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はじめに

　このたび、ひきこもりや不登校、就労についての相談を中心に、子ども・

若者支援のための青少年サポートブック第２版をまとめました。

　子ども・若者のみなさんが、ひきこもり等の生きづらさを感じることは、

特別なことではなく、さまざまなきっかけや、積み重ね、状況の重ね合わせ

でなりうるものです。また10代の若い世代だけに現れることでもなく、個

人や家族だけの問題でもありません。背景には、心身の病気や、障害、人間

関係での傷つき、就労上のつまずき、経済的な困難、社会の構造等、さまざ

まあります。

　ご本人やご家族だけで一歩踏み出すことにためらう時、これらの窓口があ

ること、その先に、お役に立ちたいと思っている人たちがいるということを

知ってほしい、そのような情報がお届けできればと思っています。

　まず、相談できる場所を、そして、具体的な資源におつなぎする窓口を、

さらに次のステップになる場所等をご紹介しています。

　ひとりひとりの歩幅に合わせたステップを、ともに歩んでいくことができ

れば、そして、そのためにこの青少年サポートブックを活用していただけれ

ば幸いです。

　　　　　　　　　　　　枚方市子ども青少年部子ども総合相談センター
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どこに相談すればいい？ 

これからどうしていけば 

いいのだろう？ 

就職に向けて相談したい。 

居場所やイベントに参加したい。 

家族や同じ立場の人と会いたい。 

○枚方市 ひきこもり等 

 子ども・若者相談支援センター … p4 

○地域若者サポートステーション … p5～7 

○枚方市地域就労支援センター … p8 

○ハローワーク枚方 … p9 

○ひらかた市民活動支援センター … p10 

○家族会など … p11～15 

ひきこもり・ニート等の相談 

ひきこもりや不登校を含めた

青少年全般の相談がしたい。 

不登校やいじめなど、 

幼小中学生を対象とした教育

相談がしたい。 

0～18歳までの子育てに関する

相談がしたい。 

○枚方公園青少年センター<青少年相談> … p16 

○大阪府中央子ども家庭センター(青少年相談) … p17 

○枚方市教育委員会児童生徒支援室 

 <子どもの笑顔守るコール> … p19 

障害福祉の制度利用や、就労、

生活についての相談がしたい。 

こころの健康や悩みについて

相談したい。 

○枚方市障害福祉室 … p28 

○障害者相談支援センター … p29～31 

○枚方市障害者 

 就業・生活支援センター … p32 

○枚方市保健所 保健予防課 … p24 

○枚方市社会福祉協議会   

 <心の健康相談> … p25 

身近な地域の中で相談がしたい。 

地域の福祉に関する相談がしたい。 

○いきいきネット相談支援センター … p21～22 

○枚方市民生委員児童委員協議会 … p23 

○枚方市子ども総合相談センター   

 家庭児童相談担当 … p18 
経済的に困っていて、 

相談したい。 

健康診査や、健康相談を受け

たい。 

子どもの非行防止や立ち直り

支援等について相談がしたい。 

○大阪府枚方少年サポートセンター … p20 

○枚方市保健センター … p26～27 

○枚方市生活福祉室 … p33 

○生活困窮者自立支援制度 

 自立相談支援センター … p34 
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小学生 中学生 高校生(16歳から18歳) 高校卒業～25歳

　　　　　　　　枚方市　ひきこもり等子ども・若者相談支援センター

小学生 中学生 高校生(16歳から18歳) 高校卒業～25歳

家族会など

枚方公園青少年センター〈青少年相談〉

ハローワーク枚方（義務教育終了後～）

大阪府中央子ども家庭センター

※各相談窓口での対象年齢

25歳から39歳

地域若者サポートステーション（学校卒業後～）

枚方市地域就労支援センター（義務教育終了後～）

(特活)ひらかた市民活動支援センター

枚方市子ども総合相談センター
家庭児童相談担当

枚方市社会福祉協議会　<心の健康相談>

25歳から39歳

枚方市障害福祉室

障害者相談支援センター

枚方市生活福祉室

生活困窮者自立支援制度
自立相談支援センター

枚方市保健所　保健予防課

大阪府枚方少年サポートセンター

いきいきネット相談支援センター

枚方市民生委員児童委員協議会

枚方市保健センター（健康相談・住民健康診査）

枚方市障害者就業・生活支援センター

枚方市教育委員会
児童生徒支援室

〈子どもの笑顔守るコール〉

25 

歳 
15 

歳 

18 

歳 
40 

歳 
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【住所】 〒573-0032　枚方市岡東町
12－3－410サンプラザ3号館4階　
子ども総合相談センター・となとな内

【電話】 072-843-2255
（相談専用）

【FAX】 072-846-7952

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料

写真添付 写真添付

枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センター

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/3-1-0-0-0_7.html

　枚方市在住の概ね15歳から39歳までの本人、家族、関係者

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　9:00～17:30

　ひきこもり、ニート、不登校に関する相談をお受けし、継続して対応方法や支援を一緒に考えて
いきます。必要に応じて、より適した支援機関等におつなぎします。次のステップとしての居場所
支援や家族の会も行っています。

