースクールネモ（参加費：会員500円、非会員1000円）
活 実施日：毎月第２日曜日
特徴：不登校・ひきこもり当事者の家族が世話人をしています。
動 ◆電話相談（当事者とその家族対象）
内 実施日：毎週火曜日 13:00～15:00
容 ◆個人相談（初回90分4000円、２回目以降60分4000円）
実施日：応相談
◆ひきこもりサロン
毎月第２日曜日14:00～16:00（参加費無料）
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特定非営利活動法人
ひきこもりコア・クライシス

（年齢）不問
（地域）香取市近郊
入会金 なし 月会費
利用料 １回参加につき500円
4名

対象者

なし
住所：千葉市美浜区幸町２－１６－１１－１０７
連 電話：043-241-3718、070-1473-8247
スタッフ
絡 電話受付時間：随時
協力 特定非営利活動法人香取の地域を考える会、保健所、社協
先 Eメール：rsb85181@nifty.com
連携機関
ホームページ： 有
設立 香取市と近郊の地域で生活しているひきこもり当事者の方、家族の方、そしてひきこもりに関心を持っている方との交流会
趣旨 を開催している。安全安心な「場」の提供で生まれた会員同士の関係性・信頼性を大切にしていきたい。
ひきこもっている当事者の方、そして親御さん、ひきこもり問題に関心のある方、どうぞ以下の通り交流会にいらして下さ
い。
◆場所：香取市佐原中央公民館
◆交通：JR佐原駅北口より徒歩2分

活
動 ◆日時：毎月第４日曜日（変更の場合あり） 13:30～17:00（この時間内いつでも可）
内 ◆会場費：500円（お茶代含む）
容

株式会社ヒューマン・タッチ
住所：船橋市本町７－１０－２
ユニマットガーデンスクエア ７階

連
絡 電話：047-407-4712
先 電話受付時間：9:00～17:30

（年齢）小学生～大人まで
（地域）東京・千葉・神奈川・埼玉（遠隔地は応相談）
入会金 ５，０００ 円（初回のみ・チーパス提示により無料）
ご利用料金：
利用料 ■こころの家庭教師 ５，０００円～/６０分
■カウンセリング
８，０００ 円～/相談５０分
※税別
臨床心理士 40名 精神保健福祉士 10名、公認心理師、認定
スタッフ 心理士、学校心理士、教員、その他 複数名（登録パートナー含
む）

対象者

Eメール：info2@human-touch.co.jp
協力 学校、地域若者サポートステーション、病院、企業
連携機関
ホームページ： 有
設立 不登校やひきこもりの子供・若者に、心理に詳しいインストラクターが直接ご自宅を訪問し、精神的なサポートとともに、学
趣旨 習の支援を行う「こころの家庭教師」サービス。
◆こころの家庭教師
心理専攻の大学生、院生などの専門家が、ひきこもり、不登校、ニートなどの問題を有する方の家をご訪問し、共に時間を
過ごします。学習指導はもちろん、心理的な問題に関しても対応可能です。時には良き友達、時には良きお兄さんお姉さん
になり、子ども達の「こころの元気」を目指します。
例えば、120分のセッションのうち、60分を遊びや興味のあることに、残りの60 分を学習や目標に向かった具体的な取組み
を行うなど、ご本人に合わせた個別のプログラムをともに考え、ご提供いたします。まずは、小さな目標から設定し、最終的
に社会参加や登校の再開を目指します。

活
動
内
容

（注）心理の専門家（臨床心理士・カウンセラー等）のご訪問を希望される場合は、
「訪問カウンセリング １０，０００円～（50分）・税別・別途交通費」
こちらのサービス詳細につきましては、弊社ＨＰをご確認ください。 http://www.human-touch.co.jp/learning_support/
◆カウンセリング
本社カウンセリングルームにてカウンセリングを実施します。臨床心理士などの専門家による心理療法を提供いたします。
うつ病、パニック障害、強迫性障害、不安障害など、大学病院や提携病院と連携しての対応も可能です。
◆セミナーの開催
子育てのお悩みを持つ保護者向け「kokoroケアセミナー」開催（HPセミナー情報にて案内、不定期）
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不登校親子応援ねっと
住所：
電話：090-4846-1496 FAX：04-7182-0605
電話受付時間：9:00～20:00

