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1 NPO法人あっとすくーる

学ぶ

主に経済的困難なひとり親家庭の中高生を対象に学習支援を行う。

支援概要

●渡塾（箕面校・高槻校）
・１コマ７０分の、講師１人対生徒２人の個別指導を行う。
・ひとり親家庭は授業料の減額制度あり
・更に、ひとり親家庭には自己負担0円で受講できる奨学金制度あり（要審査）

(箕面校) 大阪府箕面市西小路 2-7-22 MKM友ビル301号室
(高槻校) 大阪府高槻市幸町 3-1 望月ビル3階

住所
Tel / Fax

(箕面校) 072-70-0020 / (高槻校) 072-669-7080

Mail

info@atto-school.com

URL

https://atto-school.jimdo.com/

2 NPO法人ウィークタイ

支援概要

生活

元ひきこもりなど不安や孤独に陥りがちな人々の為の、居場所づくりと自助会を行う当事者団体
●もぐもぐ集会：
週末の夕飯時は鬱や不安、孤独が忍び寄る時間です。同じような感覚を持っている当事者
同士で一緒にごはんを作って、一緒に食べます。参加資格は元ひきこもりを中心に、今生き
づらい感じがしている方です。
●だらだら集会＆ピアサポートミーティング：
だらだら集会とは、終日解放しているだけの和室です。みなさま思い思いにお過ごしください。
参加資格は元ひきこもりを中心に今生きづらい感じがしている方です。
当日好きな時間、空いている時間に適当にお越しください。
●その他：
だらだら音楽集会、堺市ひきこもり当事者会、吹田市ひきこもっている方のご家族の会（仮）、
伊丹市「ひきこもり家族のつどい」など

住所

大阪府吹田市芳野町10-8

Tel / Fax

-

Mail

mail@weaktie.org

URL

http://weaktie.org/

3 A'ワーク創造館

働く/生活

若者を対象にした就労支援を行う。

支援概要

●講座
仕事に役立つパソコン入門＆スキルアップ／ホームページ、Web 作成＆活用／専門・実務
知識ビジネススキル／ コミュニケーション講座などを実施。
●若者支援
就職活動の基本、ビジネスマナー、コミュニケーションのコツなどを学ぶ講座を運営。就労
体験も可能。
●就労支援
大阪府内に所在する事業所（介護、モノづくり、サービス業、物流倉庫、農業、教育機関等）
で、仕事に繋がる職場見学・就労体験ができます。
※事前の面談が必要です。

住所

大阪府大阪市浪速区木津川 2-3-8

Tel / Fax

06-6562-0410 / 06-6562-1549

Mail

office@adash.or.jp

URL

http://www.adash.or.jp/
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4 株式会社 エンカレッジ

働く

発達障害のある人を対象にした職業相談、職業準備訓練などを行う。
●「エンカレッジ大阪」
障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所「エンカレッジ大阪」の運営。

支援概要

●「働くチカラ PROJECT」
発達障害学生を対象とした就職支援プログラム「働くチカラ PROJECT」の運営。
●「働くチカラ WEB」
発達障害のある人の就職活動を応援する WEB サイト「働くチカラ WEB」の運営

住所

大阪府大阪市中央区安土町 3-5-6 ナカヒロビル 2F 東

Tel / Fax

06-4705-7401 / 06-4705-740

Mail

encourage@en-c.jp

URL

https://en-c.jp/

5 追手門学院大学 地域支援心理研究センター附属 心の相談室

支援概要

相談

●カウンセリング：主に話し合いを中心としたカウンセラーとの交流を通して、一緒に問題解決
への道を模索します。
●プレイセラピー：お子さんの個性を尊重しながら、遊びを通して自分を豊かに表現することに
よって、自発性を育て、可能 性を引き出すようにサポートする。
●心理検査：自分自身あるいはお子さんのことを正しく理解するために各種テストを行います。
●コンサルテーション：臨床心理士が心の問題に関して、その専門性を基に、他の分野の方
に対して問題解決のために援助を行うことです。
●スーパーヴィジョン：経験を積んだ臨床心理士が個別指導を行い、援助いたします。
【対象】 就学前～大人 【受付】月～金曜日 11：00～17：30 ※夏期休暇、年末年始、
3月20日～4月8日、大学の休校日など、閉 室日があります。 ※電話かメールにて要予約
【相談時間】月～金曜日 11：00～18：00 1回50分、曜日・時間固定制
【料金】初回面接 3000円 検査料金・ 継続面接に関してはホームページ参照
大阪府茨木市西安威2丁目1番15号 （本室）
大阪府茨木市大手町10-31 茨木大手町ビル2階 （分室）

住所
Tel / Fax

072-643-9439 （受付は本室のみ） / 072-643-5790

Mail

prcs-ogu@otemon.ac.jp

URL

https://www.otemon.ac.jp/research/labo/clinic/establish.html

6 大阪DARC(ダルク)

健康/生活

薬物依存リハビリテーションセンター

支援概要

プログラム内容
●作業：
依頼を受けた文書、ビラ、挨拶状、ネームカード等をパソコンで製作、印刷しています。
パソコンの台数が増えればもっと受注増大も可能です。
● グループミーティング：
プログラムの核となるのが、一日2回大阪ダルク内で行われるグループミーティングです。
ミーティングの手法及び内容は、NAの中身にほぼ準じています。依存症から回復し社会の
有用な一員になるためのリハビリテーション・プログラムとしては古典的なものです。
●昼食作り：一日一食あたり￥300の自己負担金で昼食を作っています。

住所

大阪府大阪市東淀川区下新庄 4-21生島リバーサイド A-103号

Tel / Fax

06-6320-1196(電話相談)、 06-6323-8910(来所相談)

Mail

osakadarc@gmail.com

URL

http://oska-darc.sunlar333-pinoko.com/
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7 大阪ＩＮＡ職業支援センター

働く

知的障がい者を対象にした職業訓練（1年）、短期職業訓練（2ヶ月または3ヶ月コース）の実施。

支援概要

●【職業訓練】 パン・菓子製造科 （定員 15 名、1 年）
●【短期職業訓練】 パン菓子製造・食品衛生科
（年間定員各 5 名、2 か月または 3 か月コース）
●【職業訓練】 園芸科 （定員 15 名、1 年）
●【短期職業訓練】 園芸・環境整備科
（年間定員各 5 名、2 か月または 3 か月コース）

住所

大阪府箕面市稲 6-15-26

Tel / Fax

072-729-7021 / 072-729-8041

Mail

ina@sfj-osaka.net

URL

https://www.sfj-osaka.net/11inashokugyo/

8 大阪市障がい者就業・生活支援センター

働く/健康/お金/生活

大阪市内在住の障がいのある方への支援を行う。
●はたらくことへのお手伝い
就業に関する相談支援、障がいのある方それぞれの障害特性をふまえた雇用管理について
の事業所に対する助言、関係機関との連絡調整など。

支援概要

●はたらくことを支えるための生活面でのお手伝い
日常生活・地域生活に関する助言、障がい野のある方それぞれの障害特性をふまえた雇用
管理についての事業所に対する助言、関係機関との連絡調整など。

住所

大阪府大阪市天王寺区東上町 4-17 ( 大阪市立中央授産場内 )

Tel / Fax

06-6776-7336 / 06-6776-7338

Mail

oc@cccplus.jp

URL

http://www.cccplus.jp/

9 大阪市職業指導センター

働く

障がいのある方の職業能力開発施設。
●【職業能力開発訓練】（1 年次：職業基礎科 15 名、2 年次：総合流通科 15 名）
知的障がいのある方を対象に 2 年間の作業系の職業指導を行っています。

支援概要

●【委託訓練事業】
・オフィスワーク科（3ヶ月） 定員8名、知的・精神・発達障がいのある方を対象の訓練です。
就労と就労定着に必要な一般常識を習得し、業務に必要なパソコンスキルの習得を目的
としています。開講予定月は、5月、8月、12月です。
・グリーン農園科（3ヶ月） 年間定員4名、知的・精神・発達障がいのある方を対象の作業系の
訓練です。随時開講です。

住所

大阪府大阪市住之江区泉 1 丁目 1 番 110 号

Tel / Fax

06-6685-9075 / 06-6685-8064

Mail

sidou-c@v-sien.org

URL

http://www.v-sien.org/jigyoudata/sidou/
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10 大阪市職業リハビリテーションセンター

働く

障がいのある方を対象にした公共職業能力開発施設。

支援概要

●特別委託訓練（選考あり）50 名
①特別委託訓練（事務系）情報処理科ＯＡ実務コース（身体）1 年 10 名（4 月開始） ②特別委託訓練
（事務系）情報処理科ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｺｰｽ（知的）1 年 13 名（4 月開始） ③特別委託訓練 (事務・作業系）
ワークアドバンスト科（精神）1 年 7 名（4 月開始） ④特別委託訓練 ( 作業系）ワーキングスキル科（知
的）1 年 15 名（4 月開始） ⑤特別委託訓練 （作業系）ジョブ・コミュニケーション科 ( 発達）1 年 5 名（10
月開始）
●障がい者の態様に応じた多様な委託訓練（1 ～ 3 か月）
①社会技能・PC基礎実践科（精神）4 か月 ②パソコン・事務技能科（知的・精神・身体・発達）3 か月 ③
精神障がいのある人の組立・物流科（精神）3 か月 ④職場実践科（知的・精神・身体・発達）1 カ月・2 か
月

住所

大阪府大阪市平野区喜連西 6-2-55

Tel / Fax

06-6704-7201（総合相談室直通 06-6769-7740） / 06-6704-7274

Mail

ovr@v-sien.org

URL

http://www.v-sien.org/

11 大阪障害者職業能力開発校

働く

障がいのある方を対象にした公共職業能力開発施設。

支援概要

●CAD 技術科
（障がいの種別を問わない科目、 定員 15 名、 訓練期間1年）
●Web デザイン科 （障がいの種別を問わない科目、 定員 15 名、 訓練期間１年）
●OA ビジネス科 （障がいの種別を問わない科目、 定員 20 名、 訓練期間１年）
●オフィス実践科 （障がいの種別を問わない科目、 定員 10 名、 訓練期間１年）
●ワークサービス科 （知的障がい者対象、 定員 25 名、 訓練期間１年
入校後、状況に応じて少人数のコースに振り分けます）
●職域開拓科
（精神障がい者対象、 定員 10 名、訓練期間6ヵ月）
●Ｊｏチャレンジ科 （発達障がい者対象、 定員 5 名、訓練期間6ヵ月）
●その他、ハローワークと連携して就職活動を支援します。

