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◆社会的自立に困難を有する子ども・若者の居場所　県内MAP（令和５年２月末現在）
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⑤ユアスペース・さくら草

⑥ぷらっとホーム

⑦ココスグ　～こころの居場所～

⑧適応指導教室　おおとり教室

㊼-3 スペース・イオ　おおだて

⑯福祉の拠点　こみっと

⑲カタクリ

藤里町

大館市
鹿角市

①若者の居場所　ゆかり

　（みんなのお家　だんらん）

②若者ステーション

③若者の居場所in鹿角

④適応指導教室

　かづのこもれび教室

八峰町

五城目町

湯沢市

大仙市

美郷町

仙北市

⑬コーヒーサロン　ひとやすみ

⑭適応指導教室　はまなす広場

⑮フリースクール・フレスク

⑰三種町子ども・若者

　総合相談センター「ソフィア」

⑱適応指導教室　あすなろ教室

⑳みんなの居場所

　どんぐり2

㉑となりの居場所

㉒適応指導教室

　中央さわやか教室

【八郎潟町】

㉓「浦城」の歴史を伝える会

㉝若者の居場所　にかほ

㊲若者の居場所　びおら角館

㊳適応指導教室　さくら教室

㊼-4 スペース・イオ　かくのだて

㉚とまり木

㉛あおぞらサロン

㉜適応指導教室

　本荘ふれあい教室

【秋田市】

 ㉔フリースクールKOU

 ㉕若者の語り場～Vinculo de la vida

 ㉖ゆうスペースAKITA

 ㉗KHJ秋田ばっけの会　本人の会「居場所」

 ㉘ひきもこり相談支援センター　青年グループ

 ㉙適応指導教室　すくうる・みらい

 ㊼-1 スペース・イオ

㊻てらすはうす

㉞大仙市子ども・若者

　総合相談センター「びおら」

㉟大仙市子ども・若者

　総合相談センター「ふらっと」

㊱大仙・美郷不登校適応指導教室

　フレッシュ広場

㊴若者の居場所　びおら六郷

㊵若者の居場所　びおら横手

㊶適応指導教室

　南かがやき教室

㊷適応指導教室

　西かがやき教室

㊼-2 スペース・イオ　よこて

㊸居場所サロン「りらとこ」

㊹スタートライングループ

㊺適応指導教室　そよ風教室

⑨若者の居場所　くまっこ

⑩きたきた希望の会

⑪適応指導教室

　北秋田さわやか教室

⑫あきたリフレッシュ学園
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★居場所の基本情報

〒017-0202

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の居場所　ゆかり

②運営団体(者)名 社会福祉法人　小坂町社会福祉協議会

③ホームページ http://kosaka-syakyo.net/

住　所：小坂町小坂鉱山字栗平19-12

（建物・施設名称）多世代交流拠点「みんなのお家　だんらん」

担当者名：對馬　ひろみ

TEL：0186－25－8020 FAX：0186－25－8020

E-mail：kadaru4@shore.ocn.ne.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

毎月第１月曜日　11:00 ～ 12:00

○ゲームや会話
○ボランティア活動や相談など
○調理実習

　社会福祉協議会とボランティアスタッフ。あきた若者サポートステーションも訪問し
ています。いろいろなお話ができます。
　「だんらん」は誰もが気軽に立ち寄れる「みんなの居場所」です。ご家族などの参加
も大歓迎です。
　はじめの一歩を一緒に動きませんか。
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★居場所の基本情報

〒017-0201

住　所：小坂町小坂字上前田7-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者ステーション

②運営団体(者)名 社会福祉法人　小坂町社会福祉協議会

③ホームページ http://kosaka-syakyo.net/

（建物・施設名称）小坂町福祉保健総合センター　ゆーとりあ

担当者名：　對馬　ひろみ

TEL：0186－29－3221 FAX：0186－29－3218

E-mail：kadaru4@shore.ocn.ne.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　平日　9:00 ～ 17:00

