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「困難を有する子ども・若者の相談・支援機関ガイドブック（セレクトシステム）」について
県では、平成24年１月に「千葉県子ども・若者支援協議会」を設置し、福祉・教育・雇用など
様々な関係機関が連携して、困難を有する子ども・若者への支援策などを検討しています。
同協議会において、相談・支援関係者向けの冊子「困難を有する子ども・若者の相談・支援機関
ガイドブック（通称セレクトシステム）」を作成しています。
千葉県ホームページにも掲載していますので、県内の支援機関について、
より詳しい情報は、こちらをご覧ください！

千葉県子ども・若者総合相談センター
「ライトハウスちば」「ライトハウスちば」 まずは

こちらへ
相談！043-420-8066TEL

043-420-8023FAX
lighthouse@abeam.ocn.ne.jpE-Mail

（火曜－日曜10：00～17：00）

所在地：千葉市中央区都町2-1-12 千葉県都町合同庁舎4階

専門の相談員が、ニート・ひきこもり・不登校など
子ども・若者（概ね 39 歳まで）の様々な悩みを
お聞きし、この案内に記載した窓口のほか、適切な
支援機関や団体をご紹介します。まずは、「ライトハウス
ちば」までお電話を！

「ライトハウスちば」では…

若者を対象とした支援プログラム
（義務教育終了後～概ね30歳まで。ご希望の方は、お電話でご相談ください）

福祉全般に関する総合相談

福祉に関しての困りごとや権利擁護に関して、分野横断的に幅広く受け止めて、
24時間・365日体制で相談支援を行います。また必要に応じて、適切な機関への連絡・調整等を行います。

中核地域生活支援センター

習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
名　称　まるっと
所在地　習志野市津田沼5-2-22
　　　　ヴィラ習志野301号室
T E L：047-409-6161

市川市、浦安市
名　称　がじゅまる
所在地　市川市大洲1-14-4東洋荘101
T E L：047-300-9500

松戸市、流山市、我孫子市
名　称　ほっとねっと
所在地　松戸市新松戸4-129
　　　　関口第5ビル101
T E L：047-309-7677

野田市
名　称　のだネット
所在地　野田市尾崎840-32
T E L：04-7127-5366

佐倉市、成田市、四街道市、八街市、
印西市、白井市、富里市、酒々井町、
栄町
名　称　すけっと
所在地　佐倉市王子台1-14-12
　　　　スズノキビル１階
T E L：043-308-6325 
 

香取市、神崎町、多古町、東庄町
名　称　香取ＣＣＣ
所在地　香取市北3-2-13
T E L：0478-50-1919

銚子市、旭市、匝瑳市
名　称　海匝ネットワーク
所在地　旭市ロの838
T E L：0479-60-2578 

東金市、山武市、大網白里市、
九十九里町、芝山町、横芝光町
名　称　さんネット
所在地　山武市津辺171-1
T E L：0475-77-7531 

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、
白子町、長柄町、長南町
名　称　長生ひなた
所在地　茂原市長尾2694
T E L：0475-22-7859 

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
名　称　夷隅ひなた
所在地　いすみ市大原8927-2
T E L：0470-60-9123 

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
名　称　ひだまり
所在地　館山市山本1155
T E L：0470-28-5667 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
名　称　君津ふくしネット
所在地　富津市青木2-16-14
　　　　アーバンスモール秋山101
T E L：0439-27-1482 

市原市
名　称　いちはら福祉ネット
所在地　市原市東国分寺台3-10-15
T E L：0436-23-5300 

柏市委託事業
柏市地域生活支援センター
名　称　あいネット
所在地　柏市柏下65-1 ウェルネス柏３階
T E L：04-7165-8707
相談日：月－金　8:30～17:15

船橋市委託事業
船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」
名　称　さーくる
所在地　船橋市湊町2-8-11
　　　　（船橋市役所別館１階）
T E L：047-495-7111
相談日：月－金　9:00～17:00

どなた
でも

民間団体の相談窓口

※こちらで紹介している団体は、千葉県子ども・若者支援協議会に参加している団体です。
　相談等は有料となる場合があります。詳細は、各団体にお問合せ下さい。

キャリアデザイン研究所（認定NPO法人）
ニート、ひきこもり等の若者への自立支援、就労支援の
他、御家族への相談、支援も行っています。
〒277-0005　柏市柏3-1-9丹羽ビル305号
TEL：04-7162-7771　E-Mail：npo-cdi@wit.ocn.ne.jp