住所

大阪府堺市南区城山台5丁1番3号

Tel / Fax

072-296-8311 / 072-296-8313

Mail

shogaishanokai@sbox.pref.osaka.lg.jp

URL

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-shogaisha/hp/

12 大阪市若者サポートステーション（コネクションズおおさか）

支援概要

働く

１５歳～３９歳までの若者を対象にした就労支援を行う。
●若者総合相談
初回面談、キャリア相談、働くことに対する心の相談
●各種プログラム
コミュニケーション講座、プチ社会人講座、職業人セミナー、パソコン講座、仕事体験
（1 日～ 10 日間）
●訪問事業
事情があって相談室に来られない方の為に、家族面談や必要な手続きをしたうえで、自宅か
自宅の近くまでスタッフが訪問。
●保護者相談・保護者セミナー
「わが子」の自立に悩む保護者のための個別相談、
毎月 1 回の講師を招いてのセミナーの開催。

住所

大阪府大阪市北区梅田 1－2－2－400 大阪駅前第 2 ビル 4 階

Tel / Fax

06-6344-2660 / 06-6344-2677

Mail

info@connections-osaka.com

URL

https://www.sodateage.net/yss/osaka/
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13 大阪大学大学院 人間科学研究科附属 心理教育相談室

働く/健康/生活/家族

カウンセリングやプレイセラピー(遊戯療法)を中心に悩みを抱える人への相談と援助を行って
います。

支援概要

●人間関係の悩み：ひとと上手く接することができない、家族や夫婦の仲が上手くいかない、
学校や職場になじめない、など
●心身の悩み：イライラしたり不安になる、食べなかったり食べ過ぎたりする、何もやる気が
おこらない、夜眠れない、など
●子どもについての悩み：学校に行きたがらない、非行やいじめ、言葉のおくれ、生徒のことを
相談したい、など
●人生の悩み：生きることがつまらなく感じる、これからの人生について考えたい、自分自身を
見つめ直したい、など

住所

大阪府吹田市山田丘1番2号

Tel / Fax

06-6879-8135

Mail

-

URL

http://cli-psy.hus.osaka-u.ac.jp/index.html

14 大阪府ITジョブトレーニングセンター

働く

就職を希望している「身体に障がいのある方」を対象に、事務処理に必要なパソコン操作を
中心とし、より実践的な能力の習得・各種資格取得をめざす職業訓練を実施。

支援概要

●IT スキル科（訓練期間：平成 30 年 10 月入校～平成 31 年 9 月修了の１年間、定員 20 名）
パソコンを活用した各種ソフトのビジネス関連の実務能力の養成と各種資格取得をめざした
訓練（文書作成、表計算、ビジネスメール、Web 関連等のホームページ作成など）。企業で
使用される CMS（Contents Management System）の操作技法やビジネスシーンで必要な
ITスキルやプレゼンテーション能力などの実践的な技能・知識を基本からじっくりと時間を
かけて訓練。併せて職業人としての心構えなどビジネスマナーやコミュニケーション能力の
習得をめざす。

住所

大阪府大阪市天王寺区六万体町 3-21 大阪府ＩＴステーション 4 階

Tel / Fax

06-6776-1241/06-6776-1229

Mail

mutsuji@itsapoot.jp

URL

http://www.daisyokyo.or.jp/facilities/shougaisyasyurousien/

15 大阪府教育センター 教育企画部 教育相談室

学ぶ

子ども、保護者、教職員を対象にした教育相談を実施。

支援概要

住所

●主な業務内容
・教育相談の実施に関すること。
（電話・メール相談は幼保小中高、面接は、教育庁が所管する学校のみ）
・教育相談・生徒指導に係る研修の実施に関すること。
・教育相談・生徒指導に係る調査及び研究に関すること。
・大阪府高等学校適応指導教室の運営に関すること。（教育庁が所管する学校のみ）
＊ 入室に関する照会は面接同様で学校管理職を通じて行う
・生徒指導に関すること。

大阪府大阪市住吉区苅田 4 丁目 13 番 23 号

Tel / Fax

06-6692-1882（代表） / 06-6607-9826

Mail

webmaster@edu.osaka-c.ed.jp

URL

http://wwwc.osaka-c.ed.jp/
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16 大阪府高等学校教育支援センター(Le pont: ルポン）

学ぶ

大阪府教育庁が所管する高等学校の不登校生徒の学校復帰のための学習及び心理支援
ワークの実施。

支援概要

●教育支援センター
生徒一人ひとりの状況に合わせて、学校や保護者と相談をしながら支援計画を作成し、
日々の活動を行っています。在籍校からの学習課題に取り組む他、コミュニケーション
ワークや園芸ワーク、造形活動、スポーツなど様々な活動に取り組む。

住所

大阪府住吉区苅田 4 丁目 1 番地 72 号 大阪府教育センター附属高校内

Tel / Fax

06-6607-7366 / 06-6607-7366

Mail

-

URL

http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/consultation/lepont/index.html

17 大阪府こころの健康総合センター

働く/学ぶ/お金/健康/生活/家族

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第６条に掲げられる「精神保健福祉センター」
であり、精神保健福祉に関する中核施設として、設置されている。

支援概要

●電話相談：
こころの電話相談 （月・火・木・金 ９時３０分～１７時） ０６－６６０７－８８１４
わかぼちダイヤル （水曜日 ９時３０分～１７時）
わかものハートぼちぼちダイヤル（若者専用電話相談）０６－６６０７－８８１４
こころの健康相談統一ダイヤル （月曜日～金曜日 ９時３０分～１７時）０５７０－０６４－５５
●来所相談：
依存症専門相談、自死遺族相談 ： 大切な人を自死（自殺）で亡くされた方のご相談を
お受けしています。
●薬物依存症の方を支える家族教室

住所

大阪府大阪市住吉区万代東３丁目１－４６

Tel / Fax

06-6691-2811

Mail

kenkosogo@sbox.pref.osaka.lg.jp

URL

http://kokoro-osaka.jp/

18 大阪府地域若者サポートステーション

働く/学ぶ/お金/健康/生活/家族

現在仕事に就いていない、15～39歳の働く事に悩みをもつ若者を対象に、就労支援を行う。
●個別面談（キャリア・カウンセリング）
キャリアカウンセラーが働くことへのステップをアドバイスし、サポート。

支援概要

●仕事体験や各種メニュー
就職準備講座、企業交流会、セミナー、適性検査、コミュニケーション・トレーニング、
ボランティアなど。体験希望や状況にあわせていろいろな仕事を体験することも可能。
●就職支援機関を通じての就職活動
●働き続けるためのサポート

住所

大阪府大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか 本館2・3F

Tel / Fax

06-4794-9200

Mail

info@osapo.jp

URL

http://osapo.jp/
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19 大阪府立芦原高等職業技術専門校

働く

一般求職者及び知的・精神・発達障がいのある求職者を対象にした職業訓練施設。

支援概要

●ビル設備管理科 （一般対象、定員40名、訓練期間6か月）
●ビル・ハウスクリーニング科 （一般対象、定員30名、訓練期間6か月）
●建築内装 CAD 科科 （一般対象、定員20名、訓練期間6か月）
●キャリアチャレンジ科 （発達障がい者対象、定員5名、訓練期間6か月）
●ジョブステップ科 （精神障がい者対象、定員5名、訓練期間6か月）
●ワークアシスト科 （知的障がい者対象、定員20名、訓練期間6か月）
●その他、ハローワークと連携した求人情報を提供。

住所

大阪府大阪市浪速区木津川 2-3-15

Tel / Fax

06-6561-5383 / 06-6561-5318

Mail

ashiharaigisen@sbox.pref.osaka.lg.jp

URL

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-ashihara/top-page/

20 大阪府立北大阪高等職業技術専門校

働く

金属、機械系、制御系や建築系分野の訓練及び知的障がい者対象の訓練を行う。

支援概要

●金属加工科（定員 30 名、18 歳以上 34 歳以下の方）【４月入校】
●精密加工科（定員 30 名、18 歳以上 34 歳以下の方）【１０月入校】
●産業ロボットシステム科（定員 30 名、18 歳以上 34 歳以下の方）【１０月入校】
●組込みシステム科（定員 30 名、18 歳以上 34 歳以下の方）【５月入校】
●建築設計科（定員 30 名、18 歳以上34歳以下の方）【５月入校】
●住宅設備科（定員 30 名、18 歳以上の方）【５月入校】
●インテリア木工科（定員 30 名、18 歳以上の方）【４月入校】
●ワークトレーニング科（定員20名、知的障がいのある方、15歳以上）【４月入校】
●その他、就労スキル系プログラム、求人情報提供、職場のマッチングなどを実施。
見学会は予約不要です。詳細はＨＰをご覧ください。

住所

大阪府枚方市津田山 2-11-40

Tel / Fax

072-808-2151 / 072-808-2152

Mail

-

URL

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-kiosaka/top/

21 大阪府立桜塚高校 定時制の課程（夜桜）

学ぶ

●高校教育のセーフティネットとしての定時制高校
中学校を卒業してすぐ入学する生徒だけではなく、全日制の高校を中途退学して改めて
入学してくる生徒や転入してくる生徒も多い。また、小学校や中学校で不登校を経験した人、
外国にルーツを持つ人、障害のある人、高齢の人など、年齢も入学の動機も様々である。
昼間に仕事やアルバイトをしている生徒も多く、多様な生徒を前提とした学校運営が
定時制高校では営まれている。

支援概要
【願書受付時期】 3月 (平成29年度)
【入試時期】 3月 (平成29年度)

住所

大阪府豊中市中桜塚４丁目１番１号

Tel / Fax

06-6853-2244（事務室）、06-6852-1500（職員室） / 06-6853-0825

Mail

z-sakurazuka@sbox.osaka-c.ed.jp (全日制と共有)

URL

http://www.osaka-c.ed.jp/sakurazuka/t/index.html
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22 大阪府立東大阪高等職業技術専門校

働く

ものづくり関連5科目で一年間の職業訓練プログラムを開講。

支援概要

●溶接・板金技術科 （定員 20 名、新規高卒者及び 18 歳以上 34 歳以下の方）
●機械ＣＡＤ設計科 （定員 30 名、新規高卒者及び 18 歳以上 34 歳以下の方）
●電気工事科 （定員 30 名、新規高卒者及び 18 歳以上の方）
●機械加工技術科 （定員 20 名、新規高卒者及び 18 歳以上 34 歳以下の方）
●溶接技術科 （定員 20 名、新規中学卒業者 及び 18 歳未満の
●その他、求人情報や、職場のマッチングなどを実施。

