
令和４年４月１日現在

1 北海道 北海道ひきこもり成年相談センター 札幌市白石区平和通１７丁目北１－１３ こころのリカバリー総合支援センター内 ０１１－８６３－８７３３

2 青森県ひきこもり地域支援センター（本部） 青森市三内字沢部３５３－９２　青森県立精神保健福祉センター内 ０１７－７８７－３９５３

3 青森県ひきこもり地域支援センター（サテライト） 青森市中央３丁目２０－３０　県民福祉プラザ３Ｆ ０１７－７３５－８０６６

4 岩手県 岩手県ひきこもり支援センター 盛岡市本町通３丁目１９－１　岩手県福祉総合相談センター４Ｆ ０１９－６２９－９６１７

5 宮城県ひきこもり地域支援センター 大崎市古川旭５丁目７－２０　宮城県精神保健福祉センター内 ０２２９－２３－００２４

6 宮城県ひきこもり地域支援センター　南支所 仙台市太白区八本松１丁目１０-１８　八本松セントラルハウス２０２号 ０２２－３９３－５２２６

7 秋田県 秋田県ひきこもり相談支援センター 秋田市中通２丁目１－５１　秋田県精神保健福祉センター内 ０１８－８３１－２５２５

8 山形県 ひきこもり相談支援窓口「自立支援センター巣立ち」 山形市小白川町２丁目３－３０　山形県精神保健福祉センター内 ０２３－６３１－７１４１

9 福島県 福島県ひきこもり相談支援センター 福島市黒岩字田部屋５３－５　福島県青少年会館内 ０２４－５３９－８８８３

10 茨城県 茨城県ひきこもり相談支援センター 筑西市西方１７９０－２９ ０２９６－４８－６６３１

11 栃木県 栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポラリス☆とちぎ」 宇都宮市下戸祭２丁目３－３ ０２８－６４３－３４２２

12 群馬県 群馬県ひきこもり支援センター 前橋市野中町３６８　群馬県こころの健康センター内 ０２７－２８７－１１２１

13 埼玉県 埼玉県ひきこもり相談サポートセンター 越谷市千間台東１丁目２－１　白石ビル２Ｆ ０４８－９７１－５６１３

14 千葉県 千葉県ひきこもり地域支援センター 千葉市中央区仁戸名町６６６－２　千葉県精神保健福祉センター内 ０４３－２０９－２２２３

15 東京都 東京都ひきこもりサポートネット 新宿区西新宿２丁目８－１ ０１２０－５２９－５２８

16 神奈川県 神奈川県ひきこもり地域支援センター 横浜市西区紅葉ケ丘９－１　神奈川県立青少年センター内 ０４５－２４２－８２０５
※６月15

日～

17 新潟県 新潟県ひきこもり地域支援センター 新潟市中央区上所２－２－３　新潟県精神保健福祉センター内 ０２５－２８４－１００１

18 富山県 富山県ひきこもり地域支援センター 富山市蜷川４５９－１　富山県心の健康センター内 ０７６－４２８－０６１６

19 石川県 石川県こころの健康センター（ひきこもり地域支援センター） 金沢市鞍月東２丁目６番地 ０７６－２３８－５７５０

20 福井県ひきこもり地域支援センター 福井市光陽２丁目３－３６　福井県総合福祉相談所内 ０７７６－２６－４４００

21 福井県ひきこもり地域支援センター嶺南サテライト 小浜市四谷町３丁目１０番地　若狭健康福祉センター内 -

22 山梨県 山梨県ひきこもり地域支援センター 甲府市北新１丁目２−１２　山梨県立精神保健福祉センター内 ０５５－２５４－７２３１

23 長野県 長野県ひきこもり支援センター 長野市下駒沢６１８－１　長野県精神保健福祉センター内 ０２６－２６６－０２８０

24 岐阜県 岐阜県ひきこもり地域支援センター 岐阜市鷺山向井２５６３－１８　岐阜県障がい者総合相談センター内 ０５８－２３１－９７２４

25 静岡県 静岡県ひきこもり支援センター 静岡市駿河区有明町２－２０　静岡県精神保健福祉センター内 ０５４－２８６－９２１９

26 愛知県 あいちひきこもり地域支援センター 名古屋市中区三の丸３丁目２－１　東大手庁舎８階　愛知県精神保健福祉センター内 ０５２－９６２－３０８８

27 三重県 三重県ひきこもり地域支援センター 津市桜橋３丁目４４６－３４　三重県こころの健康センター内 ０５９－２２３－５２４３

28 滋賀県 滋賀県ひきこもり支援センター 草津市笠山８丁目４－２５　滋賀県立精神保健福祉センター内 ０７７－５６７－５０５８

29 京都府 京都府脱ひきこもり支援センター 京都市東山区清水４丁目１８５－１　京都府家庭支援総合センター内 ０７５－５３１－５２５５

30 大阪府 大阪府ひきこもり地域支援センター 大阪市住吉区万代東３丁目１－４６　大阪府こころの健康総合センター内 ０６－６６９７－２８９０

31 ひきこもり総合支援センター 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３－２　兵庫県精神保健福祉センター内 ０７８－２６２－８０５０

