＜ひきこもり相談・支援＞

＜その他の支援＞

①公益財団法人 福山市スポーツ協会青少年育成課

⑮福山市産業振興課

（福山市自然研修センター・ふくやまふれ愛ランド）
就労に関する相談，情報提供，セミナー等の実施

ひきこもりがちな概ね15歳から39歳の青少年への支援
ひきこもり・ニート問題を抱えるご家族の支援

⑯福山市障がい福祉課

②福山市青少年・女性活躍推進課
障がいのある方を対象とした支援

①の事業と連携した,市内協力企業での職場体験，居場所の提供

③福山市保健所健康推進課

⑰福山市ネウボラ推進課

ひきこもり相談窓口「ふきのとう」で定例・随時相談を実
施。家族を対象とした【ひきこもり家族教室】【ひきこもり
家族交流会「風のある庭」】を実施

ひとり親家庭，寡婦を対象とした悩み相談等

⑱福山市福祉総務課
④特定非営利活動法人

どりぃむスイッチ
民生委員・児童委員に関する相談

社会参加に困難を有する子ども若者のための相談

⑤特定非営利活動法人子ども･若者支援マイプレイス
居場所の提供,自立にむけた相談・支援

⑥特定非営利活動法人

ふくでん

⑥

社会復帰にむけた様々な相談・支援

⑩
＜就職支援＞

⑦ふくやま地域若者サポートステーション
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若年者就労支援（グループ支援、職場体験等）

⑫
＜学習・就学支援＞

⑬⑧

①
⑧福山市教育相談センター

③

電話教育相談、心理相談

②
⑨特定非営利活動法人

学習支援ヴァパウス

このガイドでは、ひきこもり・不登校・
ニート問題について悩みを相談できる
窓口及び支援団体を紹介しています。
このリーフレットを手に取ることから…
あなたと家族のスタートです。

発達障害・学習障害のある人への学習支援

⑫ ③
⑥

⑩家族と教育を考える会

⑦

学習支援、カウンセリング、自助グループ

＜その他の支援＞

⑪福山市生活困窮者自立支援センター
（すまいる・ねっと・ワーク福山）
「子どもの居場所」づくり事業、訪問支援

⑫特定非営利活動法人

フリマドンナ

発達障害のある人への学習支援・相談

⑬みんなのカウンセリングルーム
心理的サポートが必要な方へのカウンセリング。カウンセ
ラーは，臨床心理士及び，公認心理士有資格者

⑭退所児童等アフターケア事業所 カモミール
社会的擁護の下で育っている、育った方への支援

⑨
⑭

ふくやま・ヤングサポートネットワーク
ペ

ア

ペ

ア

（愛称：ＰＡＩ×２）

⑪ ⑮
⑯⑰ ⑱
④⑦
⑤

このリーフレットには，福山市内のひきこもり等の子ども・
若者・家族の支援に関わっている機関・団体で，連携のあり
方について考えるネットワークの構成団体について掲載して
います。
愛称は，このネットワークが，地域の子ども・若者・家族と
“ペア”になる存在になりたい思いと，姉妹都市のハワイの
言葉で，福山市のシンボルマークの“こうもり”のことを
“オーペアペア”ということからつけられました。
事務局：福山市市民局まちづくり推進部
青少年・女性活躍推進課
TEL ９２８－１０４６ FAX ９２７－９１２１
＜2020年9月現在＞

ひきこもり支援
1

公益財団法人 福山市スポーツ協会青少年育成課（福山市自然研修センター『ふくやまふれ愛ランド』）

〒７２０－０８４３ 福山市赤坂町大字赤坂甲５４５番地
TEL：０８４－９５２－１１７７
Email：fureai-land@city.fukuyama.hiroshima.jp
HP：http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fureailand/
受付時間：8：30～17：15（年末・年始を除く）

自宅にひきこもりがちな方や家族を対象に相談をお受けしています。また，
社会へ一歩踏み出すお手伝いをする「社会体験活動プログラム」を４月から
３月の間，週１回のペースで，楽しい行事を折り混ぜながら，実施していま
す。（全４８回）併せて，ひきこもり・ニート問題について悩みを抱えるご
家族同士の情報交換・学びの場として「家族交流会」も開催しています。

9

特定非営利活動法人

学習支援ヴァパウス
発達障害・学習障害の傾向にある人，自分に自信が持てない人，コミュニ
ケーションをとることに難しさを感じている人を対象に，学習塾の形態で
学習支援を行っています。学習に限らず利用者が自分自身を見つめられる
もの，自分が自分でいられる時間がつくれるものを一緒に見つけて，応援
していきます。（有料）

〒７２０－００４４ 福山市笠岡町２番２５号
TEL：０８４－９１７－５０１４
Email：webmaster@vapaus.info
HP：http://www.vapaus.info
受付時間：17：00～（月・水・木・金曜日）