　ひとりでは一歩踏み出すことが難しい時、相談できる場所があるということを知っておいてもらえ
るとうれしいです。時間はかかるかもしませんが、ひとりひとりに合った自立のかたちを、ご本人や
ご家族と一緒に考えていければと思ってます。
　相談の他に、居場所支援「ひらぽ」では、ボランティアスタッフであるサポートフレンドさんの協力
を得て、料理やゲーム、スポーツやアートなど様々な活動を行っています。また、「家族の会」で
は、同じ立場の家族が体験を共有し情報交換をする場づくりをしています。

面接 

相談 

電話 

相談 
居場所 訪問 家族会 
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【住所】 〒576-0032　枚方市岡東町12-1
ひらかたサンプラザ1号館3階305号室

【電話】 072-841-7225

【FAX】 072-841-7225

【HP】 http://www.stepf.org/saposute/

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料

写真添付

北河内地域若者サポートステーション
（一般社団法人ステップフォワード）

 15歳から39歳の無業の若者で就労を目指す方、ご家族、関係者。

 火曜から土曜日　　9:00～18:00　　※日、月、祝日、年末年始は休館日です。

　就労や進路について悩みを持つ若者(15歳から39歳)と、そのご家族の方が対象です。個別
相談をもとに皆様のニーズや状態にあわせて、就職活動のお手伝いをします。自己理解、しごと
理解、面接練習等の就職活動、パソコン教室やコミュニケーション、ビジネスマナーなどの就活プ
ログラムなども実施します。また、サポステを利用して就職された方の職場定着支援も行ってい
ます。

　就職に向かう様々な悩みをお聞きして、その方のペースに合った形で進めていきます。12ヶ月
以内の就職を目標に担当コンサルタントと共に活動を行います。1回50分の面談時間で、基本
は予約制ですので、お気軽にお電話でお申し込み下さい。

面接 

相談 
就活 

プログラム 

職場体験 

プログラム 

職場定着 

支援 
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【住所】 〒540-0031　大阪市中央区北浜東3-14
エル・おおさか本館2・3階　
OSAKAしごとフィールド内

【電話】 06-4794-9200
（サポステ直通電話）

【FAX】 06-6232-8581

【HP】 http://osapo.jp/

【E-mail】 info@osapo.jp

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 予約制・相談無料

写真添付 写真添付

　サポステが入っている施設のOSAKAしごとフィールドでは、すべての年齢層に対してキャリアカ
ウンセリングを行っています。また大阪東ハローワークコーナーも常設され、様々なメニューを活
用して来館者に合わせた支援を行っています。

　サポステは、まず自分自身の気持ちや考えを整理して、「働く」ため前へ進む準備をするところ
だと思っています。ここに来ていろんな人と話をする中で、不安や焦りが楽になり、あなたらしい
「働く」をみつけていっていただきたいと思います。
　就労体験メニューも充実しており、あなたに合った最初の一歩を踏み出していただけるように一
緒に伴走させていただきます。

大阪府地域若者サポートステーション

　現在仕事や学業に就いていない、15～39歳の働くことに悩みをもつ若者

　相談時間　月曜から金曜日（祝日を除く）　10:00～16:00、第3土曜日　10:00～16:00
　夜間相談　　17:00～20:00　(不定期)
　※第3土曜日以外の土曜日は相談を行っておりません
　※予約・問い合わせ受付時間　平日9:30～18:00

就労 

体験 

個別 

面談 

各種 

セミナー 
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【住所】 〒569-1145　高槻市富田丘町
3－12　佐竹ビル202号

【電話】 072-668-7852

【FAX】 072-668-7853

【HP】 http：//saposute-kitaosaka.com/

【E-mail】 info@saposute-kitaosaka.com

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料
法人内のその他の資源(クリニック、カウンセリング等)は有料

写真添付

三島地域若者サポートステーション
（特定非営利活動法人フェルマータ）

　15歳から39歳のニートの若者・ご家族。主に高槻市、茨木市、他の市も可。

月曜、水曜から土曜日（祝日を除く）　9:00～18:00
※火曜、日曜日は休館日

　学校を卒業後、仕事を辞めた後、無業状態にある若者の職業的自立をサポートします。概ね
6か月が利用期間になります。その中で個別のキャリアカウンセリングと就労支援のプログラムに
参加してもらい、今後の進路を一緒に考えていきます。法人内の他の資源の利用(医療機関、カ
ウンセリング)が必要な場合はそちらにおつなぎします。

　まずは初回の相談に来て頂き、その中で相談内容を整理した上で就労支援の利用が望ましい
のか、その他の資源の利用が望ましいのかを一緒に考えていきます。ご本人が来れない場合も
まずはご家族のみでご相談に来ていただいても構いません。ご家族が継続的な相談を希望され
る場合は有料になります。

就労 

体験 
面接 

相談 

就活 
プログラム 
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【住所】 〒573-0032　枚方市岡東町12-1-502
サンプラザ1号館5階

【電話】 072-844-8788

【FAX】 072-844-8799

【HP】 http://www.hirakata-jinken.com/

【E-mail】 hirakatajinkenkyokai@wing.ocn.ne.jp

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料

　月曜から水曜日・金曜日　9:00～17:30　（祝日を除く）

　働く意欲がありながら、なかなか就労に結びつかない、どのように就職活動すれば良いか分か
らないなど、相談者の事情に合わせマンツーマンで相談に応じています。就職活動に必ず必要
な履歴書、職務経歴書の作成、面接の受け方アドバイス。また、就労支援セミナー、パソコン講
習会、介護職員初任者研修など資格取得講座を実施しています。
（※職業紹介は行っておりません。）