住所

大阪府東大阪市菱江 6-9-10

Tel / Fax

072-964-8836 / 072-964-8904

Mail

-

URL

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-hiosaka/top/

23 大阪府立南大阪高等職業技術専門校

働く

求職者もしくは新規学卒者の方を対象にした大阪府立の職業訓練施設。

支援概要

●自動車・車体整備科（定員30名、18歳以上34歳以下の方）
●電気主任技術科（定員30名、18歳以上の方）
●製造化学科（定員30名、18歳以上34歳以下の方）
●情報通信科（定員30名、18歳以上34歳以下の方）
●Webシステム開発科（定員30名、18歳以上34歳以下の方）
●空調設備科（定員30名、18歳以上の方）
●その他、就職活動をサポートするための就職支援室の設置。就職活動相談員による
面接の指導及び履歴書・職務経歴書の添削など、きめ細やかな支援を行う。

住所

大阪府和泉市テクノステージ 2-3-5

Tel / Fax

0725-53-3005 / 0725-53-3015

Mail

minamiosakagisen@sbox.pref.osaka.lg.jp

URL

http://websystem-minami.sakura.ne.jp/wpgr2/

24 ＮＰＯ法人 おおさか教育相談研究所

働く/学ぶ/健康/生活/家族

登校拒否・不登校、社会的ひきこもり、進路等に関する相談支援を行う。

支援概要

●相談支援
子ども本人にとって家庭が安心・安全の居場所となるために、親・家族が子どもに適切な
対応と援助が行えるようになる事を相談の基本に置いている。家庭が居場所となれば、
子どもは、だれもが本来持っている自己回復力と自己成長力を発揮して立ち上がって
行くからである。
進路についての相談も行っている。

住所

大阪府大阪市天王寺区東高津町 12-14 たかつビル 2 階

Tel / Fax

06-6762-0232（火、金の14時～18時） / 06-6768-2527

Mail

kyoubun@minos.ocn.ne.jp

URL

http://kyoiku-sodan.main.jp/
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25 株式会社FPI おむすビーズ

働く/学ぶ/生活

16歳以上の方を対象にした、就労体験、地域の暮らし体験の提供を行う。
●相談、説明会
農林漁業 ( 第一次産業 ) や、地方への移住等に興味のある人に対しての相談、
説明会を実施。

支援概要

●インターンシップ
都市近郊、中山間地 ( 高知県土佐町 )、離島 ( 島根県隠岐の島町 ) にて第一次
産業を軸にしたインターンシップを企画運営。その後参加者本人の希望により、
現実的な就労、移住の支援。

住所

大阪府大阪府豊中市柴原町 5-5-23

Tel / Fax

06-6939-3631 / 06-6939-3632

Mail

farm@fpi-group.jp

URL

https://www.inaka-start.com/

26 関西大学 心理臨床センター

支援概要

住所

健康/生活/家族

カウンセリングやプレイセラピー、心理検査などを行う。発達に関するご相談や、発達検査等も実施。
●こどもの問題：
不登校、引きこもり、いじめ、友だちができない、落ち着きがない、夜尿、チック、爪かみ、
指吸いなどの習癖、言葉の遅れ、発達の遅れ、社会性の問題、発達障害、自閉症、
ADHD学習障害(LD)、子どもへの接し方がわからないなどの育児・教育相談
●心身の不調：
不安、緊張、気分の落ち込み、無気力、ストレス、イライラ、眠りが浅い、食欲がない
●対人関係：
親子関係・夫婦関係など家族関係の悩み、職場や学校における人間関係の悩み、
人とうまく付き合えない、人の目が気になる、言いたいことが言えない
●自分自身について：
自分の性格について相談したい、自分を見つめ直したい、進路や生き方について考えたい
梅田カウンセリングルーム(大阪府大阪市北区梅田1-12-17梅田スクエアビルディング14階)
千里山カウンセリングルーム(大阪府吹田市山手町3-3-35関西大学 千里山キャンパス以文館1階)

Tel / Fax

梅田06-6225-7805 / 千里山：06-6368-1015

Mail

-

URL

http://www.kansai-u.ac.jp/psc/index.html

27 NPO法人 QWRC (くぉーく)

学ぶ/生活

LGBTなどの多様な性を生きる 人やその周辺にいる人と、女性のためのリソースセンター。

支援概要

●QWRC電話相談：毎月第一月曜19:30～22:30(06-6585-0751)
●QWRCデー＆ナイト：第一木曜と第三土曜に開催。お茶とお菓子付き。テーマに沿った
おしゃべりなど。
●カラフル：偶数月第二土曜。23歳以下（大体）のLGBT向けおしゃべりイベント。
●メンヘル！：毎週土曜。多様な性を生きる人で、メンタルに悩みのある方のためのグループ。
●こどもとおとなのお茶会：不定期開催。「セクシュアルマイノリティが子連れでも参加しやすい
お茶会」をテーマにしているが、子ども連れでもなくても参加可。

住所

大阪府大阪市北区西天満4-5-5マーキス梅田707号室

Tel / Fax

06-6585-0740 / 06-6585-0740

Mail

info@qwrc.org

URL

https://qwrc.jimdo.com/
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28 くらし再建パーソナルサポートセンター＠いぶき

働く/学ぶ/健康/お金/生活/家族

生活困窮者自立支援法に基づいた相談窓口 (対象は豊中市在住で15歳以上の方)です。
豊中市くらし支援課との連携で運営しています。
就労・医療・福祉など多様な分野の専門スタッフがチームとなり、相談支援を担当するとともに、
ケースの見立てや支援策策定を行います。

支援概要

※初回の相談面談予約は、下記までお願いいたします。
『くらし再建パーソナルサポートセンター（豊中市くらし支援課）』
TEL ： 06-6858-5075

住所

大阪府豊中市服部西町4-13-1 豊中市立青年の家いぶき3階

Tel / Fax

06-4866-5640 / 06-4866-5645

Mail

info-ps@career-bridge.net

URL

http://www.career-bridge.net

29 株式会社 グランディーユ

働く/生活

株式会社として運営することで利潤追求にこだわり、福祉制度に頼らない障害者雇用を実施。

支援概要

●カフェ事業
カフェ「メゾン・ド・イリゼ」、焼菓子製造・販売、商品企画、福祉事業所への菓子製造指導
●弁当事業
「りょうえん弁当」（イリゼにて販売）、お弁当宅配サービス、パーティケータリングサービス
●障害者・ニートひきこもり支援事業
地域活動支援センター「ぜるこば」

住所

大阪府堺市堺区向陵西町4-1 三国ヶ丘マンション4号室1F

Tel / Fax

072-229-1520

Mail

zeru_kova@yahoo.co.jp

URL

http://grandeur-jp.com

30 NPO法人 子ども・若もの支援ネットワークおおさか

働く/学ぶ/生活/家族

発達の遅れや障がい、不登校やひきこもりなど困難や不安を持つ子どもや若者、その家族の
人権を守り発達と自立のための支援活動を進めます。

支援概要

住所
Tel / Fax

●発達・相談支援事業：子育て・教育・不登校・ひきこもり・学級や保護者対応など相談ください。
●若者支援事業（FS）：社会参加をめざす若者たちが、最初の一歩を踏み出せるように・・・。
在宅作業・居場所（カフェ）・農作業・室内作業・学び直し（リカレント教育）
●児童発達支援・放課後等デイサービス事業：「わくわくクラブ」
●就労継続支援B型事業：「なの花作業所」
●生活困窮者世帯等の子どもの学習支援事業（河内長野市）
●家族会・当事者の会 etc

大阪府富田林市西板持町8丁目12-7

0721-55-2959 / 0721-55-2958

Mail

qq5w3q29k@room.ocn.ne.jp

URL

http://www.sien-osaka.com/index.php
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31 こどもサポート教室きらり （①蛍池駅前校 ②豊中駅前校）

学ぶ/健康/生活

放課後等デイサービス・児童発達支援事業を行う。
●療育
お子様お１人お１人に合わせてオーダーメイドの療育内容を考え、マンツーマンでの個別療育
を行っています。月に１回程度、小集団療育によるソーシャルスキルトレーニングも行っており
ます。

支援概要

住所

①大阪府豊中市蛍池東町 2 丁目 4-5 ワイエムビル 2Ｆ
②大阪府豊中市本町 1 丁目 8 番 2 号 日住豊中本町ビル 3Ｆ

Tel / Fax

①06-6842-7811 / 06-6842-7811 ②06-6842-3765 / 06-6842-3765

Mail

①kirari.hotarugaike@kurazemi.co.jp ②kirari.toyonakaekimae@kurazemi.co.jp

URL

http://kirari-kodomo.com/

32 堺市ユースサポートセンター

働く/学ぶ/健康/お金/生活/家族

ひきこもり、不登校、ニート、非行などの困難を抱える子ども・若者やその家族、関係者などへの支援。
無業状態にある若者の就労支援。

支援概要

●子ども若者総合相談センター
電話相談、来所相談（担当制）、コミュニケーションをはかるグループ活動や
就職準備講座、関係機関の情報提供や紹介
●堺市若者サポートステーション
キャリア相談、就職に向けた各種セミナー、職場見学や体験等の就労支援

住所

大阪府堺市堺区熊野町東 4-4-19 平成ビル 603

Tel / Fax

072-229-3900 / 072-229-0099

Mail

sakai.youth@me-rise.com

URL

http://www.sakaiyouth.net/

33 サテライトオフィス平野

働く/健康/生活

障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方、申請予定の方を対象にした就労支援を行う。

支援概要

●就労移行支援事業
基礎編では授業形式で、事務職で必要な OA 機器の操作やビジネスマナー、電話応対等を
学ぶ。実践編では エクセル、ワードを使用した文章作成、イラストレーターを使用した名刺、
チラシ、ポスターのデザイン、郵便業務では封入、発送など、また勤怠管理、会計処理、電話
応対、受付など実際の実務作業を通して必要とされる基礎力を身に付ける。グループワーク
では、 障害や自己についての理解、他者との対話を通し、コミュニケーション力を培う。
●生活訓練事業
ひとりひとりのペースに合わせ、集団の中での自分の役割を見つけていくためのプログラムの実施。

住所

大阪府大阪市平野区喜連西 4-7-16-202

Tel / Fax

06-4302-8977 / 06-4302-8980

Mail

soh@v-sien.org

URL

http://www.satehira.jp/
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34 NPO法人 志塾フリースクール