○　相談支援（原則申し込み）
○　若者が集える場の提供

　「ゆっくりした時間を過ごしたい」時はご自由にご利用ください。
　「自分の思いを聴いてほしい」時は連絡いただければ社会福祉協議会や施設法人の職
員がお待ちしております。
　「小坂町のために何かやりたい」という方も大歓迎です。
　何でも一緒に考えましょう。
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★居場所の基本情報

〒018-5201

住　所：鹿角市花輪字下花輪86-2

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の居場所in鹿角

②運営団体(者)名 社会福祉法人　鹿角市社会福祉協議会

③ホームページ

（建物・施設名称）鹿角市社会福祉協議会内　多世代交流スペース

担当者名：地域福祉総合支援班（高橋、大越、湯瀬）

TEL：0186－23－2165 FAX：0186－23－2850

E-mail：info@kazunoshishakyo.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月第1月曜日　14:00 ～ 16:00

○　テーマカードトーク、コミュニケーションゲーム
○　リフレーミング
○　地域ボランティア活動
○　相談支援
　など

　大人だけでなく、子供や若者など誰にでも「何だかしんどいな～、何だか息苦しいな
～」と感じる時があります。
　そんな時に、ゆっくりとできる場所であり、ちょっと一休みしてエネルギーを溜める
場所をめざして、今少しずつ居場所づくりの活動を広めています。
　居場所に来たい方、居場所の運営を手伝ってくれる方どなたでも気軽に参加してみま
せんか。
　鹿角市社会福祉協議会では、他にもフリースクール活動の場所もあります。
　お問い合わせください。
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★居場所の基本情報

〒018-5201

住　所：鹿角市花輪字荒田1-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　かづのこもれび教室

②運営団体(者)名 鹿角市教育委員会

③ホームページ なし

（建物・施設名称）鹿角市交流センター内

担当者名：佐藤　良子

TEL：0186－22－0275　　　　　　 FAX：0186－22－1559　　　　　

E-mail：kyouiku-center@ink.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日～金曜日　9:00 ～ 15:00

○　相談員による不登校児童生徒や保護者への相談支援
○　学校復帰に向けた学習支援
○　集団活動等による自立意欲の喚起
○　臨床心理士による心理判定・カウンセリング

　児童・生徒が各自のペースで、学習や様々な体験活動に取り組んでいます。
　児童・生徒・保護者への電話や来所相談に応じます。
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★居場所の基本情報

〒017-0842

住　所：大館市字馬喰町48-1

〒017-0806

住　所：大館市字相染沢中岱14－6

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 ユアスペース・さくら草

②運営団体(者)名 市民有志の会

③ホームページ

（建物・施設名称）秋田県北部男女共同参画センター（活動室）

担当者名：畠山　安彦

TEL：090－6627－4308 FAX：0186－43－4428

E-mail：hatayasu1883@mx35.tiki.ne.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

（郵便物の送付先）

○　毎月第２金曜日１４：００～１６：００　秋田県男女共同参画センター
○　毎月第１土曜日１４：００～１６：００　三ノ丸 総合福祉センター 第１研修室
○　毎月第４土曜日１４：００～１６：００　三ノ丸 総合福祉センター２階 A相談室

○　パソコン講習（インターネット体験、タイピング、Word・Excelの利用編集方法）
○　地域ボランティア活動への協力
○　困りごと相談

　青少年が気楽に集まり、気の合う者同士が話をしたり自由にくつろいだりすることが
できる場所。
　同じ世代や異なる世代との交流、見守り役大人とのふれあいを通じて、社会の一員と
しての社会性や自主性などを身に付けることができる居場所づくりを目指しています。
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★居場所の基本情報

〒017－0897

住　所：大館市三ノ丸１０３番地

〒017－0897

住　所：大館市三ノ丸１０３番地

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 ぷらっとホーム

②運営団体(者)名 大館市福祉課とNPO法人KOU

③ホームページ

（建物・施設名称）総合福祉センター３階

大館市役所福祉課

TEL：0186－43－7017 FAX：0186－42－8532

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

（郵便物の送付先）

○　毎月第３日曜日１３：００～１６：００

○　コミュニケーションスキルアップ講座（カードゲーム・コミュニケーションカード
など使用しての対話練習）

　大館市福祉課職員とあきた若者サポートステーションスタッフが共同で、運営を行っ
ています。
　どなたでも参加できます。
　悩みや困りごとを自由に話し合うことができる場所です。遠慮無くご参加ください。
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★居場所の基本情報