10 家族と教育を考える会（K4）
家族関係や，職場や学校での人間関係に起因する問題で悩んでいる人のた
めのカウンセリング・サポート活動，親から虐待を受けたり，生育環境に
起因する問題で悩んでいる人たちが，お互いの気持ちや経験を語り合う自
助グループを運営しています。また，悩んでいる子どもたちの相談に乗
り，必要に応じて学習支援も行っています。（予約制，有料）

〒７２０－１１３１

2

福山市青少年・女性活躍推進課
自宅にひきこもりがちな方や家族を対象に相談をお受けしています。また，
上記「1」の社会体験活動プログラム参加者を対象に，市内の協力企業で職
場体験を行う就労支援プログラムを実施しています。他に，ふらっと立ち
寄って，何をしても，しなくてもいい居場所スペース「YuRuRi～ゆるり
～」を平日午前１０時～午後６時（土・日・祝日・年末年始を除く）に開設
しています。

〒７２０－０８３１ 福山市草戸町五丁目１２番３号
TEL：０８４－９２８－１０４６
Email：seishounen-josei@city.fukuyama.hiroshima.jp
HP：http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp
受付時間：平日8：30～17：15（土・日・祝日・年末・年始を除く）

3

福山市保健所健康推進課
ひきこもりで悩んでいる本人や家族を対象に，ひきこもり相談窓口「ふきの
とう」において，本人の年齢やひきこもりの期間，本人や家族の状況などを
お聞きし，相談者の抱えている課題を整理して，関係課や関係機関につなぎ
ます。また家族を対象に，【ひきこもり家族教室】や【ひきこもり家族交流
会「風のある庭」】を実施し,ひきこもりに関する理解を深め，家族同士の交
流を図っています。

不登校やひきこもりがちで社会参加ができていない子どもや若者，または家
族の相談をお受けしています。困りごとの解消や希望を叶えるためにはどう
すれば良いかを一緒に考えたり，利用できる社会資源のご紹介をしていま
す。（予約制 有料）

安心して出かけていくことができる場，自分探しができる場，心の居場所を
提供し，個別担当のスタッフと人間関係をつくりながら，それぞれの目標に
向けて一緒に考えサポートしていきます。保護者の方からの相談や子ども・
若者たちへの関わり方，考え方の方向性も支援しています。（予約制）

NPO法人

ふくでん
「安心して話せる場所が欲しい」「復学・進学・学び直しをしたい」「就労
に結びつく支援を受けたい」「生活面での不安を解消したい」「住まいを確
保したい」「独りで暮らせる方法を身につけたい」「更生し，社会の一員と
して暮らしたい」このような相談内容を一緒に考えます。

〒７２０－２１０４ 福山市神辺町道上２８６９－３
TEL：０８４－９８２－６４４９
Email：fukuden.senda230501@river.ocn.ne.jp
受付時間：随時

就職支援
7

小中学生を対象に，生活困窮者世帯の子どもたちが安心して自分の存在を
認められる居場所を開設しています。不登校など他者との関係性がうまく
図れない子や，学習に抵抗がある子が落ち着いて学習でき，コミュニケー
ション能力を高め，自尊感情を取り戻せる支援を行い，子どもたちの将来
的な自立の手助けをすることを目的に活動しています。また，教育学習支
援員による訪問支援も行っています。

12 特定非営利活動法人

フリマドンナ

〒７２０－８５０１ 福山市東陽台二丁目１７－２０
TEL：０９０－８７１４－６３３０
Email：furimadonna2017@outlook.jp
HP：http://www.furimadonna.com
受付時間：10:00～18：00（月～土曜日・年末年始を除く）

発達障害及びアスペルガー症候群における本人や保護者のこころの悩みと
困りごとの相談に対応します。発達障害があるがゆえの周囲とのトラブル
や生活上での困りごとなどの相談を受けています。（予約制，個別相談は
有料）

13 みんなのカウンセリングルーム（YJ心理臨床事務所）
〒７２０－００３１

福山市三吉町１－３－４
WorkStyleひがしまち
TEL：０１２０－８７４－３０７
０７０－５０５４－９１６４（代表直通）
Email：dahui.y@gmail.com
HP：http://yj-counseling.jp/
電話受付時間：9：00～21：00
開室時間： 平日16:30～22:00
土・祝日12:30～22:00（ＧＷ・お盆・年末・年始を除く）

学校生活，仕事，家族関係等あらゆる生活場面での心理的サポートが必要
な方や，自分自身の悩みや，心理的問題を解消したい方に対して，臨床心
理学的援助（カウンセリング）を行います。また，不登校やひきこもりを
はじめとした子育てにおける様々な悩みを抱える保護者を対象にしたカウ
ンセリングも実施しており，一緒に問題解決を図っていきます。（予約
制，有料）カウンセラーは，臨床心理士及び，公認心理士有資格者。

14 退所児童等アフターケア事業所「カモミール」
〒７２０－００６６ 福山市三之丸町６番５号 三之丸ビル３階
TEL：０８４－９５９－３２７８
Email：info@hiroshima-chamomile.jp
HP：https://hiroshima-chamomile.jp
受付時間：13：00～18：00（火～土曜日）（祝日・年末・年始を除く）