　就職活動に悩んでおられる方、まずはお電話下さい。事前予約制の個別面談となっております
が、予約状況により当日の面談も可能です。相談内容は秘密厳守します。

枚方市地域就労支援センター
（NPO法人枚方人権まちづくり協会内）

　枚方市在住の方。年齢不問。

面接 

相談 
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【住所】 〒573-0031　枚方市岡本町7-1
ビオルネ・イオン枚方店6階

【電話】 072-841-3363 若者担当　　 41＃

障害者担当　42＃

【FAX】 072-841-1101

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

ハローワーク枚方

http://osaka-hellowork.jsite.
mhlw.go.jp/list/hirakata/

　地域：枚方市・寝屋川市・交野市 　※地域以外の利用も可

　月曜から金曜日8：30～17：15　土曜日　10：00～18：00　（日・休祝日・年末年始を除く）
　土曜日はパソコンによる求人情報の提供と職業紹介業務のみ。

　国が運営する職業紹介機関です。
　職業相談や職業紹介、履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接、適性検査等、就職に関する
ことなら何でも相談してください。
　枚方市や北河内地域若者サポートステーション、枚方市障害者就業・生活支援センター等と
も連携をとっています。

　就職活動についてのアドバイスや希望に沿った求人情報提供など個別の支援を行い、一日も
早い就職を目指します。

相談 
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【住所】 〒573-0042　枚方市村野西町5-1
サプリ村野内　

【電話】 072-805-3537

【FAX】 072-805-3532

【E-mail】 info@hirakatanpo-c.net

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料（場合によっては有料）

　子育て支援、防災、環境、教育、福祉、文化、体育などおよそ100を超えるさまざまな領域の
団体がそれぞれに活動をしており、またNPOフェスタなどの取り組みでは一つにつながりあって、
市民社会の課題にも向き合い解決に向け大きな役割を果たせる市民活動団体へと育ち合える
よう努力しております。

(特活)ひらかた市民活動支援センター

　特に限定なし

　月曜・火曜・木曜・金曜・土曜　9：30～20：30
　日曜日・第4火曜日　　　　　　  9：30～17：30

　相談を通じて、さまざまな団体を紹介し、たくさんの選択肢のなかから、出会いを体験し、課題
克服への手助けをしております。

面接 

相談 

電話 

相談 
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【住所】 〒573-0027　枚方市大垣内町1-3-1
マインドビル4階

【電話】 072-844-2423

【FAX】 072-844-4141

【HP】 http//www.joke-jp.com/tsubasa

【E-mail】 joke@joke-jp.com

●対象者

●開設日時

●活動内容

●機関からのひとこと

●利用方法

活動場所
サプリ村野（TEL：072-805-0105）

NPO法人　つばさの会大阪

　近畿在住の方。年齢不問。本人、家族、関係者

　家族会：毎月第3日曜日　13:00～17:00
　居場所支援：毎週1回

　ひきこもり、ニートに関する相談をお受けし、継続して対応方法を一緒に考えていきます。居場
所支援や家族の会も行っています。
　相談や居場所支援、就労体験はサプリ村野にて実施しています。訪問支援は予算に応じて実
施しています。詳しい日時・場所はお問い合わせ下さい。
　（問い合わせ時間：月曜から金曜日　9:00～18:00）

　相談をお聴きし、これからの向かう道や対応方法をご本人や家族と一緒に考えていきます。次
の一歩を踏み出すきっかけの一つとしてご相談下さい。サプリ村野での居場所支援にはボラン
ティアさんが参加しています。

　年会費：3,000円　月会費：（参加した場合につき）1,000円、夫婦参加なら1,100円

研修会 ソフトボール 学習会

面接 

相談 居場所 訪問 家族会 
就労 

体験 
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〒573-1191　枚方市新町2-1-5
メセナひらかた会館

●対象者

●開設日時

●活動内容

●機関からのひとこと

●利用方法

【住所】
（例会会場）

【連絡先】
（TEL/FAX）

06-6696-0967　(山根方)

　大阪在住の方。年齢不問。家族。

　家族会例会：毎月第2日曜日 13：00～16:00　

イシス大阪　家族会

　相談：親の立場でいつでも電話で。
　家族会例会：情報交換、交流、学習会など。

　例会参加費：500円（非会員：1,000円。初回は無料）　年会費：2,000円

　「親の元気が一番！！」を合言葉に子どものことだけでなく、親の趣味や活動なども話し合って
います。

例会会場
メセナひらかた会館（TEL：072-843-5551）

電話 

相談 
家族会 
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〒573-1191　枚方市新町2-1-35
ラポールひらかた

camomile_tusin@yahoo.co.jp

ラポールひらかた（TEL：072-845-1602）

●対象者

●開設日時

●活動内容

●機関からのひとこと

●利用方法

写真添付

　不登校の子を持つ親御さん、一人で悩まずにつながりあいましょう！
　平成10年結成の自主グループで、親同士の支え合いを続けています。私たちは不登校を悪
いことと考えません。多感な思春期に集団生活に違和感を抱くことや、学校や社会から距離を
置くことが必要な時もあります。
　カモミールで親の気持ちを楽にして下さい。家の中の空気が柔らかくなると、きっと子どもさんに
もエネルギーが出てきますよ。