〒017-0842

住　所： 秋田県大館市字馬喰町48-1

〒017-0046

住　所： 秋田県大館市清水二丁目3-71-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 ココスグ～こころの居場所～

②運営団体(者)名 代表　菊地　陽介

③ホームページ https://cocosugu-akita.jimdosite.com/

（建物・施設名称）秋田県北部男女共同参画センター

担当者名：菊地　陽介（代表）

TEL：080ｰ1387ｰ0501 FAX：　　　　　－　　　－　　　　　

E-mail：cocosugu.akita@gmail.com

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地（建物・施設名称）

（郵便物の送付先）

○居場所活動　　　  ▶ 月1回（毎月最終日曜日）
○オープンチャット  ▶ 常時
○オンライン交流会  ▶ 月1回

○居場所活動　　　  ▶ 生きづらさや精神疾患を抱える当事者同士の交流
○オンライン交流  　▶ 全国の生きづらさや精神疾患を抱える当事者同士の交流
○オープンチャット  ▶ LINEのオープンチャット機能を使っての交流
○LINEでの個別相談 ▶ ココスグ専用LINEでの個別のお悩み相談

　大館市で居場所活動をしている『ココスグ～こころの居場所～』です。
　生きづらさや精神疾患を抱えた人が”ありのままの自分”で居られる居場所を目指し
ています。
　今後は居場所づくりだけでなく、生きづらさや生活、仕事に関する情報発信や地域で
の偏見をなくす取り組みなども行っていきます。
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★居場所の基本情報

〒017-0897

住　所：大館市三の丸１０３－４

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　おおとり教室

②運営団体(者)名 大館市教育委員会　教育研究所

③ホームページ なし

（建物・施設名称）大館市総合福祉センター内（３階）

担当者名：大館おおとり教室　指導員　木立　亨　佐藤　久美子

TEL：0186－42－4888　　　　　　 FAX：0186－42－4888　　　　　

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日～金曜日　9:00 ～ 15:00

○　不登校児童生徒や保護者への相談支援
○　子どもの状況等に応じた学習支援
○　校外活動等による自立意欲の喚起

　自分のペースに合わせて、学習したり、読書したり、友達と話をしたりしながら、充
実した時間を過ごしています。
　人との触れ合いや体験的な活動を通して、学校の学習以外のたくさんのことを学んで
います。
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★居場所の基本情報

〒018-3312

住　所：北秋田市花園町10-5

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の居場所　くまっこ

②運営団体(者)名 若者自立サポーターの会

③ホームページ

（建物・施設名称）市民ふれあいプラザ「コムコム」研修室

担当者名：庄司

TEL：080－9629－7950　　　　　　 FAX：　　　　　－　　　－　　　　　

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎週日曜日　10:00 ～ 12:00

○　ゆっくり読書、ゲーム（トランプ、将棋等）
○　パソコン講座
○　軽い体操（ストレッチなど）
○　何もせずに、ただノンビリと過ごしてもOK
○　慣れてくれば、清掃等のボランティア活動へ移行

　「何とかしたい。」
　「誰かとつながりたい。でも動けない。」
　「キッカケがほしい。」・・・
と思っていても、初めての場所に出かけることはとても勇気がいるものです。
　でも、大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
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★居場所の基本情報

〒018-3312

住　所：北秋田市花園町16-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 きたきた希望の会

②運営団体(者)名 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会

③ホームページ

（建物・施設名称）北秋田市社会福祉協議会内

担当者名：成田　啓悦

TEL：0186－62－6868 FAX：0186－63－2460

E-mail：kurashi@kitaakita-shakyo.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　必要に応じて随時