学ぶ/生活

不登校支援・発達障がい児童支援を行う。

支援概要

●就労支援プログラム ： 就労への意欲や不安解消を行うカウンセリングの実施。
就労体験、インターンの導入。
●フリースクール ： ひとりひとりのペースに合わせた学習指導、高卒認定取得サポート、
スポーツやアートなどの体験活動。
●メンタルケア ： ソーシャルスキルトレーニングの実施、「通室方兼滞在方」学生寮
による被虐待児童の包括的支援。
●教育相談/アウトリーチ支援 ： 進路や発達の相談、メンタルフレンドの派遣。
●国内海外留学支援 ： 生活訓練を基本にした国内と海外留学支援

住所

大阪府大阪市西成区鶴見橋 2-10-20 / 大阪府大阪市旭区高殿7-18-7

Tel / Fax

06-4392-4109 / 06-4392-4109

Mail

shijukuorg@yahoo.co.jp

URL

http://web1.kcn.jp/shijuku/

35 しょうないガダバ

学ぶ/生活/家族

居場所・コミュニティスペース・イベントの実施などを行う。

支援概要

●ガダバアカデミー
専門家を招いてディープな講座を開講。
●わにまーる放課後塾ひとり親、外国人
家庭のこどものための放課後塾
●まちの保健室
本や漫画、ゲーム、ビデオ、参考書、問題集などルールに沿って利用可能
●ごはんの会
ひとりよりみんなで食べる。管理人と共に調理を学ぶ

住所

大阪府豊中市庄内幸町 2-29-19

Tel / Fax

090-1152-9429

Mail

shounai.gadaba@gmail.com

URL

https://www.facebook.com/shounaigadaba/

36 しょうないREK

学ぶ/生活/家族

古本販売、イベント開催、情報誌発行などに携わるボランティアの募集。

支援概要

●ボランティアの募集
年齢・性別問いません。内容はリサイクル本の販売や企画立案、パソコンでのチラシ作成
など。
詳細はご相談に応じます。お気軽に販売カウンターまでお問い合わせください。

住所

大阪府豊中市三和町 3-2-1

Tel / Fax

06-6334-126

Mail

-

URL

https://www.lib.toyonaka.osaka.jp/recicre.html
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37 特定非営利活動法人 青少年自立支援施設 淡路プラッツ

働く/学ぶ/健康/生活

ひきこもり・ニート・不登校への支援、親への支援を行う。
●不登校・ひきこもりの子ども・若者の「居場所」支援
居場所支援（＝生活支援）/親面談/本人面談/親の会/講座/訪問などを行う。

支援概要

●就労支援
１回2時間、計8回（スタッフ同行）のトライアルジョブ（就労体験）を行う。

住所

大阪府大阪市東淀川区下新庄 1-2-1

Tel / Fax

06-6324-7633 / 06-6324-7633

Mail

awajiplatz@gmail.com

URL

http://www.awajiplatz.com/

38 社会福祉法人 摂津宥和会 摂津市障害者職業能力開発ｾﾝﾀｰ

働く

障がい者の職業能力開発訓練施設。

支援概要

●ＯＡ実務科（身体障がい者）
パソコン操作、アプリケーションソフト（ワード、エクセル、パワーポイント）、電子会計ソフト
弥生会計）、簿記など事務処理全般についての知識、技能を養成し、各種検定試験を
受験し、資格習得を目指す。
●実務作業科（知的障がい者）
多種多様な業種や仕事内容に対応できる体力、基礎知識、技能の開発・養成。

住所

大阪府摂津市鳥飼上 5-2-8 ふれあいの里内

Tel / Fax

072-653-1212 / 072-653-0300

Mail

settsu-kusunoki@hcn.zaq.ne.jp

URL

http://settsu-kusunoki.org/

39 千里リワークセンター（影山メンタルクリニック）

働く/健康/生活

現在休職もしくは失職されている方で、職場復帰を目指している方を対象にした、職場復帰支援
（医療リワーク）を行う。

支援概要

住所

●リワークプログラム（リワークデイケア）
スムーズな復職と再休職の予防のために、自身や病気への理解を深める様々なプログラムを
実施
●復職後のフォローアップ
リワークプログラムを修了し復職された方を対象に、安定した就労を継続するためのフォロー
アッププログラムを開催（月 1 回）
●ご家族へのサポート
リワークプログラムを利用されている方のご家族、修了された方のご家族を対象に情報交換
のための家族会を実施
大阪府豊中市新千里西町 1-1-10

D’グラフォート千里中央 1F

Tel / Fax

06-6170-1130

Mail

-

URL

http://src.hekikokai.or.jp/
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40 特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

働く/学ぶ/健康/生活/家族

人間が尊厳をもって生きる原点である「人権」が確立された地域社会の創造に貢献することを
目的とする団体。

支援概要

●相談支援 月曜日～土曜日 無料
●居場所支援 第2・4月曜日 14：00～16：00 無料 実施内容により、別日に
行うこともあります。
●訪問支援 必要に応じて 無料
●体験活動支援 必要に応じて 無料
●学習支援 金曜日 10：00～12：00 無料

住所

大阪府大東市野崎1-24-1（大東市立野崎人権文化センター内）

Tel / Fax

072-879-2010 / 072-879-3611

Mail

noza_naka＠yahoo.co.jp

URL

http://nozaki-jinbun.net/

41 特定非営利活動法人 トイボックス

学ぶ/健康/生活

主に小学生から２０代前半の利用者への不登校支援を行う。

支援概要

●教育事業
面談、電話、メールなどによる教育相談・個別訪問。不登校やひきこもり、発達障害、自閉症
などの子どもを対象としたスクーリング。高校の単位や卒業資格を取ることができる「スマイル
ファクトリーハイスクール」の運営。
●地域活性化事業
公共施設の指定管理者制度を活用して、子どもたちの育つ街づくりに関わる。
●復興支援事業
福島県南相馬市で行政と連携しながら、発達障害など、さまざまな課題を抱える子どもたちの
生活訓練や学習支援をする施設「みなみそうまラーニングセンター ふみだす未来の教室」を
運営。

住所

大阪府池田市伏尾台 2 丁目 11

Tel / Fax

072-751-1145 / 072-751-6881

Mail

smile@npotoybox.jp

URL

http://www.npotoybox.jp/toybox/

42 豊中市 くらし支援課

支援概要

働く/学ぶ/健康/お金/生活/家族

●地域就労支援事業：相談者の希望や強み、適性などを伺いながら就職支援プランを作成。
●無料職業紹介事業：地域就労支援事業の相談者への求人情報の提供、企業のマッチング、
採用後の定着支援等。
●くらし再建パーソナルサポート事業：就労に関することや失業等によって「くらし」に不安を
感じている豊中市在住の市民からの相談を受付。ご家族などまわりの人からの相談も可。
●住居確保給付金事業：離職などにより住居を失った方、または住居を失うおそれのある方に、
就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
●多重債務者生活相談・家計相談：消費者金融等の借入の返済に困っている市民からの
相談受付。
●労働相談：解雇や賃金の不払いといった働く上での相談に、関係機関の案内や情報提供
等を行う。
●消費生活相談：契約のトラブルなど消費生活に関する苦情や問合せに対して、専門の
相談員が、相談者が主体的に解決できるようアドバイスや情報提供を行う。

住所

大阪府豊中市北桜塚 2-2-1（生活情報センターくらしかん内）

Tel / Fax

06-6858-5075 / 06-6858-5095

Mail

roukai@city.toyonaka.osaka.jp

URL

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kakubu/shiminkyoudou/shouhi.html
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43 社会福祉法人 豊中市社会福祉協議会

支援概要

働く/学ぶ/健康/お金/家族

ボランティアセンターや各種福祉サービスなど豊中市の地域福祉を推進する団体。
●コミュニティソーシャルワーカー（CSW）による相談事業
制度の狭間にある課題に対して関係機関と連携しながら解決を図る。
●くらし再建パーソナルサポートセンター＠社協
それぞれの状況や希望に応じて支援プランを作成し、「自立」に向け生活のあり方を
一緒に考えサポート。
●豊中びーのびーの
発達障害者や引きこもりがちな人などを対象に昼間の居場所づくり、社会関係づくり。
●教育支援資金（教育支援費、就学支援費）貸付
豊中市在住の市民税非課税世帯を対象に高等学校・大学または高等専門学校に
入学・修学するための貸付制度の窓口。

住所

大阪府豊中市岡上の町 2-1-15 豊中市すこやかプラザ内

Tel / Fax

06-6841-9393（代表）、06-6848-1279（地域福祉課） / 06-6841-2388

Mail

tcpvc@gold.ocn.ne.jp

URL

http://www.toyonaka-shakyo.or.jp/

44 豊中市保健所 (精神保健係)

支援概要

健康

●こころの健康相談
ストレスや心身の不調、LGBT 等に関するこころの相談、ひきこもりや自傷行為、自殺念慮、
社交不安障害、摂食障害、強迫性障害、アルコールや薬物依存など精神疾患が疑われる
場合の見立てと必要な治療や回復への支援。
●講座
うつ病や発達障害、ひきこもりの家族教室。多量飲酒者の集団節酒指導等をテーマとした
講演会。
●病の体験者の活動支援（リカバリープロジェクト）
病の体験者がその体験や一人ひとりの能力を社会に役立てるため、必要な知識や技術に
関する講座の実施。
●家族交流会
ひきこもりの家族の精神的な負担を軽減するため、奇数月に 1 回定期的に交流会を開催。

住所

大阪府豊中市中桜塚 4-11-1

Tel / Fax

06-6152-7315( 直通 )、06-6152-7328( 代表 )

Mail

yobo-seishin@city.toyonaka.osaka.jp

URL

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/kokoronokenkou/seisin1.html

45 豊中市母子寡婦福祉会

ひとり親・離婚前相談

豊中市にお住まいの母子・父子家庭、寡婦、離婚前の方を対象にした各種支援。

支援概要

●母子・父子家庭・寡婦の方へのアプローチ
生活、就業、離婚前の悩みなどの相談事業、法律相談、家庭問題相談、各種スキルアップ
講座の実施、親子交流イベントの実施、一時的に家事・育児が困難になった家庭への
ヘルパー派遣など。
●ひとり親家庭の子どもへのアプローチ
学習支援事業。ひとり親家庭で育った大学生、またはひとり親家庭のこどもたちを支援する
大学生が講師となり、ひとり親家庭の子どもたちの学習面、精神面をサポート。
（中学 1 年生～高校 3 年生対象）

住所

大阪府豊中市中桜塚 2-29-31 豊中市母子父子福祉センター 2F

Tel / Fax

6845-1333 / 06-6845-1333

Mail

info@toyonakaboshi.com

URL

http://toyonakaboshi.com/
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46 豊中市立 少年文化館 ①庄内 ②千里