KHJ千葉県なの花会（NPO法人）
ニート・ひきこもり・不登校の子どもを抱える家族で組織して
いる会です。講演会や学習会、居場所提供等を行っています。
〒260-0042　千葉市中央区椿森1-2-2 志村荘201号
TEL：070-2191-4888

セカンドスペース（NPO法人）
ニート・ひきこもり・不登校・発達障害のある若者の自立
相談や青少年問題に関係する家族相談・カウンセリング及
び講演会等を行っています。
〒273-0011　船橋市湊町2-1-2 Y.M.A Officeビル5階
TEL：047-434-2678　E-Mail：support@secondspace.jp

ニュースタート事務局（認定NPO法人）
ニート・ひきこもりの若者への訪問や寮を運営し、体験重
視で就労支援から人生支援までを行っています。
〒272-0122　市川市宝2-10-18 1階　TEL：047-307-3676

ネモちば不登校・ひきこもりネットワーク（NPO法人）
ネモネット（略称）は、ひきこもりや不登校経験のある当事者
と、親で立ち上げた支援団体です。
フリースクールや親の相談会、居場所提供等を行っています。
〒275-0012　習志野市本大久保3-8-14 401
TEL：047-411-5159（月・木・金・土）

ユース・サポート・センター・友懇塾（NPO法人）
非行問題から就労支援までの立ち直り支援活動を行ってい
ます。自宅訪問が相談の基本です。
〒260-0031　千葉市中央区新千葉3-2-1 新千葉プラザビル
TEL：043-301-8889　携帯：090-8598-0278（随時）
E-Mail：yukon@world.ocn.ne.jp

ワーカーズコープ（NPO法人）
就労、進路で悩む若者とその家族に対する相談・支援を
行っております。コミュニティスペースもありますので、
お気軽においでください。
〒286-0044　成田市不動ヶ岡1114
ストアハウス不動ヶ岡203号
TEL：0476-37-6844

千葉県環境生活部　県民生活・文化課　子ども・若者育成支援室　（TEL：043-223-2330）発行者

電話相談 面接相談（要予約）

千葉市在住の30歳代までの
子ども・若者に関するご相談は・・・

千葉市子ども・若者総合相談センター
【Link（リンク)】

050-3775-7007TEL
（月曜－金曜 9:00～ 17:00）

所在地：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

千葉市
在住の方

相談・支援
子ども・若者のための

相談・支援
窓口のご案内



※祝日・年末年始については、曜日に関係なく殆どの機関が休みとなっておりますのでご注意ください。

心の健康についての相談

元気が出ない、眠れない、イライラする、不安だ…、気になったらまずは相談しよう。

千葉県精神保健福祉センター
〒260-0801　千葉市中央区仁戸名町666-2
TEL：043-263-3891　FAX：043-265-3963
相談専用電話　月曜－金曜　9：00～18：30
TEL：043-263-3893

千葉市こころの健康センター
〒261-0003　千葉市美浜区高浜2-1-16
TEL：043-204-1582　月曜－金曜　8：30～17：30
こころの電話　月曜－金曜　10：00～12：00、13：00～17：00
TEL：043-204-1583

千葉市
在住の方

職業的自立に関する相談
若年無業者等の方を対象とした、職業的自立に関する相談
（働くことについてさまざまな悩みを抱えている若者が就労に向かえるよう、多様な
  支援サービスでサポートしています。）

ちば地域若者サポートステーション
〒261-0026　千葉市美浜区幕張西4-1-10
TEL：043-351-5531　火曜－土曜　9：00～16：00

ちば北総地域若者サポートステーション
〒286-0044　成田市不動ケ岡1113-1　成田市勤労会館2階
TEL：0476-24-7880　月曜－金曜　10：00～17：00

いちかわ・うらやす若者サポートステーション
〒272-0122　市川市宝2-10-18　1階
TEL：047-395-3053　火曜－土曜　10：00～17：00

ちば南部地域若者サポートステーション
〒292-0831　木更津市富士見1-1-1　たちより館2階
TEL：0438-23-3711　火曜－土曜　9：30～16：30

かしわ地域若者サポートステーション
〒277-0004　柏市柏下66-1　柏市保健勤労会館内
TEL：04-7100-1940　月曜－土曜　9：30～17：00

ふなばし地域若者サポートステーション
〒273-0011　船橋市湊町2-1-2 Y.M.A Officeビル5階
TEL：047-437-6003　火曜－土曜　9：00～17：00

まつど地域若者サポートステーション
〒277-0092　松戸市松戸2060松戸商工会議所別館2階
TEL：047-703-8301　火曜－土曜　9：30～17：00

