
別添

（平成25年７月現在）

サポステ名称 運営法人

1 北海道 札幌市中央区 さっぽろ若者サポートステーション 公益財団法人　さっぽろ青少年女性活動協会

2 北海道 旭川市 あさひかわ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

3 北海道 釧路市 くしろ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

4 北海道 函館市 はこだて若者サポートステーション 一般財団法人　北海道国際交流センター

5 北海道 苫小牧市 とまこまい若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

6 北海道 帯広市 おびひろ地域若者サポートステーション 学校法人　国際学園

7 北海道 北見市 オホーツク若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワークフェア

8 北海道 岩見沢市 《5月》 岩見沢地域若者サポートステーション 公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会

9 青森 青森市 あおもり若者サポートステーション 株式会社　日本マンパワー

10 青森 弘前市 ひろさき若者サポートステーション 特定非営利活動法人　プラットフォームあおもり

11 青森 八戸市 はちのへ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

12 岩手 盛岡市 もりおか若者サポートステーション 特定非営利活動法人　もりおかユースポート

13 岩手 宮古市 みやこ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　みやこ自立サポートセンター

14 岩手 一関市 《4月》 いちのせき若者サポートステーション
特定非営利活動法人　いわて発達障害サポートセンター
えぇ町つくり隊

15 宮城 仙台市太白区 せんだい若者サポートステーション 特定非営利活動法人　わたげの会

16 宮城 大崎市 みやぎ北若者サポートステーション 企業組合　労協センター事業団

17 宮城 石巻市 石巻地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

18 秋田 秋田市 あきた若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ＫＯＵ

19 山形 酒田市 庄内地域若者サポートステーション 山形県中小企業団体中央会

20 山形 米沢市 置賜若者サポートステーション 特定非営利活動法人　Ｗｉｔｈ優

21 山形 山形市 やまがた若者サポートステーション 特定非営利活動法人　発達支援研究センター

22 福島 福島市 ふくしま若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ビーンズふくしま

23 福島 郡山市 こおりやま若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ビーンズふくしま

24 福島 いわき市 いわき若者サポートステーション 特定非営利活動法人　すだち

25 福島 会津若松市 会津地域若者サポートステーション 株式会社　みとみ

26 福島 西白河郡 《4月》 ふくしま県南地域若者サポートステーション アネシス学院 株式会社

27 茨城 水戸市 いばらき若者サポートステーション 特定非営利活動法人　すだち

28 茨城 筑西市 《4月》 いばらき県西若者サポートステーション 一般社団法人　アイネット

29 栃木 宇都宮市 とちぎ若者サポートステーション 一般社団法人　栃木県若年者支援機構

30 栃木 小山市 とちぎ県南若者サポートステーション 一般社団法人　とちぎ青少年自立援助センター

31 栃木 那須塩原市 とちぎ県北若者サポートステーション 特定非営利活動法人　キャリアコーチ

　　　　　　　　　平成25年度　地域若者サポートステーション一覧（160ヵ所）
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32 群馬 前橋市 ぐんま若者サポートステーション 特定非営利活動法人　キャリア倶楽部

33 群馬 太田市 東毛若者サポートステーション 特定非営利活動法人　キャリア倶楽部

34 埼玉 川口市 かわぐち若者サポートステーション 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

35 埼玉 深谷市 深谷若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

36 埼玉 春日部 《4月》 埼玉とうぶ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　すだち

37 埼玉 さいたま市 《4月》 地域若者サポートステーションさいたま 特定非営利活動法人　さいたまユースサポートネット

38 千葉 千葉市美浜区 ちば地域若者サポートステーション 株式会社　アクティブブレインズ

39 千葉 市川市 いちかわ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ニュースタート事務局

40 千葉 柏市 かしわ地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　キャリアデザイン研究所

41 千葉 成田市 ちば北総地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

42 千葉 木更津市 ちば南部地域若者サポートステーション 株式会社　アクティブブレインズ

43 千葉 船橋市 ふなばし地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　セカンドスペース

44 千葉 茂原市 《4月》 ちば南東部地域若者サポートステーション 株式会社 アクティブブレインズ

45 東京 足立区 あだち若者サポートステーション 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター

46 東京 立川市 たちかわ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

47 東京 三鷹市 みたか地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　文化学習協同ネットワーク

48 東京 新宿区 しんじゅく若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

49 東京 世田谷区 せたがや若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

50 東京 板橋区 いたばし若者サポートステーション 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター

51 東京 練馬区 ねりま若者サポートステーション 特定非営利活動法人　文化学習協同ネットワーク

52 東京 調布市 調布若者サポートステーション 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

53 東京 八王子市 はちおうじ地域若者サポートステーション 学校法人　国際学園

54 東京 福生市 多摩若者サポートステーション 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター

55 神奈川 横浜市西区 よこはま若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ユースポート横濱

56 神奈川 相模原市緑区 さがみはら若者サポートステーション 特定非営利活動法人　文化学習協同ネットワーク

57 神奈川 鎌倉市 湘南・横浜若者サポートステーション 株式会社　K２インターナショナルジャパン

58 神奈川 川崎市高津区 かわさき若者サポートステーション 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