連
絡
Eメール：f.ohen-net@live.jp
先

対象者

（年齢）学齢期（小・中・高）の子どもとその家族
（地域）千葉県北西部エリア（2019年1月現在）

利用料 無料
スタッフ

6名 （社会福祉士1名含む）

フリースクール、スクールソーシャルワーカー、公立および私立
協力 学校
連携機関 「不登校親子応援ガイドマップ千葉県北西部版」掲載協力団体
ホームページ： 無
（非営利で活動している支援団体や市町村、大学の相談機関
設立 不登校で悩む子どもたちやその家族が孤立することがないよう、身近で相談できる場所の情報をボランティア（無償）で提
趣旨 供するとともに、支援団体（居場所や親の会）をつなげることにより地域におけるセーフティネットを構築する。
◆不登校で悩む子どもや家庭を支援している団体に関する情報を冊子にまとめ無償で提供している。
◆定例会においてスタッフ間で情報交換と共有を行ったり、不登校関連の問題に関する勉強会を開催している。
◆年に１度、掲載協力団体に呼びかけ「支援団体交流会」を開催し、団体間における情報交換や不登校当事者家族への
引き合わせ等を行っている。

活
動 ◆随時、新しい団体への訪問および取材を行い、紙面の充実を図っている。
内
容

ひきこもりの親の会 よっといで！
住所：
電話：080-1020-9611
電話受付時間：

連
絡
先 Eメール：harappamattari@gmail.com

対象者

（年齢）
（地域）

利用料 １回参加につき100円
スタッフ

協力 東葛地域周辺の相談機関や民間団体と、ひきこもり応援ネット
連携機関 を作りました。
ホームページ： 有
設立 不登校やひきこもり、ニートなど生きにくさを抱える子どもをもつ親や家族の交流の場として、同じ悩みを持つ当事者同士の
趣旨 つながりをつくり、学び合い支え合っていく。
◆毎月、第２土曜日13:00～16:00
◆場所：松戸市五香市民センター
◆特徴
会員制ではなく、いつでもどなたでも参加できる。
参加者が、皆同じ立場で話ができ、気軽に参加できて共感し合える。10～15名程度の参加。

活
動
内
容

◆その他
・個別に会って話を聴く
・他団体主催の講演会や学習会の情報を提供し、声をかけあって共に参加しやすいようにしている。
・年に１～２回、不登校やひきこもりの経験者の話を聞く会や学習会を開催。
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不登校問題を考える東葛の会「ひだまり」
住所：松戸市北松戸２－３－６
第一六脇ビル２F

連 電話：047-361-8757
絡
電話受付時間：11:00～17:00
先

Eメール：toukatu-hidamari0305@sky.plala.or.jp
ホームページ： 有

対象者

（年齢）小・中・高年代（居場所）、親の相談を受ける
（地域）千葉県北西部中心
居場所 0円～最高5,000円

利用料 親の会 年間3,000円
スタッフ

世話人（親、元教師）15人 各大学に学生ボランティア募集

協力 学校、地域若者サポートステーション、病院
連携機関

設立
不登校、ひきこもりの子ども・若者が増えたので、相談にのれる場、そして子どもの居場所が必要である。
趣旨
◆居場所・・・子どもの居場所『ひだまり』
水・金・日曜日の12時から17時
子どもたちと大学生ボランティアが楽しく交流します。
好きなことをしたり、おしゃべり、遊び、体育館（近くの）や公園で遊んだり、勉強したい時は、教えます。
ケーキ作り、バーべキュー、２泊3日のお泊り会、なども。
◆親からの相談を受ける・・・電話、あるいは来所面談（無料です）