【E-mail】

活動場所

　不登校・ひきこもりの子を持つ親。

　定例会：　毎月第3土曜日　19:00～21:00

　・定例会での語り合い・・・ スクールカウンセラーの本多利子さんも随時参加されます。
　･カモミール通信（年4回発行）・・・本多さんや経験者の言葉を届けます。
　・カモミールカフェ（不定期・会員対象）・・・　作って食べて語り合い、心和むひと時を。

不登校の親の会　カモミール

【住所】
（活動場所）

【連絡先】
（TEL/FAX）

072-832-5591(中谷)

　入会金不要　年会費：1,000円
　定例会の参加費　会員無料・非会員300円

家族会 家族会 
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〒573-0064枚方市北中振3-27-10
蹉跎生涯学習市民センター

〒573-0128　枚方市津田山手1-6-4
072-859-7756

古庄（ふるしょう）健

●対象者

●開設日時

●活動内容

●機関からのひとこと

●利用方法

写真添付

　お問い合わせはいつでもどうぞ。

　4・6・10・12月第3日曜日の13:00～17:00は枚方市の蹉跎生涯学習市民センター、2・8月
第3日曜日の午後13:00～17:00は寝屋川のふらっとねやがわで交流会を開催。助言者の先生
のお話と、学齢期・青年期に分かれての交流を行います。お花見会、望年会、ケーキ作りの会、
おやじの会などもあります。奇数月は大阪府全体の交流会（天満橋・エルおおさか）に参加しま
す。8月の「登校拒否・不登校問題全国のつどい」、12月の「全国若者・ひきこもり協同実践交流
会」では、全国の仲間と交流します。

　この会の目的は、登校拒否やひきこもりで悩んでいる親や教師が、悩みを語り合い、交流し、学
びあうことです。そして、子どもや青年たちの自立に向けて安心できる教育・社会環境づくりを目
指すことです。
　参加されたお母さんの言葉を紹介します。「先輩の皆さんのお話を聞いて少し先が見えてきま
した。」「沢山自分のことを話せて心が軽くなりました。」

　1回　500円

登校拒否を克服する会　北河内交流会

Kenken1222fk@gmail.com

　登校拒否・ひきこもりの親や教師

【住所】
（活動場所）

【連絡先】
（TEL/FAX/

E-mail）

蹉跎生涯学習市民センター（TEL：050-7102-3133）

枚方市交流会会場

家族会 
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〒573-1191　枚方市新町2-1-35
ラポールひらかた

baltan.yujinakagawa@gmail.com
baltan-toreburinka@k.vodafone.ne.jp

ラポールひらかた（TEL：072-845-1602）

●対象者

●開設日時

●活動内容

●機関からのひとこと

●利用方法

みんなでつくる学校　とれぶりんか

【住所】
（活動場所）

　北河内在住の方。小学生から40代くらいまで。

　活動日時： 毎月第1・3木曜日  13：30～15：00　（要連絡）
　　　　　　  　 毎月第4金曜日　　　18：00～21：00　（随時相談受付）

【連絡先】
（TEL/携帯）

【E-mail】

活動場所

090-4289-5317
072-826-3552

（中川）

　元不登校、ひきこもりの若者、障害をもった仲間たちがスタッフとして活躍しています。自らの
「痛み」を通してつながり合い、共感、感動を共にしています。
　いろんな専門部があり、選択肢がいっぱいあります。自分が活躍できる場所が見つかり、共に生
きる中で自身が芽生えます。

　基本は無料。専門部によっては必要経費の負担があります。

　相談事業：しるべサークル
　とれぶカフェ：当事者がスタッフとして運営に加わっています。
　各専門部の活動体験：「畑つちのこ」、「とれぶりんか劇団（毎週土曜）」、「音楽部」、
　　　　　　　　　　　　　　 「イラスト・マンガ部」、「ふれあいバドミントン」、「お祭り・イベント部」など。

相談 
就労 

体験 

居場所 

グループ 
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【住所】 〒573-0058
枚方市伊加賀東町6番8号

【電話】 072-844-7830

【FAX】 072-843-4699

【HP】

【E-Mail】 sodan7830@city.hirakata.osaka.jp
（問い合わせ専用）

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料

枚方公園青少年センター　＜青少年相談＞

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/3-5-0-0-0_3.html

　枚方市在住の、おおむね26歳までの青少年及びその保護者。

　毎月　第1月曜日　17:00～19:50
　　　　　第3月曜日　15:00～18:50

　臨床心理士等専門の相談員が、いじめ、不登校、ひきこもり、人間関係等の青少年相談を受
けております。

　相談は予約が必要です。
　予約は電話の場合、第4月曜日を除いて9：00～17：00の間、メールの場合は24時間受け付
けております。
　予約をいただいておれば電話での相談も可能です。

電話 

相談 

面接 

相談 
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【住所】 〒572-0838　寝屋川市八坂町
28－5

【電話】 072－828－0161

【FAX】 072-828-5319

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料

　子どもや家庭についての相談、おおむね２５歳までの青少年についての相談を行っています。

　北河内地域にお住いの子ども・おおむね２５歳までの青少年
　※子ども：１８歳未満

　月曜から金曜日　9:00～17:45　(祝日、年末年始を除く)