不登校傾向のある方

豊中市在住の不登校状態にある小・中学生が学校に復帰するための支援を行う。

支援概要

●居場所事業
不登校状態にある市内の小・中学生を対象に、家庭と学校との中間的なステーションとして、
安心できる心の居場所を提供し、個々の子どもの興味や関心のある活動をしたり、グループ
活動を通して、様々な生活体験や人とのふれ合いを深めながら心のエネルギーを高め、学校
へ復帰していけるよう援助を行う。

①大阪府豊中市庄内栄町 5 丁目 4 番 14 号
②大阪府豊中市新千里西町 2 丁目 7 番 1 号

住所
Tel / Fax

①06-6336-6371、②06-6831-5300

Mail

kyoshounen@city.toyonaka.osaka.jp

URL

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shisetsu/kodomo_shounen/shisetu.html

47 公益財団法人 とよなか国際交流協会

外国にルーツを持つ方

外国にルーツをもつ人を対象にした支援を行う。

支援概要

●多様な人びとが尊重される地域づくり事業
市民主体の国際交流活動の支援 、市民参加によって形成された様々な形の日本語活動
への支援、活動を充実させるための対話や学びなど。
●周縁化される外国人のための総合的なしくみづくり事業
外国人のための生活相談やその解決のためのネットワークづくり、外国人の子どもの
エンパワメントのための多文化保育や子ども母語、子どもの居場所づくり、学習保障の
ための子どもの日本語など。
●学校とつながってつくる豊かな未来事業
豊中市内すべての小学校で行われている小学校外国語体験活動事業などを実施。

住所

大阪府豊中市玉井町 1-1-1-601 エトレ豊中 6F

Tel / Fax

06-6843-4343 / 06-6843-4375

Mail

atomos@a.zaq.jp

URL

http://www.a-atoms.info/

48 とよなか障害者就業・生活支援センター

働く

障害のある方に職業的自立のための就業と生活のサポートを行う。

支援概要

●就労体験
法人が運営する喫茶 2 か所・回収運送業務 2 か所・清掃業務 2 か所の訓練現場を利用し、
就労体験を行う。
●就労スキル系プログラム
ハローワークへの同行、面接、履歴書の書き方のアドバイス、面接への同行など。
●定着支援
就職後の職場訪問を実施。離職時には再就職に向けた支援を行う。
●生活支援
日常生活の自己管理や生活設計に関する助言を行う。

住所

大阪府豊中市寺内 1－1－10 ローズコミュニティ・緑地 1Ｆ

Tel / Fax

06-4866-7100 / 06-4866-7755

Mail

shien-c@yacht.ocn.ne.jp

URL

http://shien-c.sakura.ne.jp/wp/
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49 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ

働く/生活/家族

男女共同参画社会の実現に向けて設置された豊中市の公共施設

支援概要

●女性のための相談： 「電話相談」（「生き方電話相談」「働く女性のための生き方電話相談」、
ガールズ相談）、面接相談（カウンセリング、法律相談、からだと心と性の相談、労働相談、
しごと準備相談、しごと活動相談、働く女性のちょこっと相談）
●男性のための相談：電話相談
●イベント、講座などの開催
●情報誌『すてっぷON!』の発行
●就労：転職カフェ、、「再就職支援」「女性の起業支援」講座などの開催
●図書・映像資料の貸し出し

住所

大阪府豊中市玉井町1丁目1番1-501号

Tel / Fax

06-6844-9772 / 06-6844-9706

Mail

-

URL

http://toyonaka-step.jp/

50 とよの地域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)

支援概要

働く / 学ぶ

「自分にあった仕事がわからない」「ひとりで就活しているがなかなか決まらない」などの悩みのある若者
をサポートします。
●キャリア・進路相談や各種セミナー
働くことや就活に関する課題整理や今後のキャリアなどについて、専門スタッフが面談。
コミュニケーション・職業理解・就活実践などの多様なセミナーも実施。
●集中訓練プログラム
就職に必要な基礎的な力をはぐくむ3か月間集中訓練(合宿や職場体験含む)の実施。
●職場実習プログラム
就活本番や進路選択に向けて、実際の職場を体験できるプログラムの実施。
【対象】 15-39歳の、働くことに悩みを抱える方(就学・就業中は不可)とそのご家族
【受付】 火～土曜 10:00-18:30 ※祝日・年末年始を除く ※電話かメールにて要予約
＜厚生労働省の委託を受けて一般社団法人キャリアブリッジが運営しています。＞

住所

大阪府豊中市服部西町4-13-1 豊中市立青年の家いぶき3階

Tel / Fax

06-6151-2244 / 06-6151-3037

Mail

info-yss@career-bridge.net

URL

http:://toyosapo.com

51 日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター
視覚障害者を対象とした職業訓練を行う。
●情報処理科 1 年コース（パソコン活用コース）［募集定員 4 名］
●ビジネス科電話交換コース ［募集定員 2 名］
●ビジネス科会計・経営コース［募集定員 2 名］

支援概要

入校時期は毎年4月と10月 (2月下旬と8月下旬に入校試験あり)
入校ご希望の方は、必ず見学・相談を行った上でお申し込みください。

住所

大阪府大阪市鶴見区今津中 2-4-37

Tel / Fax

06-6961-5521 / 06-6961-6268

Mail

shoku-nl@lighthouse.or.jp

URL

http://www.lighthouse.or.jp/rehab2.html
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働く

52 一般社団法人 new-look (ニュールック)

支援概要

働く/学ぶ/生活

不登校・高校中退に関わる児童生徒を対象にした学習支援、就労支援など。
●TOB 塾
不登校・高校中退・学び直しなどに対応したアットホームな個別学習塾
●TOB 塾 PAC サポート
シングルマザーなどを対象とした預かり保育付きの個別学習塾
●ヒラケゴマプロジェクト
不登校・高校中退経験を持つ社会人へのインタビュー動画の配信
●ブルームーンラボ
ナイトワーカーなどを対象とした夜間専用の訪問学習サービス
●ナイトクルージング
市街地での夜回りのなかで若者たちと交流を行う移動型の相談窓口

住所

兵庫県西宮市高木西町 14-6

Tel / Fax

0798-56-7139 / 0798-56-7139

Mail

info@new-look.jp

URL

http://www.new-look.jp/

53 NPO法人 ニューワークス

働く/生活

個々の特技、関心、能力にあった仕事を相談と体験（実習）で見つけ出し、その力にあった職業
を探す（創る）若者の就労支援を行う。

支援概要

●相談
水、土曜日10:00～13:00 1回2時間 3000円 相談活動、相談者の状況により日時・場所は
柔軟に対応可能。
●就労訓練
月～金 個別相談により決める。
●居場所
月3万円 月3万円を払えば、相談料3000円は不要。

住所

大阪府大阪市西区南堀江3-15-7 堀江ヴィラ 5A

Tel / Fax

06-6616-9136

Mail

new_works_npo@ybb.ne.jp

URL

http://www.geocities.jp/new_works_npo/top.html

54 パーソナルアカデミー

学ぶ/生活

小学生～大学生を対象にした、不登校支援を行う学習型フリースクール。

支援概要

●ステップアップコース：学習に入るまでの準備段階として、スタッフとのコミュニケーションを
中心にこれからの進路を一緒に考えていくことを目標とする。
●フリースクール（小・中学生）コース：「生活していくため」に必要な最低限の基礎学力を
つける学習支援。
●大学受験コース：大学や専門学校への進学のためにより難しい勉強に挑戦する方への
学習支援。
●高卒認定試験（旧大検）合格コース：高校卒業程度認定試験の合格をめざすコース。
●通信制高校サポートコース：通信制高校に通われている方の、卒業するまでに必要な
レポート、単位認定試験の対策をサポートしていくコース。

住所

大阪府池田市室町1-8 たいせい池田駅前ビル4階

Tel / Fax

072-753-7203

Mail

k-tani@personal-ac.com

URL

http://personal-ac.com/
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55 梅花女子大学大学院 心理総合相談センター

健康/生活/家族

一般心理相談や発達相談を発達心理学、臨床心理学、教育心理学専門の教員および
大学院生、研究生と臨床心理士有資格スタッフが行う。

支援概要

●相談支援
認知行動療法、心理検査、カウンセリング、ソーシャルスキルトレーニング、親子並行
面接などを行う。

住所

大阪府茨木市宿久庄 2－19－5

Tel / Fax

072-643-9071 / 072-643-9075

Mail

-

URL

http://www.baika.ac.jp/d_annai/shisetsu/shinri/

56 ハローライフ

働く

ハローライフは、「心うごく仕事は、できる。」をコンセプトに、「仕事や、働く自分を好きに
なりたい」「自分の道にちゃんと納得したい」「自分の人生と向き合って仕事を探したい」
そんな方の進路の選択や決定、一人ひとりに合った働き方・暮らし方をともに考え続けて
いくお手伝いをさせていただいています。

支援概要

●ハローライフスクール
約 2 週間にわたり、仲間とともに就職をめざすプログラムを開講。
その後は個別の状況に応じた就職活動を行う。
●求人記事
「未経験でも挑戦しやすい求人」について、働く人の想いやリアルな職場環境に
焦点をあてて記事にしています。webサイト上から、閲覧・ご応募いただくことができます。

住所

大阪府大阪市西区靭本町 1-16-14

Tel / Fax

06-6147-3286 / 06-7878-6525

Mail

info@hellolife.jp

URL

https://hellolife.jp/

57 PSIカウンセリングルーム

働く/学ぶ/健康/生活

カウンセリングをベースとした家族も含めた総合支援を行う。

支援概要

●就労支援
当事者の意向に沿ったことをできるだけというイメージで、代表のコネによる就労体験や、
就労斡旋、就労のためのスキルの習得援助を行う。
●カウンセリング
基本的に病院へ通院されることを念頭にしたカウンセリングを行う。
●勉強
元塾講師の代表がしっかりサポート。
●生活支援
ソーシャルスキルトレーニング、認知行動療法など。

住所

大阪府大阪市中央区南船場 3-11-27 日宝シルバービル 306

Tel / Fax

06-6253-8864 / 06-6253-7733

Mail

info@psi-rl.com

URL

http://www.psi-rl.com/
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58 枚方市子ども総合相談センター「となとな」