活 ◆親の会・・・親たちが集まって気持ち、子どもの様子など話し合い、子ども理解・不登校理解等、学び合います（無料です）
動
内 ◆講演会など・・・講演会や進路相談会をおこないます。
容
◆会報発行・・・毎月会報を送り、学びの参考にしてもらいます

◆若者支援・・・学齢期を過ぎた若者たちが社会や地域につながって行けるよう
農家の畑を借りて「農業体験活動」に取り組んでいます。
作業活動日は月に２回。その他、野菜販売、野菜調理など。

特定非営利活動法人
フリースクールゆうび小さな学園
住所：柏市豊四季３６０－２

連 電話：04-7146-3501
絡 電話受付時間：10:00～19:00
先

（年齢）5歳～30代まで
（地域）柏市を中心に通園できる範囲
入会金 NPO年会費3,000円（１年更新）
利用料 月会費 2,000円
臨床心理士 1名 社会福祉士 1名 保育士 1名
スタッフ ヘルパー2級 1名 教諭 2名
（職員 計8名 ボランティア 数名）

対象者

Eメール：yuubinet@jcom.home.ne.jp
協力 学校、地域若者サポートステーション、病院、
連携機関 社会福祉法人 共働学舎
ホームページ： 有
設立 子ども一人一人が「自分の『らしさ』を発見し、それを磨き伸ばし、それを生かして、豊かな人生を創り出す」ように支援しま
趣旨 す。
◆居場所－ゆうび小さな学園

活
動
内
容

◆活動のしかた
１、開園日
①１週間全曜日開園しています。祝日休日も開園します。
②年末年始の休園と夏季（８月）の休園はあります。
２、開園時刻、閉園時刻
①平日→10:00～21:00
②土日祝休日→10:00～19:00
３、登園時刻、下園時刻
登園日数、登園・下園時刻は個人の自由です。
◆年間の主な行事・活動
春－「十五の春」を讃える会、春の宿泊、遠足、サイクルマラソン宿泊
夏－バザー、プール開放、宿泊活動（３回）、キャンプ（２回）
秋－教育シンポジウム、遠足、スポーツ大会、フェスティバル
冬－冬の宿泊、温泉宿泊、スキー宿泊
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フリースペースPIECE

対象者

（年齢）12～18歳の青少年
（地域）千葉県全域（主に千葉市周辺）

入会金 10,000円
住所：千葉市中央区新宿２－１２－１
利用料 月会費 20,000円
新宿レジデンス３０３
連 電話：043-247-9747
代表：公認心理師・臨床心理士
スタッフ スタッフ：学生
絡 電話受付時間：火曜日・金曜日10:00～17:00
先 Eメール：piece1102@yahoo.co.jp
協力 病院、さくら教育研究所
連携機関
ホームページ： 有
設立 不登校および通信制高校の青少年で、在宅がちな子どもに、外に出る場や、日常的な体験、人間関係を提供する居場所。
趣旨 結果として学校および社会復帰支援につながる。
◆居場所
開設日：火・金（10:00～16:00）
場所：上記
特徴：年齢の近い大学生を中心としたスタッフが、中高生の青少年と日常的な関わりをすることで、利用者の活動的なエ
ネルギーを刺激していく活動

活
動
内
容

◆相談
民間の相談機関であるさくら教育研究所と連携している為、当事者本人および家族の相談をすることが可能
実施日は相談者とニーズに合わせて検討

特定非営利活動法人
ユース・サポート・センター・友懇塾
連
絡
先

住所：千葉市中央区新千葉３－２－1
新千葉プラザビル
電話：043-301-8889 FAX：043-242-7011
電話受付時間：10:00～18:00
Eメール：yukon@world.ocn.ne.jp
ホームページ：http://yukonsupport.sakura.ne.jp/