社会的養護の下で育っている児童・育った方を対象に就労・自立に向けた
支援を実施しています。生活上のちょっとした困りごとから，人間関係，
各種手続きなどの相談，活用できる社会資源の情報提供や就労継続のため
の相談も含め，社会的自立に向けた活動を支えていきます。（予約制）

ふくやま地域若者サポートステーション
１５歳から４９歳の就学も就職もしていない方で，６ヶ月以内に就職を目指
す方を対象に，就労に向けた支援を実施しています。キャリアコンサルタン
トによる専門的な相談や適職診断，社会人準備プログラムによる計画的な支
援，コミュニケーションなどソーシャルスキル向上のためのグループ支援や
職場体験などひとりひとりの希望を汲みとりながら支援を行います。（予約
制）

〒７２０－０８１２ 福山市霞町一丁目８番１５号
霞町ビル２階
TEL：０８４－９５９－２３４８
Email：info@fukuyama-sapo.org
HP：https://fukuyama-sapo.org
受付時間：10：00～18：00
（土・日・祝日・お盆・年末・年始を除く）

学習・就学支援
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福山市東桜町３番５号 福山市役所１階
（福祉事務所内）
TEL：０８４－９２８－１２４１
Email：ziritsushien@city.fukuyama.hiroshima.jp
受付時間：8：30～17：15（土・日・祝日・年末・年始を除く）

特定非営利活動法人子ども・若者支援マイプレイス

〒７２０－０８１４ 福山市光南町一丁目１番３６号
松本建材第一ビル二階
TEL：０８４－９２３－６１７７
Email：myplacet@ark.ocn.ne.jp
HP：http://npo-myplace.org/
受付時間：9：30～18：00

6

〒７２０－８５０１

特定非営利活動法人どりぃむスイッチ

〒７２０－０８１２ 福山市霞町一丁目８番１５号
霞町ビル２階
TEL：０８４－９７１－４８６５
HP：https://dreamswitch.or.jp
受付時間：10：00～18：00（土・日・祝日・お盆・年末・年始を除く）

5

その他の相談支援
11 福山市生活困窮者自立支援センター（すまいる・ねっと・ワーク福山）

〒７２０－００３２ 福山市三吉町南二丁目１１－２２
福山すこやかセンター６階
TEL：０８４－９２８－３４２１
Email：kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp
HP：http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp
受付時間：平日8：30～17：15（土・日・祝日・年末・年始を除く）

4

福山市駅家町万能倉１２５６－1
NSビル１F６号
TEL：０８４－９７６－７８５３
Email：yokoro@kazoku-to-kyouiku.com
HP：http://kazoku-to-kyouiku.com/
受付時間：（月）（水）（木）（金）10：30～19：30
（土）（日）
13：00～19：00

〒７２０－８５０１ 福山市東桜町３番５号 福山市役所７階
TEL：０８４－９２８－１０４０
受付時間：平日8：30～17：15（土・日・祝日・年末・年始を除く）

就労に関する相談，情報提供，セミナー等を実施していま
す。（職業紹介・斡旋をするものではありません）

17 福山市ネウボラ推進課

福山市教育相談センター

〒７２０－００73 福山市北吉津町４丁目１３－５
TEL：０８４－９２４－５５５６
0120－８７４－７８３（携帯電話からはつながりません）
HP：http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/
受付時間：電話教育相談 10：00～13：00（月～金曜日）
心理相談
12：00～16：00（第1・3・4水曜日）

15 福山市産業振興課

電話により，教育問題全般にわたり，幅広く相談に応じています。また，悩
みや不安を抱える園児・児童生徒や保護者に心理学的立場から助言・支援を
行う心理相談も実施しています。（予約制）
＊第４水曜日は福山市研修センター（福山市引野町南一丁目17-31）で実
施いたします。

16 福山市障がい福祉課
〒７２０－８５０１

福山市東桜町３番５号 福山市役所１階
（福祉事務所内）
TEL：０８４－９２８－１２０８ FAX：０８４－９２８－１７３０
受付時間：平日8：30～17：15（土・日・祝日・年末・年始を除く）

障がい者・精神障がい者の手帳，医療，手当等に関する支援
を実施しています。

18 福山市福祉総務課

〒７２０－８５０１ 福山市東桜町３番５号 福山市役所７階
TEL：０８４－９２８－１０５３
受付時間：平日8：30～17：15（土・日・祝日・年末・年始を除く）

〒７２０－８５０１ 福山市東桜町３番５号 福山市役所１階
TEL：０８４－９２８－１０４５
受付時間：平日8：30～17：15（土・日・祝日・年末・年始を除く）

ひとり親家庭，寡婦の方が抱えるいろいろな悩み相談を行っ
ています。（医療，手当，就労など）

民生委員・児童委員による福祉や子育てに関する相談を承っ
ています。