○　レクリエーション（おやつ作り・軽スポーツ）
○　簡単な作業体験（パソコン・事務補助）
○　ボランティア活動（清掃活動・イベント準備）
○　職場見学、職業体験（市内企業・社福法人）

　ゆっくりお話しするだけでもOKです。一人ひとりの希望に寄り添ったみんなの居場
所です。
　見学からでもお気軽にご参加ください。

《参加者の声》
  ○ 気を使わず自分のペースで参加できる　　○ 次のステップの為の第一歩となる
  ○ 様々な経験やコミュニケーションを通して希望が芽生える
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★居場所の基本情報

〒018-3311

住　所：北秋田市材木町2-2

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　北秋田さわやか教室

②運営団体(者)名 北秋田市教育委員会

③ホームページ

（建物・施設名称）北秋田市交流センター内

担当者名：嘉藤　貴子

TEL：0186－62－4860　　　　　　 FAX：　　　　　－　　　－　　　　　

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月、火、木、金曜日　9:00 ～ 15:45
　（長期休業日を除く）

○　学習支援
○　スポーツ
○　野外活動
○　自由時間の活動、遊び

　学校に行きたいのに・・・
　　○ 悩みや不安が強く学校に行けない
　　○ 学校生活をおくるための心のエネルギーが消耗してしまっている
　「北秋田さわやか教室」はそのような子どもたちをサポートし、学校への復帰を目指
します。
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★居場所の基本情報

〒018-4251

住　所：北秋田市鎌沢字石渕44

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 あきたリフレッシュ学園

②運営団体(者)名 北秋田市教育委員会

③ホームページ http://www.kumagera.ne.jp/aikawat/gakuen.html

（建物・施設名称）合川学童研修センター

担当者名：津谷　泰介

TEL：0186－78－4180 FAX：0186－78－4091

E-mail：refresh@city.kitaakita.akita.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日 ～ 金曜日

○　規則正しい生活習慣づくり
○　野外体験活動
○　学習支援

　あきたリフレッシュ学園では、秋田県の小学校や中学校に通い、人間関係の悩みやス
トレスを抱えるなど、心の問題に悩む子どもたちを対象に受け入れています。
　そして子どもたちには、大自然の中で様々な体験活動を通して、心と体の充電を図る
機会を提供しています。
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★居場所の基本情報

〒016-0817

住　所：能代市上町12-32

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 コーヒーサロン　ひとやすみ

②運営団体(者)名 傾聴の会　ひとやすみ

③ホームページ

（建物・施設名称）能代ふれあいプラザ・サンピノ

担当者名：清水　勇悦

TEL：0185－52－2471 FAX：0185－52－2471

E-mail：yuuetsu@shirakami.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月1回　第３土曜日　13:00 ～ 15:00

○　傾聴活動による自殺予防
○　ひきこもりやニートの相談支援
○　ボランティア活動を通じた社会参加支援

　若者から高齢者までが気軽に利用できる場です。
　どなたでも、心がおちつく場所を用意しています。
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★居場所の基本情報

〒016-0894

住　所：秋田県能代市萩の台１−２８

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　はまなす広場

②運営団体(者)名 能代市教育委員会

③ホームページ

（建物・施設名称）サン・ウッド能代内

担当者名：柴田　裕彦

TEL：0185－52－8282 FAX：0185－73－6459　　　　

E-mail：hirohiko-shibata@city.noshiro.lg.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日～金曜日　9:00 ～ 15:00
　　能代市立小・中学校の長期休業中は休み

〇　学校復帰に向けた学習場所の提供、及び児童生徒の状況に応じた学習支援
〇　心身のリフレッシュのための軽スポーツや風の松原の散策
〇　児童生徒及び保護者に対する相談を通した支援

・　午前９時からでなくても、午前のみや午後のみの通級でも大丈夫です。
・　通級することで生活リズムが整ったり、自分のよさを再発見したりすることが
　期待できます。
・　学習は一人であるいは指導員と一緒に行うなど、希望するスタイルで勉強でき
　ます。
・　寄り添う姿勢を大事にしながら、お子さんの成長をサポートしていきます。
　担当者は指導員、「風の子電話」相談員、児童生徒支援アドバイザー、特別支援
　教育指導員の５名で、全員が小・中学校の元教職員です。