対象者

（年齢）小学生～５０代ぐらいまで
（地域）千葉県全域

利用料 相談料無料
45名（正会員数）実質相談員は3名体制、

スタッフ 里山活動、清掃活動のスタッフ体制は5名から10名
地域若者サポートステーション、企業、警察、市町村、法務、
協力 ちば南東部地域若者サポートステーション運営
連携機関 （茂原市役所内）

設立 非行や不登校、引きこもりからニートまで社会に一歩踏み出せない若者及び保護者に対する相談。特に、家庭訪問を中心
趣旨 に対応しながら最近では若者から就職氷河期と言われる４９歳迄の就労支援まで幅広く対応している。
◆相談活動
電話：０９０－８５９８－０２７８（井内）
時間：「いつでも相談してください」が基本
内容：家庭訪問が基本。若者の様々な問題を親身になって対応します。
ちば南東部地域若者サポートステーション（TEL 0475-23-5515 FAX 0475-36-5722）では一歩を踏み
出せない若者をグループワークから職場体験などをとおして就労支援まで応援しています。
（相談料無料）
◆親の会
活
いつ：おおむね２ヶ月１回実施
場所：市原市、茂原市、東金市他千葉県南東部地域内にて実施
動
対象：我が子の問題を抱える保護者
内

容 ◆清掃活動
いつ：毎月第三月曜日。午後３時から５時００分（雨天中止）
場所：JR千葉駅前「フクロウ交番前」から歓楽街を中心
参加：少年とその保護者及び協力者
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特定非営利活動法人
ユニバーサル就労ネットワークちば
住所：千葉市花見川区幕張本郷2-5-1
タカソープラザ405
電話：043-372-9790
電話受付時間：9:00～18:00

連
絡
先 Eメール：info@uwnchiba.net

対象者

（年齢）全世代
（地域）委託事業：委託市町村、独自事業：千葉県内

利用料 なし（独自事業のみ一部実費負担有）
スタッフ 25名（2020年10月時点）
千葉市こころの健康センター、浦安市生活困窮者自立相談支
協力 援窓口など。
連携機関 千葉市生活困窮者自立相談支援機関、
対象者に応じ千葉市外生活困窮者自立相談支援機関など。

ホームページ： http://uwnchiba.net
設立 多くの人が「その人なり」のはたらき方で社会参加できるユニバーサルな地域社会作りに貢献し、自身の持つ可能性を最大
趣旨 限生かせる伴走型支援を行う。
◆千葉市子ども・若者総合相談センターLink（千葉市委託事業）
子ども・若者に関する総合的な相談窓口。学校、家族、自分自身の事など、どこに相談したらよいか迷うときに、電話や来
所で相談を受ける。電話や面談等の継続相談を重ね関係性を構築し、課題解決の継続相談や必要な専門機関に丁寧に
つなぐ支援を実施。
受付：9:00～17:00 電話：050‐3775‐7007 対象：概ね30代までの本人・家族

活
動
内
容

◆千葉市ひきこもり地域支援センター（千葉市委託事業）◆浦安市ひきこもり相談事業（浦安市委託事業）
ひきこもりについて本人、家族からの相談を受け、電話やセンターでの面談、アウトリーチ面談などを通して関係性を構
築。家族と一緒に本人を支え、社会に出る第一歩から自立へ向けた支援につなげる。ひきこもりサポーター養成、家族セミ
ナー、居場所事業なども実施。 対象：ひきこもっている本人と家族（年齢制限なし） 受付：9:00～17:00 （浦安市は火曜、
木曜のみ）
（千葉市）043-204-1606 （浦安市） 047‐712‐6856
◆就労支援（独自事業）
様々な事情で就労支援が必要な方を対象として職場体験の場の提案、企業とのマッチング、就労に至る前段階の居場所
的な就労現場の提案。 受付：連絡先と同様
対象：概ね18歳以上
◆千葉市就労準備支援事業（千葉市委託事業）
生活困窮者自立支援法での支援決定を受け、一般就労（や中間的就労）などを目指し、実際に仕事を体験する短期就労
体験や人と関わることに慣れるグループワークなどを組み合わせたオーダーメイドの伴走型就労支援。職場実践型就労支
援。 受付：043-306-2564 対象：概ね18歳～65歳