ちば南東部地域若者サポートステーション
〒297-8511　茂原市道表1　茂原市役所9階
TEL：0475-23-5515　月曜－金曜　9：00～17：00

児童虐待や非行などの相談
児童相談所

18歳未満の方のあらゆる問題についての相談
●中　央　TEL：043-253-4101
　　　　　　子ども・家庭110番　TEL：043-252-1152
　　　　　　　　（24時間365日対応　20：00～8：30は虐待相談専用）

●市　川　TEL：047-370-1077　電話相談 047-370-5286
●　柏　　TEL：04-7131-7175　電話相談 04-7134-4152
●銚　子　TEL：0479-23-0076　電話相談 0479-24-3231
●東上総　TEL：0475-27-1733　電話相談 0475-27-5507
●君　津　TEL：0439-55-3100　電話相談 0439-55-3100
●千葉市　TEL：043-277-8880　電話相談 043-279-8080

〒260-0013 千葉市中央区中央4-17-3袖ヶ浦ビル4階
ヤング・テレホン　TEL：0120-783-497
　　　　　　　　　　　　　　　　  ナヤミ  ヨクナル

　　　　　　　　  月曜－金曜　9：00～17：00

千葉県警察 少年センター

就職に関する相談
ちば若者キャリアセンター　ジョブカフェちば

概ね30歳代までの方（正社員経験の少ない方は44歳まで）への就職支援
〒273-0005　船橋市本町1-3-1　フェイスビル9階
月曜－金曜　9：00～18：00
　　　　　  （受付終了17：00）
TEL：047-426-8471

雇用に関する相談・支援及び職業の相談・紹介
居住地管轄のハローワークをご利用ください。
※ハローワークでは、障害のある方の専門窓口も開設
　しています。

ハローワーク
非行問題などについての相談
TEL：043-251-4970　月曜－金曜　9：00～17：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12：15～13：00除く）

千葉法務少年支援センター（千葉少年鑑別所）

若年層
対象

学校生活・発達等についての相談

千葉県子どもと親のサポートセンター
〒263-0043　千葉市稲毛区小仲台5-10-2
電話相談　TEL：0120-415-446
　　　　　※24時間対応
来所相談　要予約　月曜－金曜　9：00～17：00

千葉市教育センター

学生
対象

〒263-0021　千葉市稲毛区轟町3-7-9
電話相談　TEL：043-255-3702
　　　　　月曜－金曜　9：00～17：00
来所相談　要予約

千葉市
在住の方

人権についての相談（いじめ・DV相談等）
千葉地方法務局（人権擁護課）

月曜－金曜　8：30～17：15
いじめ、虐待などに関する相談
子どもの人権110番　TEL：0120-007-110

交際相手からの暴力やセクハラなどの相談
女性の人権ホットライン TEL：0570-070-810
その他人権に関する相談
みんなの人権110番 TEL：0570-003-110

千葉県総合教育センター特別支援教育部
〒263-0043　千葉市稲毛区小仲台5-10-2
電話相談　TEL：043-207-6025
　　　　　月曜－金曜　9：00～17：00
来所相談　要予約

千葉市養護教育センター
〒261-0003　千葉市美浜区高浜3-2-3
電話相談　TEL：043-277-1199
　　　　　月曜－金曜　9：00～17：00
来所相談　要予約

千葉市
在住の方

※保護者からの相談も受けています。

発達障害についての相談
千葉県発達障害者支援センター　CAS

〒260-0856　千葉市中央区亥鼻2-9-3
TEL：043-227-8557　FAX：043-227-8559
【CAS東葛飾】
〒270-1151　我孫子市本町3-1-2 けやきプラザ4階
TEL：04-7165-2515　FAX：04-7165-2516
月曜－土曜　9：00～18：00（相談対応9：00～17：00）

千葉市発達障害者支援センター
〒261-0003　千葉市美浜区高浜4-8-3
　　　　　　 千葉市療育センター内
TEL：043-303-6088
FAX：043-279-1353
月曜－金曜　9：00～17：00

千葉県内
在住の方

※千葉市除く

千葉市
在住の方

ひきこもりについての相談
千葉県ひきこもり地域支援センター

TEL：043-209-2223　月曜－金曜　9：30～16：30
※ただし、第1金曜日は13：00～16：30

千葉市ひきこもり地域支援センター
TEL：043-204-1606
月曜－金曜　9：00～17：00

千葉市
在住の方

未成年の方からの家族や友人関係等に関する悩み相談
（保護者等からの未成年の子どもの非行、犯罪被害、
交友関係などに関する相談もお受けします。）