※　登校渋りや不登校は誰にでも起こり得ることです。お子さんの成長のために、
　何かしらお手伝いをしたいと思います。

※　どんなスタイルであれ、まずは「家から出てはまなす広場に来てみる」ことを
　大切に考えています。　
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★居場所の基本情報

〒016-0014

住　所：秋田県能代市落合字下大野1-35

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 フリースクール・フレスク

②運営団体(者)名 一般社団法人　のしろ若者自立支援機構

③ホームページ http://flesc.jp

（建物・施設名称）

担当者名：澤田敦子

TEL：090-9032-8206 FAX：0185-88-8400

E-mail：info@flesc.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　平日　10:00 ～ 15:00

○　教室内では原則自由に過ごせますが、自習される子供が多いです。
○　カウンセラーが在住し、自立にむけたコミュニケーション力を養います。
○　料理、校外学習など、こどもたちが「やりたい」と思うことを中心にしています。

これまで、当教室の利用を経て高校受験に合格した子もおります。子どもたちの心身の
状況や保護者のご希望などを尊重し、時間をかけて丁寧にケアを行います。まずはお気
軽にご相談ください。

こんなお悩みはございませんか？
・学習が遅れて学校に行きづらくなった。
・友達と喧嘩をして学校に行きたくない。
・集団での学習が苦手だ。
・お子様を日中1人にさせられない。
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★居場所の基本情報

〒018-3201

住　所：藤里町藤琴字三ツ谷脇110-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 福祉の拠点　こみっと

②運営団体(者)名 社会福祉法人　藤里町社会福祉協議会

③ホームページ http://fujisato-shakyo.jp/

（建物・施設名称）福祉の拠点　こみっと

担当者名：村岡　佐由里

TEL：0185－79－2848 FAX：0185－79－3330

E-mail：info@fujisato-shakyo.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日～金曜日（相談は随時）

○　就労支援
○　就労体験
○　介護福祉士実務者研修
○　共同事務所設置による地域との連携確保

　「福祉の拠点　こみっと」では、ひきこもり・不就労・障害等の方々が社会復帰を目
指して、町内の地方創生担い手人材バンク「プラチナバンク」で活動しています。ま
た、それを支える方々が集う会館でもあります。
　就労体験や相談等にも対応しています。お食事処もあり、手打ちそばやうどん、白神
まいたけキッシュやソフトクリームなどのメニューがあります。
　誰でも気軽に利用できる場所として地域に根付いてきました。どうぞお気軽にお越し
ください。
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★居場所の基本情報

〒018-2303

住　所：三種町森岳字石倉沢1-2

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 三種町子ども・若者総合相談センター「ソフィア」

②運営団体(者)名 ＮＰＯ法人長信田の森若者就労支援センター

③ホームページ http://kodomocenter.com/

（建物・施設名称）長信田の森心療クリニック敷地内「ソフィア」

担当者名：小林　かおり

TEL：0185－８３－５０３４（直通） FAX：0185－72－4134

E-mail：jobseek@nagashidanomori.com
⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　就労支援　：ボランティアや就労体験活動
○　学習支援　：教える体験活動
○　居場所活動：不登校やひきこもりの当事者および家族が気負わず来られる居場所
　　　　　　　　づくり
○　生活や就労、家族などに関する各種相談

　ふらっと来られる居場所です。何かをしてもいいし、何もしなくても大丈夫です。
　気負わず安心していらしてください。
　絵画教室やお料理教室などもあるので来てみてください。
　ご相談の時は事前にご連絡をいただけると助かります。
　JR森岳駅と長信田の森は、JR接続「三種町ふれあいバス」（200円）が便利です。