家族/働く/お金/生活

枚方市に在住、在職、在校している、子どもや若者のみなさんとその家族からの相談を
お聴きします。まずはお問い合わせください。

支援概要

●家庭児童相談：
親子関係、子育て、友達のことなど、18歳未満のお子さんについての様々な相談にのります。
●ひきこもり等子ども・若者相談支援センター：
15歳からおおむね39歳までの方の、ひきこもりや不登校、就労についての相談を
お受けします。
●ひとり親相談：
ひとり親のみなさんや、これからひとり親になるかもしれない方の、自立のための
相談をお受けします。

住所

大阪府枚方市岡東町12番3号410 サンプラザ3号館4階

Tel / Fax

家庭児童相談：050-7102-3221/ひきこもり等子ども・若者相談支援センター（相談専用）：072-843-2255/
ひとり親相談：050-7102-3227/FAX：072-846-7952

Mail

kodomocenter@city.hirakata.osaka.jp

URL

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/3-1-0-0-0_5.html

59 NPO法人 フェルマータ

働く/健康/お金/生活

就労支援・障がい者支援・その他メンタルヘルスに関わる相談を行う。

支援概要

●相談支援事業
三島地域若者サポートステーション、北大阪心理カウンセリングルームの運営。
●就労支援事業
就労継続支援 B 型の運営。生産・加工・販売、清掃事業等を実施。
三島地域若者サポートステーションでの就労相談・体験の実施。
●自立支援事業
フェルマータ自立サポートセンター、サロン de フェルマータよすみ店の運営。
●看護サービス事業、医療連携
訪問看護ステーション「エチュード」の運営 。フェルマータメンタルクリニック
との協働連携。

住所

大阪府高槻市東五百住町 1-38-13

Tel / Fax

072-661-7019 / 072-661-7029

Mail

info@npo-fermata.com

URL

https://www.npo-fermata.com/

60 フォロ

学ぶ/健康/生活
主に不登校支援、若者への居場所作りなどを行う。

支援概要

●フリースクール
大阪市にある学校外の子どもたちの居場所の運営。水曜は小学生以上を対象に
学習サポートも行う。
●なるにわ
18 歳以上の若者の居場所。若者たちが自分を否定されることなく、おたがいに関係を
結んでいくこと、また、さまざまな人や現場に学んでいくことを目的としている。
●親へのサポート
子どもが学校に行けない・行かない状態、またひきこもっている状態の親向けの
相談窓口の設立。親同士がゆっくり話せるサロンの運営。

住所

大阪府大阪市中央区船越町 1-5-1

Tel / Fax

06-6946-1507 / 06-6946-1577

Mail

info@foro.jp

URL

http://foro.jp/
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61 フリースクールにれの木

学ぶ/生活

小・中学生を対象にした不登校支援のフリースクール。

支援概要

●フリースクール
月～金 9:30～14:00 学校や家庭と連携しながら、学校への復帰を目指した学習、
生活支援を行う。
●家庭教師
家を出られない児童や学習困難児を対象にした、訪問指導を行う。
●カウンセリング
本人や保護者を対象にしたカウンセリングを行う。

住所

大阪府豊中市桜の町５丁目１０―７ ２０３

Tel / Fax

06-7162－0528 / 06-7162－0528

Mail

pinkrose8317ab@8.zaq.jp

URL

https://nirenoki19.amebaownd.com/

62 放課後デイサービスAnge

学ぶ/生活

★小学 1 年～高校 3 年を対象にした放課後等デイサービス事業を行う。
★Ａｎｇｅ庄内においては 火・木曜日のみ10時～13時に児童発達支援を行なう。

支援概要

●療育
クッキング、運動会、体育館プログラム、茶道、書道、ボウリング、ハイキング、夏祭り、
クリスマス会、キャンプなどの実施

住所

大阪府豊中市服部豊町 1-6-7 矢内ハイツ服部 1Ｆ東

Tel / Fax

06-6151-2996 / 06-6151-2198

Mail

info@tokuyo.me

URL

http://www.tokuyo.me/

63 医療法人豊済会サポートセンターる～ぷ

支援概要

働く/相談/生活

豊中地域の障がいのある方やその家族への相談支援、地域活動支援、訓練を行う
●豊中市委託相談支援事業所
障がい者とそのご家族に対して、生活上の相談や情報提供を実施
●地域活動支援センター
自由に過ごせる憩いの場を提供。プログラム活動、ピアサポ活動（当事者活動）を実施
● （指）特定相談支援事業所サービス等利用計画の作成
●生活訓練
プログラムや訓練を通じて日常生活を営む上で必要な力を身に付ける。
●就労移行支援
プログラムや企業での実習を通じて、必要な知識や能力を身に付け、就職を目指す。
就職後も就労継続していくためのサポートを実施

住所

大阪府豊中市小曽根 4 丁目 27-18

Tel / Fax

06-6332-8866 / 06-6332-8867

Mail

loop@ozone-hp.com

URL

https://www.ozone-hp.com/page/associated/other.html?anc=other_05
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64 訪問看護ステーション ベルキャット淡路

健康/生活

精神科訪問看護のスペシャリスト集団。ニート・ひきこもり・生活困窮など、若者たちの苦悩に
対して、既存の制度やサービスでは補いきれない様々な問題に対応。

支援概要

【契約の流れ】
①ご本人やご家族、関係者と相談内容の整理。通院先の医師または担当者と訪問看護利用
の調整。訪問看護契約の締結。
②生活の維持安定のサポート、および利用者様との関係性の構築。
医師の指示に応じた生活目標の設定。
③ストレングス（能力・意思・知識）の確認。必要に応じて地域資源と調整。
定期的なモニタリング。

住所

大阪府大阪市東淀川区淡路５丁目８

Tel / Fax

06-6160-0888 / 06-6160-0889

Mail

-

URL

http://www.bellcat.jp/

65 障がい福祉サービス事業所 マインドエイド

支援概要

働く/学ぶ/健康/生活

●個別プログラム： 日常生活支援、就労準備支援、基礎学力向上支援、創作活動、
カウンセリング
●集団プログラム： レクリエーション、軽スポーツ、料理活動など
●オフィスプログラム： パソコン学習、語学学習、資格試験学習など
●コミュニケーションプログラム： ソーシャルスキルトレーニング（SST)など
●社会体験プログラム： 地域ボランティア活動、職業体験など（支援方針） 「ひきこもり」からの
回復のお手伝いをはじめ、別プログラムや集団活動を通して、利用者様に応じた「生活のリハ
ビリ」や「社会参加の方法」をご提案させていただく他、ご希望に応じた具体的な「就労支援」を
トータルにサポートしてまいります。

住所

大阪府豊中市長興寺南一丁目３番５号 ニューグリーンシャトー101A号室

Tel / Fax

06-4867-3122(代表)

Mail

mindaid@mindaid.net

URL

http://mindaid.net/

66 正岡クリニック

健康/生活/家族

「正しい診断のもと正しい治療を行うことがモットー」の精神科、神経内科。
●対象：
精神疾患全般を扱う（睡眠障害、発達障害、高次脳機能障害、思春期問題、うつ病、
不安障害、統合失調症、てんかん、認知症、頭痛)

支援概要

●診療内容：
様々な心理検査、脳波、MRI、CTなどの画像診断、睡眠リズム調査

住所

大阪府池田市城南1-2-1 シークビル2F

Tel / Fax

072-751-3136

Mail

-

URL

http://masaoka21.com/
22

67 メンタルワークス大阪

働く/学ぶ/健康/家族

対面カウンセリング、訪問カウンセリングによって、さまざまな心の悩み、困りごとを持った方や
その家族の支援を行う。

支援概要

●カウンセリング
就労不安、不登校、依存症やアディクション、生活リズムの改善などの状態に対する、
認知行動療法的な介入を通した援助。
●EMDR
虐待やいじめなどのトラウマを抱えた方への専門援助を実施。EMDRなどの
特殊カウンセリングを用いた治療。

住所

大阪市営地下鉄「北浜」駅、「淀屋橋」駅より徒歩10分
（レンタルスペースを利用しています。予約完了時に伝えます。）

Tel / Fax

070-5045-6455

Mail

info@mental-works.net

URL

http://www.mental-works.net/

68 らいとぴあ２１

働く/学ぶ/生活/家族

誰もが安心していきいき暮らせる地域づくりと、あらゆる差別の解消・人権意識の向上を
めざして、こどもからお年寄りまでを対象に、さまざまな暮らしのサポートと人権文化の
発信を行なう施設。

支援概要

●総合生活相談：生活相談・就労相談など
●中間就労：職場・就労体験（相談しながらいろいろな「働く場」「働く練習の場」を体験）
●学力向上支援：高認プロジェクト（高卒の資格が必要な方を対象に、高等学校卒業
程度認定試験（旧･大検）の取得に向けて、個別学習や出願手続きなどのサポート）
●図書コーナー

住所

大阪府箕面市萱野1-19-4

Tel / Fax

072-722-7400 / 072-724-9698

Mail

info@raipi.org

URL

https://www.raipi.org/

69 YMCA総合教育センター

学ぶ/健康/生活/家族

児童生徒と保護者、教員を対象にした、発達相談とカウンセリング。セミナーの実施。

支援概要

●発達相談
勉強についていきにくい ・集中力、落ち着きがない ・コミュニケーション、集団行動が苦手、
友達とのトラブルが多い など、発達のつまづきに関する悩みを支援。
●カウンセリング
子育て、進路で悩んでいる ・不登校で困っている ・いじめ、対人関係で悩んでいる、
親子関係で悩んでいるなど、子育て、不登校等に関する悩みを支援。
●夏・冬のセミナー実施
夏には教職員・支援者対象の「発達障がい支援セミナー」を、冬には発達障がいの
子どもたちの将来を見据えた支援や連携について考える「自立支援セミナー」を実施。

住所

大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6 大阪 YMCA 会館 4

Tel / Fax

06-6441-0988 / 06-6443-7544

Mail

soudan@osakaymca.org

URL

http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/hc/counseling/
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70 若者居場所工房ぐーてん

働く/生活

生きづらさを抱えた若者の居場所提供を行う。
●居場所支援
生きづらさを抱えた若者が自由に参加できる、出入り自由の居場所を運営。

支援概要

住所

〒561-0832 豊中市庄内西町 4-25-5

Tel / Fax

06-6842-7129 / 06-6842-7139

Mail

guten.zutto@gmail.com

URL

http://guten.npo-zutto.com/

71 若者支援相談窓口

働く/学ぶ/健康/お金/生活/家族

不登校・ひきこもり・仕事や自立についてなど、「どこに相談していいかわからない」という方へ
相談内容に応じた支援機関の紹介や必要な情報を提供しています。

支援概要

【対象】
豊中市在住のおおむね15歳～39歳の若者とそのご家族・支援者
【利用方法】電話相談または面談（要予約）
【面談】
水・木・土曜 11:30～18:00 ※祝日・年末年始休館日を除く