　ご自身が自分の課題に気づけることが出発点だと考えています。相談を重ねる中で自分の気
持ちに気づいたり、少しずつ社会参加をすることで現実に向き合い、自らの課題を整理できるよう
支援しています。ぜひお気軽にご相談下さい。

大阪府中央子ども家庭センター

http：//www.pref.osaka.lg.jp/
kodomokatei/

面接 

相談 

電話 

相談 
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【住所】 〒573-0032　枚方市岡東町
12－3－410サンプラザ3号館4階　
子ども総合相談センター・となとな内

【電話】 050-7102-3221

【FAX】 072-846-7952

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料

写真添付

枚方市子ども総合相談センター・家庭児童相談担当

　枚方市在住の、18歳未満の子ども及びその保護者

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/3-1-0-0-0_3.html

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　9:00～17:30

　家庭児童相談所は、18歳未満のお子さんに関する相談機関です。親子関係や友達関係、心
理面や発達面に関すること等を一緒に考えていきます。お子さんの状況に応じて心理検査やプ
レイセラピー（遊戯療法）、保護者のカウンセリング、必要に応じて家庭や学校への訪問や医療
機関の紹介を行っています。また、保護者のご希望により、学校等とも連携させていただきます。

　臨床心理士等の専門の相談員がご相談をお受けし、問題解決に向けて一緒に考えさせてい
ただきます。

入り口 プレイルーム 相談室

電話 

相談 
面接 

相談 
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【住所】 〒573－1159
枚方市車塚1丁目1番1号

【電話】 「いじめ専用ホットライン」：072-809-7867
「教育安心ホットライン」：072-809-2975

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

写真添付 写真添付

カードリーフレット ・ 表 裏

枚方市教育委員会児童生徒支援室
＜子どもの笑顔守るコール＞

　枚方市在住の、幼稚園・小学校・中学校の本人、その保護者、教職員など。

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　9:00～17:00

　学校
がっこう

のこと、友
とも

だちのこと、心配
しんぱい

なことがあれば、ひとりでなやまないで、いつでもきがるに電話
でんわ

し

てください。

　いじめ、友達関係、不登校に関することなど、学校生活全般についての教育相談をお受けします。

電話 

相談 
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【住所】 〒573-0027　枚方市大垣内町2-15-1
北河内府民センタービル4階

【電話】 072-843-2000

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

大阪府枚方少年サポートセンター

http://www.pref.osaka.lg.jp/
koseishonen/syounensupportcenter/

　北河内地域のおおむね12歳から18歳までの少年、およびその保護者。

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　　　9:00～17:45

　少年育成室では、保護者や学校等からの相談に応じたり、少年の再非行を防止するために、
立ち直り支援活動として、継続的な面接指導や育成支援室と合同で社会貢献活動等の活動を
行っています。
　育成支援室では、支援サポーター（大学生ボランティア）の協力を得ながら、個々の少年に応
じた立ち直り支援プログラムを実施しています。

　少年サポートセンターは大阪府・大阪府警察本部・大阪府教育庁の三者が連携して、非行防止活動の
キーステーションとして非行防止や立ち直り支援等、少年の健全育成のための活動を行っています。

☆少年育成室（大阪府警察本部）
～非行などの少年問題に関する相談活動、犯罪被害に遭った少年の保護活動、あるいは、保護者に対す
るサポート活動など、少年の非行防止と健全育成に向けた①街頭活動　②立ち直り支援活動　③少年相
談　④広報活動等の活動を行っています。

☆育成支援室（大阪府）
～中学生を中心とした非行少年及び不良行為少年が再非行を犯さないように、非行からの立ち直り支援
をしています。少年の居場所づくりを行い、ケースワーカーが非行の原因究明を行う中で、少年たちの自己
変容につながる機会の提供を行っています。

　また、小学校5年生に対する『非行防止・犯罪被害防止教室』も行っております。（全小学校実施）

相談 
居場所 

グループ 
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●対象者

●開設日時

●支援内容

相談

●利用方法 無料

枚方人権まちづくり協会

【地域】 枚方市全域

【住所】 特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会

〒573-0032　枚方市岡東町12-1-502

【電話】 072-844-8866（専用）

【FAX】 072-844-8799

●機関からのひとこと

枚方市社会福祉協議会

【地域】 北部

【住所】 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会
〒573-1105　枚方市南楠葉
1-30-1-203
地域包括支援センター社協こもれび内

【電話】 072-856-9155

【FAX】 072-856-9188

　福祉や地域の情報に詳しいコミュニティソーシャルワーカー（CSW：地域相談員）が、福祉に関
する困り事の相談をお受けします。

いきいきネット相談支援センター

　高齢者、障害者、ひとり親家庭など支援を必要とする方とその家族の方

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　9:00～17:30

　当センターを運営する法人では、同じ場所に地域就労支援センターや進路相談事業、人権相
談窓口も併設しており、必要に応じて一緒に問題解決にあたっています。「どこに相談したらよい
のかわからない」という方でも、まずはお気軽にご相談ください。