○　長信田の森心療クリニック敷地内「ソフィア」での通常支援
　　　毎週：月・火・水・金・土曜日　10:00～17:00

○　長信田の森心療クリニック敷地内「カフェ・リエゾン」での支援
　　　毎週：月・火・金曜日　　　　　10:00～14:00

○　小学校や地域公民館などでの学習支援
　　　・湖北小学校　　　　　　毎週月曜日　15:40～16:30
　　　・琴丘地域拠点センター　毎週火曜日　16:00～17:00
　　　・森岳小学校　　　　　　毎週金曜日　15:40～16:30
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★居場所の基本情報

〒018-2401

住　所：三種町鵜川字西本田2

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　あすなろ教室

②運営団体(者)名 三種町教育委員会

③ホームページ

（建物・施設名称）八竜農村環境改善センター内

担当者名：特別教育相談員　阿部　覚

TEL：0185－85-2177 FAX：　0185－85-2205

E-mail：kyoui@town.mitane.akita.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日、水曜日、金曜日　9:00 ～ 15:00

○　不登校児童生徒及び保護者、教師を対象とした総合的な教育相談支援及び学習場所
の提供

　登校できない児童生徒だけではなく、子どもや親の様々な悩みなど、総合的な教育相
談を行っています。
　プライバシーは厳守しますので、気軽にご相談ください。
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★居場所の基本情報

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 カタクリ

②運営団体(者)名 八峰町福祉保健課、社会福祉法人　八峰町社会福祉協議会

③ホームページ

（建物・施設名称）

担当者名：大坂夏海

TEL：0185－76－4608 FAX：0185－76－2113

E-mail：osaka.natsumi@town.happou.akita.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

※活動内容により異なりますので、お問い合わせください。

原則毎月第２木曜日　13:30～15:30

※活動日時に変更、追加等がある場合は、八峰町ホームページの「お知らせ版」に掲載
しますので、そちらを御確認ください。

○　ボランティア活動（清掃、花植、図書整理など）
○　おやつづくり、だまこ鍋づくりなどの体験活動
○　サポステ参加者との交流やグループワークなど

　少ない人数ではありますが、参加者は、継続して参加してます。
　また「気持ちがほっと出来る」「同じ境遇にある方との会話に充実感を感じる」とお
話いただいております。
　社会参加できない方々に気軽に足を運んでほしい場です。
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★居場所の基本情報

〒010-0342

住　所：男鹿市脇本脇本中野32－11

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 みんなの居場所　どんぐり２

②運営団体(者)名 いきいきＯＧＡ（市民有志の会）

③ホームページ

（建物・施設名称）脇本教会の2階　どんぐり２

担当者名：中西

TEL：0185－47－6166 FAX：0185－25－2675

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月第２土曜日　14:00～16:00　交流活動 
○　毎週金曜日　　　16:30～17:15　軽く運動（リモート・ヨガ教室）

○　相談支援
○　コミュニケーションゲーム
○　アナログゲームによる多世代交流
○　軽く運動

　幼児も小学生も若者も熟年者も、みんなの気持ちが落ち着く居場所です。
　安心して皆が集える場所を目指しています。
　困りごとのある方も、ない方も、自由にご参加ください。
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★居場所の基本情報

〒018-1502

住　所：潟上市飯田川下虻川屋敷100

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 となりの居場所

②運営団体(者)名 市民有志の会

③ホームページ

（建物・施設名称）神田医院別館

担当者名：あきた若者サポートステーション（大屋）

TEL：018－853－4367 FAX：018－853－4382

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月1回　第４木曜日　14:00 ～ 16:00

○　テーマトーク
○　手芸
○　農作業ボランティア

　当事者の方、保護者の方、気軽におしゃべりしてみませんか？
　趣味の話や好きな食べ物のこと、何でもOKですよ！
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★居場所の基本情報

〒010-0101

住　所：潟上市天王字長沼132-21

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　中央さわやか教室

②運営団体(者)名 適応指導「中央さわやか教室」運営協議会

③ホームページ

（建物・施設名称）潟上市勤労青少年ホーム内

担当者名：工藤　均

TEL：018－873－7666 FAX：なし　　　　

E-mail：なし

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　火曜日～金曜日　9:00 ～ 15:00

○　不登校児童生徒や保護者への相談支援
○　集団生活への適応力育成支援
○　自立心や社会性の育成支援
○　学校復帰に向けた基礎的学習指導

　いろいろとお話をしたり、体を動かしたりしてみませんか。
　いつでも待っています。
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★居場所の基本情報