住所

大阪府豊中市服部西町４－１３－１ 豊中市立青年の家いぶき３階

Tel / Fax

06-6866-3032 (火・水・土曜 11:45～18:00)

Mail

info@career-bridge.net (予約専用。メール相談不可)

URL

http://career-bridge.info/about/consultation/

72 わかもの国際支援協会

働く/生活

若者が差別されず、自由に社会参加できる社会を目指して設立したＮＰＯ法人。
●こもりす倶楽部（親の会）
ひきこもり当事者も一員として参加する親の会。主に、親の世代と当事者（本人）が
どのように接し、コミュニケーションを取っていけばいいかについて語り合う。

支援概要
●テレワーク・ワークシェア
雇われない働き方を目指す若者へ、テレワークによる仕事づくり・能力開発の
自助活動を行う。

住所

大阪府大阪市中央区平野町 1-7-1 堺筋髙橋ビル5階 大阪NPOセンター内 B-502

Tel / Fax

06-6777-1141（事務局）

Mail

info@wakamono-isa.com

URL

http://wakamono-isa.com/
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73 京都若者サポートステーション

働く

主に京都市周辺地域の若者を中心に、就労支援を行う。
●相談事業
こころの相談、キャリア相談など。

支援概要

●就労に関するセミナー等のプログラム
イマココ（不安軽減プログラム）、チートレ（チームワーク・トレーニング）、キャリコロ
（コミュニケーション・トレーニング）就活面接講座アジプロ（カフェ体験、事務所体験）、
職場体験プログラム（実際の仕事現場での体験）。

住所

京都府京都市中京区東洞院通六角下ル 京都市中京青少年活動センター内（2F）

Tel / Fax

075-213-0116 / 075-231-1231

Mail

kyo-saposute@ys-kyoto.org

URL

http://ys-kyoto.org/support/

74 特定非営利活動法人 神戸オレンジの会

学ぶ/生活

●居場所
ほぼ毎回イベントが開催。カレンダーは毎月固定のプログラムと、突発的なイベントを
組み合わせて1カ月ごとに製作。料理dayが1番人気。利用者は卒業するタイミングを
自分で決めることができる。また、卒業後のフォローアップとしてOBOG会的な集まりもある。
●心理カウンセリング、理事長の個別相談、医療相談を実施

支援概要

●ひきこもりの子どもを持つ親の会を開催
●神戸市ひきこもり地域支援センター「ラポール」
神戸市より受託している神戸市在住の方のためのひきこもりの1次相談窓口。
全年齢対象。

住所

兵庫県神戸市兵庫区兵庫区羽坂通 4-2-22

Tel / Fax

078-5158-060 / 078-515-8060

Mail

kobe.orange＠gmail.com

URL

http://www.kobe111.jp/

75 NPO法人こうべユースネット若者自立・就労支援事業部

支援概要

働く

若年無業者の自立・就労を支援する事業を行う。
●地域若者サポートステーション事業
就職活動がうまくいかない若者を対象にキャリアカウンセリングや心理カウンセリング等
相談支援とセミナー、職場体験を行う。サポステは兵庫県内7か所あり、そのうちの
こうべサポステ、さんだサポステ、西宮サポステの3か所を運営している。
●一体的実施事業
窓口は川西市と丹波市にあり、就職活動がうまくいかない若者を対象に相談支援や
セミナーを実施。川西市では職場体験も実施している。合同就職面接会を随時開催。
●川西市こども若者総合相談窓口
ニート・引きこもりの若者やその保護者を対象に相談支援を月に2回行っている。

住所

兵庫県神戸市中央区雲井通5-1-2 神戸市青少年会館5階

Tel / Fax

078-232-1530 / 078-242-2161

Mail

saposute@kobe-youthnet.jp

URL

http://kobejobsapo.net/
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働く/学ぶ/お金/健康/生活/家族

76 社会福祉法人一麦会 麦の郷ハートフルハウス創

支援概要

●相談・訪問 随時（火～土 9:00～17:15） 基本事前予約
●居場所 火曜～土曜（10:00～16:00）
●自治活動（レク、しゃべくろ会、女子会、ボードゲーム会、釣り部、演劇部など
月1回ペースで開催）
●軽作業(コーヒー豆のピッキング・焙煎など) 水曜日（13:00～16:00）
●カフェ勤務 木金土（9:00～17:00）希望の日数・時間で勤務。時給は売上によって変動
(創の居場所(活動)に参加する方は登録が必要)

住所

和歌山県紀の川市粉河853‐3

Tel / Fax

0736-60-8233

Mail

muginosato-hajime@live.jp

URL

http://hajime-cafe.jimdo.com
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相談窓口
豊中市の相談窓口を紹介します。豊中市にはない相談窓口に関しては、大阪府下の相談窓口をご紹介します。

77 豊中市 こども相談課
【こども総合相談窓口】
概要
受付時間
所在地

0歳から18歳になるまでの子どもと家庭に関する相談
365日 24時間 (電話のみ。来所の場合は月～金曜日 9時～17時15分)
すこやかプラザ ２階

電話番号

06-6852-5172

相談方法

電話または来所にてご相談下さい。

スタッフ

社会福祉職、指導主事、臨床心理士
課題の整理をお手伝いしながら問題解決に向けて一緒に考えたり、情報提供をしたり、必要に応じて
適切な専門相談窓口を紹介する。

相談後の対応

◆その他こども相談課で実施しているサービス
・子育て心の悩み相談：臨床心理士による面談（要予約）
就学前の子どものプレイセラピー
・子育て短期支援事業：保護者の疾病、その他の理由により家庭において児童を
養育することが一時的に困難になった場合、児童養護施設
等で一定期間児童の養育を行う（送迎は保護者）

【子どもの虐待に関する相談】
概要

児童虐待に関する相談や通告

受付時間

月～金曜日 9時～17時15分

所在地

すこやかプラザ ２階

電話番号

06-6852-8448

相談方法

電話または来所にてご相談下さい。

スタッフ

社会福祉職等
通告を受けた場合、調査し対応する。要保護児童対策地域協議会事務局として関係機関と連携しながら
児童虐待の未然防止や再発防止のための家庭支援を実施する。

相談後の対応
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78 豊中市 子育て給付課
【ひとり親家庭に関する相談】
概要
受付時間
所在地

※未婚・離婚前や検討中含む

ひとり親家庭の親子のための自立支援に関する相談
①月～金曜日 10時30分～16時 ②月～金曜日 10時～16時
①豊中市役所 第二庁舎 3階 および ②母子父子福祉センター（福祉会館前）

電話番号

06-6858-2767（子育て給付課） ・ 06-6852-5160（母子父子福祉センター）

相談方法

電話・来庁・来所にてご相談下さい。（来庁・来所面談は要予約）

スタッフ
利用者について

母子父子自立支援員・職員
＜主な対象者や相談内容＞
子育て中のひとり親家庭の保護者のための職業技能取得、就労（転職）、貸付（子の進学費用等）に関してなど。

◆ひとり親家庭支援に関する制度全般の説明
窓口での個々のニーズに沿った施策・制度の説明の他、 ひとり親家庭のしおりや
メールマガジンでの情報周知を行っている。

相談後の対応

◆経済的自立に関する相談
職業技能取得は地域の求人実態に沿ったもの（看護師、介護職員等）を給付金活用などでサポート。
ハローワークやくらし支援課と連携した就労（転職）支援、母子父子福祉センターの各種講座も案内する。
また、母子父子寡婦福祉資金（子どもの進学費用など）の利用も生活収支のアドバイスを絡めながら案内する。
◆離婚前や検討中の相談（未婚含む）
上記の他、母子父子福祉センターでは、面会交流・養育費や法律に関わる相談など法律・専門相談員
（元調停員）相談を実施、多様な相談ニーズに対応している。
◆交流の場
ひとり親同家庭の親子の交流の機会を、母子父子福祉センターで提供している。（いもほり、バス旅行など）
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79 池田子ども家庭センター
【児童相談】
概 要
受付時間
住 所

「児童福祉法」に基づく児童相談所として、養護、育成、障がいなどの各種相談に対応
午前9時から午後5時45分（土、日、祝祭日、年末年始を除く）
池田市満寿美町9-17

電話番号

072-751-2858
【夜間・休日虐待通告専用電話】072-295-8737 （午後5時45分から翌日午前9時まで、及び土、日、祝祭日、年末年始）

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

スタッフ
利用者について

相談後の対応

児童福祉士・児童心理士
＜主な年齢層＞18歳未満
＜主な相談内容＞ 虐待相談・養護相談、非行相談・障がい相談・育成相談等
◆養護相談 家庭での養育が困難な子どもを保護。
（一時保護、施設入所、里親委託）
◆虐待相談
通報があれば原則として48時間以内に子どもの安全を確認。
立ち入り調査、一時保護を実施する場合もある。
◆非行相談
助言指導、継続指導、児童福祉司指導等の在宅支援。及び施設入所。
◆障がい相談
知的障がい相談が8割を占めている。
療育手帳判定や施設紹介、在宅サービスや青少年相談及び就労支援を実施する機関への紹介を行う。
◆育成相談
適性相談、性格行動相談、不登校相談を受け付けている。
福祉・医療・教育機関と連携をしながら支援を行う。

【青少年相談】
概要
受付時間
住所

中卒後～おおむね２５歳までの青少年を対象に、ひきこもりや不登校、就職相談に対応
午前9時から午後5時45分（土、日、祝祭日、年末年始を除く）
池田市満寿美町9-17

電話番号

072-751-2858

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

スタッフ
利用者について

児童福祉士・児童心理士
＜主な年齢層＞ 高校生年齢層が8割以上
＜主な相談内容＞ ひきこもり・対人関係に関する相談／不登校相談・発達障がいに関する相談／要保護児童の相談
◆家庭訪問
来所相談に加えて家庭訪問を行う場合もある。

相談後の対応

◆他機関との連携
医療機関・就労支援機関等と連携を行い支援する。
また、自立援助ホームや児童自立支援施設（子どもライフサポートセンター）への入所等利用を行う。
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80 教育委員会 青年の家いぶき
【若者支援相談窓口】
概要
受付時間
所在地