殿二、殿一、小倉、樟葉、牧野、西牧野、平野、招提、
樟葉北、樟葉西、樟葉南、船橋の小学校区

電話 

相談 

面接 

相談 
訪問 
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【地域】 中部

【住所】 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会
〒573-1191　枚方市新町2-1-35
ラポールひらかた1階

【電話】 072-807-3448

【FAX】 072-845-1897

【地域】 南部

【住所】 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会
〒573-1191枚方市新町2-1-35
ラポールひらかた1階

【電話】 072-807-3448

【FAX】 072-845-1897

【地区】 東部

【住所】 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会
〒573-0127枚方市津田元町1-9-21
地域支援センターゆい内

【電話】 072-808-2433

【FAX】 072-808-2423

●機関からのひとこと

山之上、春日、桜丘、香里、香陽、桜丘北、蹉跎、蹉跎西、蹉跎東、
開成、五常、東香里、川越の小学校区

菅原、津田、氷室、津田南、菅原東、藤阪、長尾、
西長尾、田口山の小学校区

　どこに相談すればよいかわからない悩み事やお困りごとがありましたら、まずご相談ください。相
談は無料。秘密は厳守します。「出張相談会」も行なっております。詳細は上記連絡先までお問
い合わせください。

高陵、枚方、枚二、中宮、明倫、磯島、山田、中宮北、山田東、
交北、伊加賀の小学校区

22



【住所】 〒573-1191　枚方市新町2-1-35
（事務局） ラポールひらかた　

枚方市社会福祉協議会地域福祉課内

【電話】 072-807-3448

【FAX】 072-845-1897

【HP】 http://wwwhirakata-syakyo.net/

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

　枚方市内各地域の民生委員・児童委員又は主任児童委員が生活福祉、高齢者・児童・障が
い者（児）福祉について相談に応じたり、適切な関係機関へつなぐ等、人に寄り添う活動を行って
います。

枚方市民生委員児童委員協議会

　枚方市在住の方

　事務局：月曜から金曜日（祝日を除く）　9:00～17:30
　　または最寄の民生委員・児童委員、主任児童委員へ

　あなたの身近な相談員として、これからも「地域とともに」を心に刻み活動しています。

相談 訪問 
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【住所】 〒573-0027
枚方市大垣内町2-2-2

【電話】 072-807-7625

【FAX】 072-845-0685

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料

枚方市保健所　保健予防課

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/2-2-0-0-0_3.html

　枚方市在住の、18歳以上の本人またはその家族・関係者。

　こころの病（統合失調症、うつ病、認知症、アルコール依存症などの精神疾患、ひきこもりなど）
についての相談を、精神科医、ケースワーカー及び保健師が行います。
　ひきこもりの家族交流会を月に1回、保健所にて実施しています。
　こころの健康相談ダイヤル〈℡：072-845-3177※月～金（祝日を除く）9：00～16：00〉を設
置しており、専門の相談員（臨床心理士、精神保健福祉士など）が相談をお受けしています。

　「つらい」「しんどい」気持ちをお話しできる窓口として、まずはご相談ください。
　必要に応じ、精神科医療機関のご案内をはじめ、嘱託医相談や受療のための支援を行いま
す。
　家族交流会は、メンバーの方々どうしで日々の思いをわかちあう場として実施しています。参加
ご希望の方は、まず当課にお問い合わせください。

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　9:00～17:30

電話 

相談 

面接 

相談 訪問 家族会 
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【住所】 〒573-1191　枚方市新町2丁目1-35
ラポールひらかた

【電話】 072-841-0184

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

枚方市社会福祉協議会＜心の健康相談＞

　特に限定なし

　毎週金曜日　（祝日を除く）　13:00～16:00
　受付時間　12:30～15:30

　心の悩みや不安について相談員が相談に応じます。必要に応じて関係機関を紹介します。

　心の悩みや不安について相談員がじっくりとお話をお聴きします。

面接 

相談 
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【住所】 〒573-1197
枚方市禁野本町2丁目13番13号

【電話】 072-840-7221（代表）

【FAX】 072-840-4496

【HP】

【住所】 〒573-1118

枚方市楠葉並木2丁目29番3号
（北部支所内）

【電話】 072-851-1220

【FAX】 072-851-1152

【HP】

●対象者

●開設日時・場所

●支援内容

●機関からのひとこと

枚方市保健センター

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/2-1-0-0-0_3.html

すこやか健康相談室　北部リーフ

https://www.city.hirakata.osaka.jp/
0000016377.html

　≪健康相談≫

　枚方市在住の健康相談を希望する本人、家族。

　保健センター
  毎月第2水曜日、9:15～11:45（予約時間枠は、お1人につき約30分程度）。
　相談は、予約制です。相談無料。

　すこやか健康相談室　北部リーフ
　月曜日～金曜日、9：00～17：30（祝日、年末年始を除く）
　予約不要。相談無料。

　健診の結果の見方、生活習慣病予防、健康づくりについてなど、保健師による健康相談を実
施しています。ご自身、ご家族の健康づくりにお役立てください。
　詳しくは保健センター便利帳や広報をご覧下さい。

　相談をお聴きし、健康に対して今後の見通しが立てられるように、日常生活で活かすことのでき
る工夫や対応方法について、ご本人やご家族と一緒に考えていきます。健康づくりのきっかけの
一つとして、ご相談ください。

市立ひらかた 

    病院前 
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●対象者

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 要予約・無料。対象等詳細は保健センターにお問い合わせ下さい。