〒018-1601

住　所：八郎潟町浦大町字天道田100-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 「浦城」の歴史を伝える会

②運営団体(者)名 ＮＰＯ法人「浦城」の歴史を伝える会

③ホームページ

（建物・施設名称）八郎潟町地域史料館内

担当者名：齊藤志郎

TEL：０18－893－5848　　　　　　 FAX：０18－893－5848

E-mail：urajyo-torako@cocoa.plala.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　随時開催

○　歴史学習
〇　お話相手
○　ものづくり体験
○　環境保全活動

　若者よ、家に引きこもらず、城跡の森林を歩いてみましょう。展望台からの八郎湖、
男鹿半島、日本海の眺めは絶景で気分爽快ですよ。
　史料館で胡桃、クラフトなどでいろんな物を皆さんで作ってみませんか。
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★居場所の基本情報

〒010-0955

住　所：秋田市山王中島町１－１

〒010-0804

住　所：秋田市外旭川八幡田2－1－6

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 フリースクールＫＯＵ

②運営団体(者)名 特定非営利活動法人　ＫＯＵ

③ホームページ https://npokou.org

（建物・施設名称）秋田県生涯学習センター　研修室

担当者名：あきた若者サポートステーション（大屋）

TEL：018－853－4367 FAX：018－893－3680

E-mail：miharu100@yahoo.co.jp    (注意：パソコンから返信を出します）

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

（郵便物の送付先）

○　当事者：水曜日、金曜日　　　　　13:00～16:30
○　保護者：第２水曜日、第2日曜日　14:00～16:00

○　家族以外の他人とのコミュニケーションスキルアップ
○　パソコンスキル習得、高卒認定及び各種資格の取得支援
○　総合的生活力の習得
○　保護者や支援者等の電話相談　など
○　ホームページで活動内容を紹介しています。ご確認ください。

　特別何をさせるわけでもないけれど、一人で悩んでいるよりは、だれかと行動した
り、話をしたりできた方がいいんじゃないかと思って、居場所をやっています。
　保護者だけの相談も受けています。遠慮なく、お訪ねください。

《利用者の声》
　２０代後半は何もする気が無くて、３０代になってから焦って、３５歳を過ぎてあき
らめかかったけれど、何かきっかけが欲しいと思って、参加してみて正解でした。
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★居場所の基本情報

〒010-1403

住　所：秋田市上北手荒巻字堺切24-2　NPO目的のある旅

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の語り場～Vinculo de la vida

②運営団体(者)名 草野　剛

③ホームページ https://www.mokutekinoarutabi.org/若者の語り場/

（建物・施設名称）秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」

担当者名：草野　剛

TEL：　　　－　　　　－　　　　 FAX：　　　　　－　　　－　　　　　

E-mail：solsubir8@yahoo.co.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月1回　土曜日（不定期開催）
　※　会場、時間等については、お問い合わせください。

○　ファシリテーター（臨床心理士等）の主導による自由な意見交換
　（住所、名前、年齢等を話す必要はありません）

　肩の荷を下ろして、ざっくばらんにお話してみませんか。
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★居場所の基本情報

〒011-0905

住　所： 秋田市寺内神屋敷３－１

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 ゆうスペースAKITA

②運営団体(者)名 一般財団法人秋田県青年会館

③ホームページ http://youthpal-akita.la.coocan.jp/

（建物・施設名称）秋田県青少年交流センター　ユースパル

担当者名：秋田県青少年交流センター　ゆうスペース担当　渡部和緒

TEL：018－880－2303 FAX：018－847－6350

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月2回　第1、第3水曜日　10:00 ～ 16:00

　※　令和２年10月１日～令和５年３月31日（予定）まで、閉鎖いたします。

　ボランティアスタッフ「コーチ」による以下の活動
○　青少年や保護者への相談支援
○　活動に関する情報提供及び参加促進
○　体験活動への指導、助言
　など

　　ボランティア団体等と協力して、相談活動や季節の行事など様々な活動を行ってい
　ます。
　　心休まる自由な空間・居場所です。
　　自由に時間をお過ごしください。
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★居場所の基本情報