32 兵庫ひきこもり相談支援センター 神戸市西区神出町小束野３０　県立神出学園内　他　地域ブランチ（５ヵ所） ０７８－９７７－７５５５

33 奈良県 奈良県ひきこもり相談窓口 奈良市登大路町３０番地　奈良県庁１Ｆ　青少年･社会活動推進課内 ０７４２－２７－８１３０

34 和歌山県 和歌山県ひきこもり地域支援センター 和歌山市手平２丁目１－２　県民交流プラザ和歌山ビッグ愛２Ｆ　和歌山県精神保健福祉センター内 ０７３－４３５－５１９４

35 鳥取県 とっとりひきこもり生活支援センター 鳥取市相生町二丁目４０５ ０８５７－２０－０２２２

36 島根県 島根県ひきこもり支援センター 松江市東津田町１７４１番地３　いきいきプラザ島根２Ｆ　県立心と体の相談センター内 ０８５２－２１－２０４５

37 岡山県 岡山県ひきこもり地域支援センター
岡山市北区厚生町３丁目３-１　メンタルセンター岡山（岡山県精神保健

福祉センター）内
０８６－２２４－３１８８
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38 広島ひきこもり相談支援センター（中部・北部センター） 広島市安芸区中野東４丁目５－２５ ０８２－８９３－５２４２

39 広島ひきこもり相談支援センター（西部センター） 広島市西区楠木町１丁目８－１１ ０８２－９４２－３１６１

40 広島ひきこもり相談支援センター（東部センター） 三原市小泉町４２４５ ０８４８－６６－０３６７

41 山口県 ひきこもり地域支援センター 山口市吉敷下東四丁目１７番１号　山口県福祉総合相談支援センター内 ０８３－９０１－１５５６

42 徳島県 徳島県ひきこもり地域支援センター「きのぼり」 徳島市新蔵町３丁目８０　徳島県精神保健福祉センター内 ０８８－６０２－８９１１

43 香川県 香川県ひきこもり地域支援センター「アンダンテ」 高松市松島町１丁目１７－２８　香川県高松合同庁舎４Ｆ　香川県精神保健福祉センター内 ０８７－８０４－５１１５