　≪住民健康診査≫

　枚方市在住の、学校や職場の健診を受ける機会のない15歳～39歳（学生や正社員としてお
勤めの方は原則対象外）、または医療保険に未加入の40歳以上の人。

　年度に1回、取り扱い医療機関で住民健康診査を受診できます。健診内容は、問診・身体計
測・診察・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図（心電図は40歳以上または医師が必要と認め
た人）です。
　詳しくは保健センターホームページをご覧下さい。

　年に1回の健診は、健康を維持するための第一歩です。健診を受けて、自分の身体の状態を
知るところから始めましょう。皆さんの健康づくりを応援しています。
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【住所】 〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番20号
枚方市役所別館1階

【電話】 072-841-1457

【FAX】 072-841-5123

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

　障害福祉に関するご相談をお受けします。
　　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請、交付
　　障害福祉サービスの支給決定
　　補装具、日常生活用具の支給決定
　　手当の支給
　　手話・要約筆記通訳の派遣
　　各種講習会の開催　　　　　　等

　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請受付をはじめ、各種制度、施
策に関する全般的なご相談をお受けします。

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/20-3-0-0-0_30.html

枚方市障害福祉室

　枚方市在住の、相談希望の本人、家族、関係者。

　月曜から金曜日　（祝日・年末年始を除く）　9:00～17:30

相談 
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障害者相談支援センターわらしべ

【住所】 〒573-0164枚方市長尾谷町1-101-1

【電話】 072-868-1301

【FAX】 072-868-3305

【開設日時】 月～金曜 9:00～18:00
（祝日・年末年始を除く）

●支援内容

パーソナルサポートひらかた

【住所】 〒573-0011枚方市中宮山戸町

【電話】 072-848-8825

【FAX】 072-848-7920

【開設日時】 月～金曜 9:00～18:00
土曜 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く）

●支援内容

障害者相談支援センター

　障害のある方やそのご家族などが、生活の中で困っていることについて身近な場所で相談できる場所で
す。福祉サービスの利用の相談や情報の提供、自立支援のサポートなどを行っています。

　パソコン教室、ピアカウンセリング。サロン活動、創作活動。柔道クラブ、外出企画。フィットネス
機器、ゲーム機を利用した「からだヘルスけあー」。カラオケを楽しむロイヤルタイム。大人気の
料理教室「クックサタデー」など日常的に来所してもらえるようにしています。※社会福祉法人わ
らしべ会の運営する事業所とも相互に連携。

　フィットネス機器の利用やゲーム、パソコン
などをしながら一緒に過ごしませんか？

　いろんな障害を持った方が来られています。
来てくださった皆さんがホッとできる場所があ
ればと思っています。お気軽にお越し下さい。

　相談・情報提供活動、ピアカウンセリング。サロン活動「ぶらりカフェ」「聴覚障害のある方のサロ
ン」「音訳サロン」。料理作り、手話クラブ。※NPO法人パーソナルサポートひらかたとして、就労
支援B型施設「障害者労働センター」「ヘルパー派遣センターすむ～じぃ」を運営。

　　　　　　　　　　　　　　　10-12-105

市民病院 

中宮平和 

ロード 

 

関西外大 

百済寺跡 

公園 

池之宮北 

中宮病院 

←かささぎ橋 

 

出屋敷→ 

 

ﾊﾟｰｿﾅﾙｻﾎﾟｰﾄ
ひらかた 
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地域支援センターゆい

【住所】 〒573-0127枚方市津田元町1-9-21

【電話】 072-808-2422

【FAX】 072-808-2423

【開設日時】 月～金曜 10:00～19:00
（祝日・年末年始を除く）

●支援内容

地域生活支援センターにじ

【住所】 〒573-0066枚方市伊加賀西町52-12

【電話】 090-8216-4911

【FAX】 072-845-1451

【開設日時】 月～金曜 9:30～17:00
（祝日・年末年始を除く）

●支援内容

　サロン活動（月～金）10:00～19:00。手話・手芸、生け花・書道、料理。第一日曜日サロン活
動「サロン・ド・わいわい」を12:00～16:00にラポールひらかたで開催。※日中一時支援事業、い
きいきネット相談支援センターも同じ場所で実施。

　地域の拠点を持てた事でご本人からの相談や
地域の方からの相談が増えました。いつでも気
軽に来てください。お待ちしております。

　調理活動や、スポーツ活動があります。まず
はお気軽にお越し下さい。みんなでお待ちして
います。

　普段の活動はさをり織り、パソコン、パズル、手芸等。毎週月曜日(午後)おやつ作り。第2,4金
曜日(午前)昼食作り。月2回程度伊加賀スポーツセンターで卓球・バスケ・バトミントンなど。※社
会福祉法人であい共生舎として生活介護「ワークショップ虹」、就労継続A型・就労移行支援「福
祉工場」等も運営。

津田元町 
津田 

ゆい 

津田中
アルプラザ 

津田図書館 津田中 

津田駅 

ＪＲ

学研

都市

線 

 

伊加賀小 

大寿会病

伊加賀緑町 

伊加賀緑町南 

光

善

寺

駅 
中振 

淀

川 

 