若者やその家族からの相談に応じ、支援機関の紹介や必要な情報の提供などを行います。
月～金曜日 9:00～17:15
豊中市役所 第二庁舎 １階／労働会館

電話番号

06-6858-2245／06-6334-4055

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

利用者について ＜主な年齢層＞ 年齢に限らず生活にお困りの方

81 豊中市 福祉事務所
【生活保護に関する相談】
概要
受付時間
所在地

生活保護制度に関するさまざまな相談支援を行っている。
月～金曜日 9:00～17:15
豊中市役所 第二庁舎 １階／労働会館

電話番号

06-6858-2245／06-6334-4055

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

利用者について ＜主な年齢層＞ 年齢に限らず生活にお困りの方

【生活援護資金貸付に関する相談】
概要
受付時間
所在地

病気・失業・災害などで一時的に生活に困窮していて、貸付を受けることにより
自立更生ができる人を対象にした貸付制度です。（失業の場合は、再就職が決定していることが必要。）
月～金曜日 9:00～17:15
豊中市役所 第二庁舎 １階

電話番号

06-6858-2241

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

利用者について ＜男女比・主な年齢層＞ 男女・年齢に限らず生活にお困りの方
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82 豊中市 人権政策課
【外国人向け市政案内・相談】
概要

受付時間

所在地

外国人向けの市政案内（行政サービスの紹介等）と相談を行っています。
英語：月曜・火曜・木曜・金曜日 10時～12時／13時～16時
中国語：水曜日のみ10時～12時／13時～16時
韓国・朝鮮語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語、ネパール語は通訳を希望する1週間前までに要問合せ
豊中市役所 第一庁舎 5階

電話番号

06-6858-2730

相談方法

来庁・電話にてご相談下さい。

スタッフ

特定非営利活動法人 国際交流の会とよなか 職員

利用者について ＜主な相談内容＞ 国民健康保険関係、税金関係、保育所関係、市・府営住宅申し込み等
◆制度手続きサポート
スタッフ、通訳が手続き窓口まで同行し、サポートを行う。
相談後の対応

◆その他機関への紹介
とよなか国際交流センターへの紹介など

【人権相談（本庁実施分）】
概要
受付時間
所在地

同和問題をはじめとし、女性、障害、高齢者の方等、それぞれが抱えている
さまざまな人権問題の相談を行っている。
木曜日（第5週目は除く） 13時～15時（一人につき概ね30分・先着順）
第二庁舎１階 広聴係

電話番号

06-6858-2586

相談方法

来庁にてご相談下さい。

スタッフ
利用者について

人権擁護委員、一般財団法人とよなか人権文化まちづくり協会職員
＜男女比＞女性の割合が高い。
＜年齢層＞高齢者の相談が多い。
相談内容に応じて関係機関等への紹介を行っている。

相談後の対応
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83 豊中市 くらし支援課
【労働相談】
概要
受付時間
所在地

労働トラブル、労働問題に関する相談
月・水・金曜日 10:00～12:00 13:00～16:00
豊中市立生活情報センターくらしかん（北桜塚2-2-1）

電話番号

06-6858-6863

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

スタッフ
相談後の対応

労働相談員
相談内容に応じて、関係機関のご案内や情報提供等を行います。

【消費生活相談】
概要
受付時間
所在地

インターネットでの契約トラブルや、商品やサービスに関する契約の問題などの相談
月～金曜日 9:00～17:00
豊中市立生活情報センターくらしかん（北桜塚2-2-1）

電話番号

06-6858-5070

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

スタッフ

相談後の対応

消費生活相談員
インターネットでの契約トラブルや、商品やサービスに関する契約の問題など、消費生活に関する苦情や
問合せに、専門の相談員が被害の救済と相談者自身の力で問題を解決するためのアドバイスと情報
提供等を行います。

【多重債務者生活相談】
概要

弁護士などへの債務整理依頼や生活再建にむけた相談

受付時間

相談：月～金曜日 9:00～12:00、13:00～16:00 (要予約）
電話予約：月～金曜日 9:00～17:00

所在地

豊中市立生活情報センターくらしかん（北桜塚2-2-1）

電話番号

06-6858-6656

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。

スタッフ

多重債務相談員
◆多重債務者生活相談
債務の整理方法をアドバイスするとともに、相談者の希望に応じて弁護士や司法書士につなぎます。

相談後の対応

◆家計相談
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、
状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関への紹介等を行います。
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84 豊中市 障害福祉課

概要

障害のある方一人ひとりがいきいきと安心して暮らすことができるよう、手帳の交付、手当の支給、
各種障害福祉サービスに関する申請・相談を通して、より快適な生活を送れるようお手伝いをしています。

受付時間

月～金曜日 9時～17時15分

所在地

豊中市役所 第二庁舎 １階

電話番号

06-6858-2224

相談方法

電話・来庁にてご相談下さい。
手帳等の交付を行い、相談支援事業所等と連携しながら生活をサポートします。

相談後の対応

85 豊中市 障害者基幹相談支援センター
【障害者総合相談】
概要
受付時間
所在地

地域における相談支援機関の拠点として、障害者（身体・知的・精神・難病）や家族・関係機関などからの
相談に応じ、課題解決に向けて総合的な相談・支援を行います。
月～金曜日 9時～17時15分
豊中市障害福祉センターひまわり 稲津町1-1-20

電話番号

06-6862-0095

相談方法

電話・窓口の場合は事前に連絡にてご相談ください。
相談支援事業所等と連携しながら生活をサポートします。

相談後の対応

＜豊中市委託相談支援事業所＞

電話

FAX

豊中市障害者自立支援センター

6857-3601

6857-3602

相談支援事業所あすなろ

6866-2956

6866-2950

サポートセンターる～ぷ

6332-8866

6332-8867

相談支援センターきらら

6170-6592

6170-6593

相談支援センターぱすてる

6833-0028

6833-0051

地域活動支援センタークム

6853-5113

6853-5113

相談支援事業所みらい

6853-1127

6868-9702

みとい情報センター

6849-5654

6852-1492

みずほおおぞら相談支援事業所ぴすと

6848-3655

6848-3666

33

86 大阪府発達障がい者支援センター アクトおおさか

概 要

社会福祉法人北摂杉の子会が大阪府から委託を受け、発達障害者支援法に基づく「発達障害者支援センター事業」を
2002年から実施。発達障がいのある方々が、身近な地域で生涯にわたって自分らしく、安心して暮らしていける
ように、発達障がいの理解や支援方法の普及と、一貫した支援体制の構築をめざしている。

受付時間

開所時間：月曜日～金曜日 9:30～17:30
電話相談：火曜日～金曜日 13:30～16:30

電話番号

06-6966-1313

住 所

大阪市中央区内本町1－3－13 谷四ばんらいビル10階A

アクセス方法

大阪市営地下鉄谷町線 谷町四丁目駅下車 ３番出口より徒歩５０ｍ

スタッフ

6人（臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、精神保健福祉士）

利用者について ＜主な年齢層＞20代～40代が多い
支援の流れ

サービス内容

電話相談にて助言・情報提供を行う。
相談者のニーズにより、助言・情報提供をしたり、身近な地域の支援機関へ支援の引き継ぎをする。
【電話相談】
まずは電話相談にて、相談を受け付ける。
ご本人・ご家族のニーズに応じて支援機関の情報提供、助言を行っている。
大阪市・堺市以外の大阪府在住で発達障がい（疑）のある本人、家族、地域の支援者や学校、企業等の関係機関が対象。
診断、心理検査は行っていない。

ご利用方法

まずは電話相談にてご相談下さい
（予約なしの来所はご遠慮くださいますよう、お願い致します）
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200％有効活用！

ハローワーク使い方ガイド
ハローワークには若者が使えるサービスがたくさんあります。
ここでは、その機能や情報をご紹介します。

ハローワークとは？
雇用に関する情報の発信、主に求職者への求人情報提供、職業相談・紹介、職業訓練のあっせん、
セミナーの開講等各種就職支援を行っています。また、雇用保険の手続きなども行います。

【主な利用方法】
① 職業訓練 ② 応募希望求人への紹介 ③ パソコンによる求人情報の検索
④ 各セミナーの受講 ⑤ 職業訓練の斡旋申込み

若者におすすめのサービス
☆若年者向け就業セミナー（ハローワーク池田）
◎職業適性検査（興味検査・性格検査）による自己分析を行う講座
◎応募書類の書き方などを理解する講座
◎面接のマナーを知るための講座等毎月各講座を予約制で実施しています。
※セミナーの受講を希望される方は、各ハローワークまでお申し出ください。

☆職業訓練
職業訓練とは就職に必要なスキルや技能を習得し、早期の就職を目指す制度です。毎月、各種
訓練（公共訓練、求職者支援訓練等）を実施。相談、申込はハローワーク職業訓練の窓口まで
お申し出ください。

☆大阪新卒応援ハローワーク
新規大学等卒業予定学生と卒業後 3 年以内の方の就職活動を支援する施設。求人情報や
就活セミナーの開催など役立つ情報が手に入る。

☆梅田・あべのには若者専門のハローワークもあります！
大学卒業予定者やフリーターなどの「わかもの」に対して、正社員への就職活動を
サポート！
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ハローワーク基本情報
■ハローワーク池田 （※豊中市はハローワーク池田の管轄です）
住所：池田市栄本町 12-9
電話番号：072-751-2595
アクセス：阪急宝塚線「池田」駅下車 北へ徒歩 7 分
利用時間：8：30 ～17：15（月～金） [土・日・休祝日／年末年始休み]

■ハローワークプラザ千里・マザーズコーナー
（予約制。チャイルドスペースを設置。お子様連れでも安心です）
住所：豊中市新千里東町 1-4-1（阪急千里中央ビル 10 階）
電話番号：06-6833-7811
利用時間：10：00～18：00（月～土） [日・休祝日／年末年始休み]

■大阪新卒応援ハローワーク
(新規大学等卒業予定者及び既卒者(卒業後 3 年以内)の方へ)
住所：大阪市北区角田町 8-47（阪急グランドビル 18 階）
電話番号：06-7709-9455
利用時間：10：00 ～18：00（月～金）10：00 ～18：00（土）
[日・休祝日／年末年始休み]

■大阪わかものハローワーク
(正社員での就職を希望される概ね 35 歳未満の方へ)
住所：大阪市北区角田町 8-47（阪急グランドビル 18 階）
電話番号：06-7709-9470
利用時間：10：00～18：30（月～金）10：00～18：00（土）
[日・休祝日／年末年始休み]

■あべのわかものハローワーク
(正社員での就職を希望される概ね 35 歳未満の方へ）
住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-1（あべのルシアスオフィス棟 10 階）
電話番号：06-4396-7380
利用時間：10：00～18：30（月～金）10：00～18：00（土）
[日・休祝日／年末年始休み]
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