59 神奈川 小田原市
神奈川県西部地域若者サポートステー
ション

特定非営利活動法人　子どもと生活文化協会

60 新潟 三条市 三条地域若者サポートステーション ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

61 新潟 新潟市中央区 新潟地域若者サポートステーション 企業組合　労協センター事業団

62 新潟 村上市 村上地域若者サポートステーション 企業組合　労協センター事業団

63 新潟 長岡市 長岡地域若者サポートステーション ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

64 新潟 上越市 上越地域若者サポートステーション 公益財団法人　新潟県雇用環境整備財団

65 富山 富山市 富山県若者サポートステーション 一般財団法人　富山勤労総合福祉センター

追加 

追加 

追加 



サポステ名称 運営法人設置場所

66 富山 高岡市 高岡地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　北陸青少年自立援助センター

67 富山 黒部市 にいかわ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　教育研究所

68 石川 金沢市 いしかわ若者サポートステーション 石川県人材育成推進機構

69 福井 福井市 ふくい若者サポートステーション 特定非営利活動法人　福井県セルプ振興センター

70 山梨 甲府市 山梨県若者サポートステーション 公益財団法人 山梨県青少年協会

71 山梨 富士吉田市 ぐんない若者サポートステーション 有限会社　アドラック

72 長野 塩尻市 しおじり若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ジョイフル

73 長野 長野市 ながの若者サポートステーション 企業組合　労協ながの

74 長野 上田市 若者サポートステーション・シナノ 認定特定非営利活動法人　侍学園　スクオーラ・今人

75 岐阜 岐阜市 岐阜県若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ICDSキャリア・デザイン・サポーターズ

76 静岡 三島市 しずおか東部若者サポートステーション 特定非営利活動法人　リベラヒューマンサポート

77 静岡 静岡市清水区 静岡地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　青少年就労支援ネットワーク静岡

78 静岡 浜松市中区 地域若者サポートステーションはままつ 特定非営利活動法人　遠州精神保健福祉をすすめる市民の会

79 静岡 掛川市 地域若者サポートステーションかけがわ 特定非営利活動法人　青少年就労支援ネットワーク静岡

80 愛知 蒲郡市 がまごおり若者サポートステーション 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター　北斗寮

81 愛知 名古屋市北区 なごや若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ICDSキャリア・デザイン・サポーターズ