特定非営利活動法人
ワーカーズコレクティブ風車
住所：佐倉市稲荷台２－１４－３
電話：043-309-8667
電話受付時間：平日 10:00～16:00

連
絡
Eメール：reuse.fuusha@nifty.com
先

対象者

（年齢）登録時18才～65才
（地域）主に千葉県、全国

利用料 無料
スタッフ

8名

ネモ・ちば不登校ひきこもりネットワーク、登校拒否を考える会・
協力 佐倉、NPOワーカーズコレクティブ千葉県連合会、生活クラブ生
連携機関 活協同組合千葉虹の街、社会福祉法人生活クラブ、ＮＰＯ法人
ホームページ： 有
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
病気や障害も含めて全ての人がありのまま肯定され、尊重される社会をめざします。当事者を社会に出すために訓練する
設立
のではなく、それぞれが主体的に関わることで創っていく仕事付きの居場所、そして居るだけでいい場所として開いていま
趣旨
す。
毎週月～金 10:00～16:00、不定期で土曜日または日曜日にイベント活動あり
◆リユース食器レンタル
◆居場所事業：
卓球、金曜サロン（歌 毎月第１・３金曜日）、ＤＶＤ鑑賞会、
バザー、０円ショップ、オープンダイアローグ、遠足、お菓子作り、
家族交流会、農業、手芸、
講演会、コンサート

活
動
内
容 ◆部屋貸し：地域の活動にお貸しします。

◆ニュースレター：年３～４回 （支える会会員、他 関係各所）、
風車だより：月１回 （利用者）

135

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ
（成田地域福祉事業所）

対象者

（年齢）原則として、15歳から39歳 及び40歳代無業者
（地域）印旛、香取、海匝地区中心

入会金 無料
利用料 月会費 無料
住所：〒286-0044 成田市不動ヶ岡１１１４
ストアハウス不動ヶ岡２０３
連 電話：0476-37-6844
キャリア・コンサルタント 2名 産業カウンセラー 1名
スタッフ 公認心理士 1名 その他相談員 3名
絡 電話受付時間：平日（月～金）10:00～17:00
先 Eメール：jobchiba@roukyou.gr.jp
協力 学校、地域若者サポートステーション、ハローワーク、
連携機関 ジュブカフェちば 生活困窮者支援事業
ホームページ： 無
設立 若者の就労支援（自立塾、職業訓練等）
趣旨
◆ちば北総地域若者サポートステーションの運営
(ホームページ：hyss://hokusou-saposute.jpn.org/)
○相談場所（サポステ）
成田市不動ヶ岡１１１３－１ 成田市勤労会館２F
開設日：平日（月～金）10:00～17:00
○相談＆居場所(成田市）
成田市不動ヶ岡１１１４ストアハウス不動ヶ岡２０２
開設日：平日（月～金）10:00～17:00
（コミュニティー・スペース）
特 徴：利用者主体のプログラム（英語教室、農業体験、いも煮会、クリスマス会 他）の実施
コミュニケーション講座、面接練習、PC教室、ペン字教室、 「ホンキの就職」、職業人講話 などを実施
＊「ホンキの就職」は株式会社リクルートホールディングスよりの提供プログラムです。
活 参加人数：３～１０人前後
動 ○保護者会（サポステ）
内 実施日 不定期開催
場所 成田市不動ヶ岡１１１３－１ 成田市勤労会館２F
容 ○就労体験場所（ワーカーズコープ芝山地域福祉事業所）
場所 山武郡芝山町岩山１１１０－１
BDF精製・販売事業・廃食油の回収作業
○その他
ボランティア活動への参加、職場見学、職業体験、農業体験等の実施
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