出口 

枚方大橋 

にじ 
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相談支援センター陽だまり

【住所】 〒573-1161枚方市交北2-7-15

【電話】 072-809-0015

【FAX】 072-809-0015

【開設日時】 月～金曜 9:00～18:00
土・日曜 13:00～18:00　
（祝日・年末年始を除く）

●支援内容

クロスロード

【住所】 〒573-0028枚方市川原町9-4

【電話】 072-843-4100

【FAX】 072-843-4100

【開設日時】 水～日曜　10:00～18:00
（祝日開所。年末年始は要確認）

●支援内容

　生活相談、サロンの場の提供、ランチサービス(350円)月～金。地域サロン(編み物、手芸、
アートクラブ、フラワーアレンジメント、スイーツデコ等)。当事者サークル活動(バドミントン、ダイ
エット、テニス等)。※NPO法人陽だまりの会として就労継続支援B型事業所「ワークショップちゃ
ぶ」等も運営。

　家にこもっている人が安心して通って来れる
ように、雰囲気作りを心がけています。

　枚方市駅徒歩3分。パソコン教室でワード・エ
クセルを一緒に勉強しましょう。ぶらっと立ち
寄ってください。

　サロンとしての場、各種相談。他、月1回のペースでパントマイム教室、絵手紙教室、クレイクラ
フト教室、書道教室、俳句・川柳教室を開催。週1回のパソコン教室、ギターサークル。社会貢
献活動として地域清掃・自治会清掃。メンバーのミーティングで決めるレクリエーション活動(カラ
オケ)、お菓子作り、野外ランチ等。※社会福祉法人やなぎの里として、精神障害者通所授産施
設「ぱぴるす」、精神障害者小規模通所授産施設「やなぎ工房」、「ハウスゆう」等運営。

穂谷中央図書館 

交北

山田
新世病院 

出屋
出屋敷南 

陽だまり 

クロスロード 

枚方市役所 
枚方保健所 

市民会館 
 

枚方

市駅 
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【住所】 〒573-1187　枚方市磯島元町21-10

【電話】 090-2064-2188

【FAX】 072-848-8911

【E-mail】 Niji777＠herb.ocn.ne.jp

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

枚方市障害者就業・生活支援センター

　「これから就職を考える人」「職場のことで悩んでいる人」「働きながらの生活における相談」など
の面談や相談をしています。また、企業への訪問、相談もしています。
　障害者合同就職面接会や就労している人たちの集いの場、障害のある方を対象に関係機関
と合同で就職のための講座・研修などを開催しています。

　枚方市在住の本人・家族。企業。

　月曜から金曜日　　9:00～16:30　（土、日、祝日を除く）

　障害がある人が地域であたりまえに生活し働いていくには、まだまだ困難な状況があります。私
たちは障害のある人が、会社で働き、地域でよりよい生活を実現していくための総合的な支援を
めざしています。

就労 

相談 
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【住所】 〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番20号
枚方市役所別館1階

【電話】 072-841-1452

【FAX】 072-841-4123

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

枚方市生活福祉室

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/20-4-0-0-0_3.html

　生活福祉室では、生活保護法に基づき、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する
世帯に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため必要な保護を行うとともに、活用
できる他の施策や社会資源の利用を含め、世帯の自立助長のための支援、指導を行っていま
す。
　また、一般就労に向けた準備が整っていない方を対象に、就労に向けた動機づけや基礎能力
の形成のための訓練を行うことで、日常生活自立、社会生活自立及び就労自立に向けた段階
的な支援を行う就労準備支援事業や、稼働能力を有しながら様々な要因により就労に至ってい
ない方には、カウンセリングを通じた就労意欲の喚起やきめ細かな助言・指導、適性・能力等を
勘案した求人情報の提供、採用面接試験の同行などのサポートを行う就労支援事業を行い、
保護受給中の方のための自立に向けた支援を行っています。

　保護を受けることは国民の権利ですから、生活に困っているときは、一定の基準に従って誰で
も保護を受けることができます。
　生活保護に関するご相談や申請は、生活福祉室までお越しください。

　枚方市在住の方

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　9:00～17:30

相談 訪問 
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【住所】 〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番20号
枚方市役所別館1階　生活福祉室内

【電話】 072-841-1548

【FAX】 072-841-4123

【HP】

●対象者

●開設日時

●支援内容

●機関からのひとこと

●利用方法 無料

写真添付 写真添付

窓口の様子

　枚方市在住の仕事や暮らし、お金のことでお困りの方。

　月曜から金曜日　（祝日を除く）　9:00～17:30

生活困窮者自立支援制度
自立相談支援センター

http://www.city.hirakata.osaka.jp/
soshiki/20-4-0-0-0_1.html

　仕事や暮らしのことなどで経済的にお困りの方の相談を専門の相談支援員がお受けします。一
人ひとりの状況に応じた支援計画を立て、他の支援機関と連携しながら自立に向けた支援を行
います。

　仕事がなかなか決まらない、家賃が払えずアパートを出て行かなければならないかも知れな
い、仕事の経験があまりなくて働けるか不安がある、生活に困窮しているがどこに相談していいか
わからない等、仕事や暮らしのことでお困りのことを、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
専門の相談支援員が、必要に応じて様々な関係機関と連携を図りながら、自立に向けた支援を
させていただきます。

面接 

相談 

電話 

相談 
訪問 

就労 

支援 
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