44 愛媛県 愛媛県心と体の健康センター　ひきこもり相談室 松山市本町７－２　愛媛県心と体の健康センター内 ０８９－９１１－３８８３

45 高知県 高知県ひきこもり地域支援センター 高知市丸ノ内２丁目４－１　高知県保健衛生総合庁舎１Ｆ ０８８－８２１－４５０８

46 福岡県ひきこもり地域支援センター 春日市原町３丁目１－７　南側２Ｆ　福岡県精神保健福祉センター内　 ０９２－５８２－７５３０

47 福岡県ひきこもり地域支援センター筑豊サテライトオフィス 田川市猪国２５５９　いいかねpalette内 ０９４７－４５－１１５５

48 福岡県ひきこもり地域支援センター筑後サテライトオフィス 久留米市長門石３丁目１０－３４　ニューグリーンビル１F ０９４２－３７－２２８０

49 さがすみらい（佐賀県ひきこもり地域支援センター） 佐賀市白山２丁目２－７　KITAJIMAビル１Ｆ ０９５４－２７－７２７０

50 さがすみらい（佐賀県ひきこもり地域支援センター）出張相談所 武雄市武雄町昭和４０－１ ０９５４－２７－７２７０

51 長崎県 長崎県ひきこもり地域支援センター 長崎市橋口町１０－２２　長崎こども・女性・障害者支援センター内 ０９５－８４６－５１１５

52 熊本県 熊本県ひきこもり地域支援センター「ゆるここ」 熊本市東区月出３丁目１－１２０　熊本県精神保健福祉センター内 ０９６－３８６－１１７７

53 大分県 おおいた ひきこもり地域支援センター 大分市中央町1丁目2-3　KNTビル ０９７－５３４－４６５０

54 宮崎県 宮崎県ひきこもり地域支援センター 宮崎市霧島１丁目１－２　宮崎県総合保健センター４Ｆ　宮崎県精神保健福祉センター内 ０９８５－２７－８１３３

55 鹿児島県 ひきこもり地域支援センター 鹿児島市鴨池新町１－８　鹿児島県青少年会館２Ｆ ０９９－２５７－８２３０

56 沖縄県 沖縄県ひきこもり専門支援センター 南風原町字宮平２１２－３　沖縄県立総合精神保健福祉センター内 ０９８－８８８－１４５５

57 札幌市 札幌市ひきこもり地域支援センター 札幌市白石区平和通１７丁目北１－１３　こころのリカバリー総合支援センター内 ０１１－８６３－８７３３

58 仙台市 仙台市ひきこもり地域支援センター「ほわっと・わたげ」 仙台市若林区遠見塚１丁目１８－４８ ０２２－２８５－３５８１

59 さいたま市 さいたま市ひきこもり相談センター さいたま市浦和区上木崎４丁目４－10　さいたま市こころの健康センター内 ０４８－７６２－８５３４

60 千葉市 千葉市ひきこもり地域支援センター 千葉市美浜区高浜２丁目１－１６　千葉市こころの健康センター内 ０４３－２０４－１６０６

61 横浜市青少年相談センター（ひきこもり地域支援センター） 横浜市保土ケ谷区川辺町５－１０　３階 ０４５－７５２－８３６６

62 横浜市健康福祉局ひきこもり支援課（ひきこもり地域支援センター） 横浜市保土ケ谷区川辺町５－１０　４階 ０４５－７５２－８４００

63 川崎市 川崎市ひきこもり地域支援センター 川崎市川崎区日進町５丁目１　川崎市複合福祉センター内 ０４４－２２３－６８２６

64 相模原市 相模原市ひきこもり支援ステーション 相模原市中央区富士見６－１－１　ウェルネスさがみはら７Ｆ ０４２－７６９－６６３２

65 新潟市 新潟市ひきこもり相談支援センター 新潟市中央区東万代町９－１　万代市民会館５Ｆ ０２５－２７８－８５８５

66 静岡市 静岡市ひきこもり地域支援センター「Dan Dan しずおか」 静岡市駿河区南八幡町３－１　市立南部図書館２Ｆ ０５４－２６０－７７５５

67 浜松市 浜松市ひきこもり地域支援センター 浜松市中区中央１丁目１２－１　県浜松総合庁舎４Ｆ ０５３－４５７－２７０９

68 名古屋市 名古屋市ひきこもり地域支援センター 名古屋市中村区名楽町４丁目７－１８　中村保健センター等複合庁舎５階　名古屋市精神保健福祉センターこころぼ内 ０５２－４８３－２０７７

69 京都市 京都市ひきこもり地域支援センター(京都市ひきこもり相談窓口) 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る海湊町８３番地の１　ひと・まち交流館京都４階 ０７５－３５４－８７４９

70 大阪市 大阪市ひきこもり地域支援センター 大阪市都島区中野町５丁目１５－２１　都島センタービル３Ｆ　大阪市こころの健康センター内 ０６－６９２２－８５２０

71 堺市ひきこもり地域支援センター「堺市ユースサポートセンター」 堺市北区百舌鳥赤畑１丁３番１　堺市三国ヶ丘庁舎５階 ０７２－２４８－２５１８

72 堺市ひきこもり地域支援センター（成人期） 堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３－１　堺市立健康福祉プラザ３Ｆ　堺市こころの健康センター内 ０７２－２４５－９１９２

73 神戸ひきこもり支援室 神戸市中央区橘通３丁目４－１　総合福祉センター１階 ０７８－３６１－３５２１

74 神戸ひきこもり支援室分室「ラポール」 神戸市兵庫区羽坂通４丁目２－２２ ０７８－９４５－８０７９

75 岡山市 岡山市ひきこもり地域支援センター 岡山市北区鹿田町１丁目１－１　保健福祉会館４F　岡山市こころの健康センター内 ０８６－８０３－１３２６

76 北九州市 北九州市ひきこもり地域支援センター「すてっぷ」 北九州市戸畑区汐井町１－６　ウェルとばた２Ｆ ０９３－８７３－３１３０

77 福岡市思春期ひきこもり地域支援センター「ワンド」 福岡市東区松香台２丁目３－１　九州産業大学大学院付属　臨床心理センタ－内 ０９２－６７３－５８３０

78 福岡市ひきこもり成年地域支援センター「よかよかルーム」 福岡市中央区舞鶴２丁目５－１　あいれふ３Ｆ ０９２－７１６－３３４４

79 熊本市 熊本市ひきこもり支援センター「りんく」 熊本市中央区大江５丁目１－１　ウェルパルくまもと３Ｆ ０９６－３６６－２２２０

※上記は、国の「ひきこもり対策推進事業」による補助を受けて設置されているセンターを中心にまとめており、自治体によっては上記以外にひきこもりの方々に対応するための相談窓口を設

置している場合がある。

横浜市

福岡県

広島県・

広島市

佐賀県

堺市

神戸市

福岡市