82 愛知 安城市 安城若者サポートステーション 特定非営利活動法人　育て上げネット中部虹の会

83 愛知 半田市 ちた地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　エンド・ゴール

84 愛知 豊橋市 とよはし若者サポートステーション 特定非営利活動法人　いまから

85 愛知 一宮市 いちのみや地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　エンド・ゴール

86 愛知 春日井市 春日井若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

87 三重 津市 若者就業サポートステーション・みえ 公益財団法人 三重県労働福祉協会

88 三重 伊勢市 いせ若者就業サポートステーション 特定非営利活動法人　いせコンビニネット

89 三重 伊賀市 いが若者サポートステーション 社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会

90 三重 四日市市 北勢地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　市民社会研究所

91 滋賀 草津市 滋賀県地域若者サポートステーション 滋賀県中小企業家同友会

92 滋賀 大津市 大津若者サポートステーション 滋賀県中小企業家同友会

93 京都 京都市中京区 京都若者サポートステーション 公益財団法人　京都市ユースサービス協会

94 京都 綾部市 あやべ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　あやべ福祉フロンティア

95 京都 宇治市 宇治（京都南）若者サポートステーション 特定非営利活動法人　まごころ

96 京都 亀岡市 京都丹波地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　森と農園のあるくらし

97 大阪 大阪市中央区 大阪府若者サポートステーション 一般財団法人 大阪労働協会

98 大阪 高槻市 北大阪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

99 大阪 泉佐野市 南大阪若者サポートステーション 特定非営利活動法人　おおさか若者就労支援機構



サポステ名称 運営法人設置場所

100 大阪 大阪市東淀川区 大阪市若者サポートステーション 特定非営利活動法人　「育て上げ」ネット

101 大阪 東大阪市 東大阪若者サポートステーション 社会福祉法人　つむぎ福祉会

102 大阪 枚方市 枚方若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ホース・フレンズ事務局

103 大阪 富田林市 南河内若者サポートステーション 特定非営利活動法人　子ども・若もの支援ネットワークおおさか

104 大阪 豊中市 とよなか若者サポートステーション 一般社団法人　キャリアブリッジ

105 兵庫 神戸市中央区 こうべ若者サポートステーション 特定非営利活動法人 こうべユースネット

106 兵庫 姫路市 ひめじ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　コムサロン２１

107 兵庫 三田市 さんだ若者サポートステーション 特定非営利活動法人 こうべユースネット

108 兵庫 豊岡市 若者サポートステーション豊岡 企業組合　労協センター事業団

109 兵庫 宝塚市 宝塚地域若者ステーション 特定非営利活動法人　宝塚NPOセンター

110 兵庫 西宮市 西宮若者サポートステーション 特定非営利活動法人 こうべユースネット

111 兵庫 明石市 あかし若者サポートステーション 特定非営利活動法人 こうべユースネット

112 奈良 奈良市 なら若者サポートステーション 奈良県中小企業団体中央会

113 奈良 桜井市 若者サポートステーションやまと 株式会社　やまと

114 和歌山 和歌山市 若者サポ－トステ－ションわかやま 特定非営利活動法人　キャリア・ファシリテーター協会

115 和歌山 田辺市 南紀若者サポートステーション 特定非営利活動法人 ハートツリー

116 和歌山 橋本市 《4月》 若者サポートステーションきのかわ 特定非営利活動法人　キャリア・ファシリテーター協会

117 鳥取 鳥取市 とっとり若者サポートステーション 社会福祉法人　鳥取こども学園

118 鳥取 米子市 よなご若者サポートステーション 社会福祉法人　鳥取こども学園

119 島根 松江市 しまね東部若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ユースネットしまね

120 島根 浜田市 しまね西部若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ユースネットしまね

121 岡山 岡山市北区 おかやま地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　リスタート

122 岡山 倉敷市 くらしき地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　リスタート

123 岡山 津山市 つやま地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　リスタート

124 広島 広島市中区 広島地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　キャリアネット広島

125 広島 安佐北区 《4月》 ひろしま北部地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

126 山口 防府市 ほうふ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　コミュニティ友志会

127 山口 周南市 しゅうなん若者サポートステーション 一般社団法人　山口県労働者福祉協議会

128 山口 宇部市 うべ若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ライフワーク支援機構

129 山口 下関市 しものせき若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ライフワーク支援機構

130 徳島 徳島市 とくしま地域若者サポートステーション 公益社団法人 徳島県労働者福祉協議会

131 徳島 阿波市 あわ地域若者サポートステーション 公益社団法人 徳島県労働者福祉協議会

132 香川 高松市 かがわ若者サポートステーション 株式会社 穴吹カレッジサービス

133 香川 丸亀市 さぬき若者サポートステーション 特定非営利活動法人　さぬき自立支援ネットワーク
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134 愛媛 松山市 えひめ若者サポートステーション イヨテツケーターサービス株式会社

135 愛媛 新居浜市 東予若者サポートステーション イヨテツケーターサービス株式会社

136 高知 高知市 こうち若者サポートステーション 社会福祉法人　高知県社会福祉協議会

137 高知 幡多郡黒潮町 高知黒潮若者サポートステーション 特定非営利活動法人　青少年自立援助センター

138 福岡 福岡市中央区 福岡若者サポートステーション 特定非営利活動法人　JACFA

139 福岡
北九州市小倉北

区
北九州若者サポートステーション 学校法人　麻生塾

140 福岡 飯塚市 《4月》 筑豊若者サポートステーション 学校法人 麻生塾

141 福岡 久留米市 《4月》 筑後地域若者サポートステーション 特定非営利活動法人　JACFA

142 佐賀 佐賀市 さが若者サポートステーション 特定非営利活動法人 NPOスチューデント・サポート・フェイス

143 佐賀 武雄市 たけお若者サポートステーション 特定非営利活動法人 NPOスチューデント・サポート・フェイス

144 長崎 長崎市 長崎若者サポートステーション 一般社団法人　若者自立支援長崎ネットワーク

145 長崎 佐世保市 若者サポートステーション佐世保 一般社団法人　若者自立支援長崎ネットワーク

146 長崎 五島市 五島若者サポートステーション 一般社団法人　若者自立支援長崎ネットワーク

147 熊本 熊本市東区 くまもと若者サポートステーション 特定非営利活動法人　おーさぁ

148 熊本 玉名市 たまな若者サポートステーション 学校法人　松本学園

149 熊本 宇城市 うき若者サポートステーション NPO法人　夢・さぽーと

150 熊本 人吉市 ひとよしくま若者サポートステーション 特定非営利活動法人　くまもと学習支援ネットワーク

151 大分 大分市 おおいた若者サポートステーション ＮＰＯ法人　ダーＷＩＮのたまご

152 大分 佐伯市 おおいた県南若者サポートステーション 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

153 宮崎 宮崎市 みやざき若者サポートステーション 株式会社　九州コミュニティーカレッジ

154 宮崎 延岡市 宮崎県北若者サポートステーション 特定非営利活動法人　フロンティア会

155 鹿児島 鹿児島市 かごしま若者サポートステーション 特定非営利活動法人　かごしま青少年自立センター

156 鹿児島 奄美市 奄美若者サポートステーション 特定非営利活動法人奄美青少年支援センター「ゆずり葉の郷」

157 鹿児島 霧島市 霧島・大隅若者サポートステーション 特定非営利活動法人　かごしま青少年自立センター

158 沖縄 沖縄市 地域若者サポートステーション沖縄 社団法人　日本青少年育成協会

159 沖縄 那覇市 地域若者サポートステーションなは 特定非営利活動法人　なはまちづくりネット

160 沖縄 名護市 地域若者サポートステーションなご 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

《4月》 ・・・今回追加認定されたサポステ（１１カ所）。

追加 

追加 

追加 