【主な活動場所】

〒010-8560

住　所：秋田市山王一丁目1-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 ＫＨＪ秋田ばっけの会本人の会「居場所」

②運営団体(者)名 ＫＨＪ秋田ばっけの会

③ホームページ

（建物・施設名称）秋田市中央市民サービスセンター

担当者名：ＫＨＪ秋田ばっけの会　事務局長　妹尾弘

TEL：090－9539－2365 FAX：018－845－6655　　　　

E-mail：khjakitabakke@gmail.com

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月1回　第３土曜日か日曜日　13:30 ～ 15:30　
　＊　開催日（場所）は「魁」情報コーナーに掲載。詳しくはお問い合わせ下さい。

○　当事者・経験者同士のお話し合いです。
○　当事者の相談や社会参加、健康などについても話し合いします。

　「KHJ秋田ばっけの会」は、ひきこもり状態にある人と家族などの会です。
　本人の会「居場所」では、参加の当事者・経験者どうしで、自由に語り合ったりして
いますが、話を聞いているだけでも良いのです。
　自宅に居ることの多い人で、どこかへでかけたい、誰かと交流したいと思っている方
は、ぜひ参加してみて下さい。
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★居場所の基本情報

〒010-0001

住　所：秋田市中通2-1-51　明徳館ビル1階

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 秋田県ひきこもり相談支援センター　青年グループ

②運営団体(者)名 秋田県ひきこもり相談支援センター

③ホームページ https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/7906

（建物・施設名称）秋田県ひきこもり相談支援センター内

担当者名：菅原　麻衣

TEL：018－831－2525 FAX：018－831－2306

E-mail：akitamhc@pref.akita.lg.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　（原則）毎月1回　第2水曜日　14:00 ～ 16:00
　※　変更となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

○　制作活動等による協調性や自主性の育成支援
○　個別面接

  同世代の仲間といろいろな活動や交流をしたりする場です。
  詳しくは、「青年グループ」のホームページ（URＬは③に記載）をご覧ください。
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★居場所の基本情報

〒010-0974

住　所：秋田市八橋運動公園1-10

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　すくうる・みらい

②運営団体(者)名 秋田市教育委員会

③ホームページ https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010821/1010880/index.html

（建物・施設名称）ソユースタジアム（八橋陸上競技場内）２階

担当者名：学校教育課 指導担当

TEL：018－888－5808　　　　　 FAX：018－888－5804　　　　　

E-mail：ro-edsd@city.akita.lg.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○月曜日～金曜日 9:３０ ～ 14:２5
　※水曜日は12:１0で終了
　※祝日、小・中学校の長期休業中は休み

○集団生活への適応力育成支援
○個別の学習支援
○学校や家庭との連携支援
○保護者や教師への相談支援
○専門相談員(臨床心理士)、校内スクールカウンセラーとの連携支援

　不登校児童生徒の適応指導を行います。
　また、保護者の電話相談、来所相談に応じます。
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★居場所の基本情報

〒015-0872

住　所：由利本荘市瓦谷地１

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 とまり木

②運営団体(者)名 市民有志の会

③ホームページ

（建物・施設名称）鶴舞会館　和室

担当者名：三浦　仲子

TEL：0184－23－2192 FAX：0184－23－2192

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月1回　（第2水曜日か第3木曜日）
　※由利本荘市広報で、ご確認ください。

○　ひきこもりそうな人が安心できる場の提供
○　面談や電話による相談支援
○　支援制度等に関する情報提供
○　医療・薬品等に関する相談支援

　いつでもふらりとおいでください。予約はいりません。遅刻・早退もOKです。
　眠っている人もいます。本を読んだり、ゲームにハマる人もいます。
　年齢に関係なく、どなたにとっても心地よい居場所でありたいと思っています。
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★居場所の基本情報

〒015-0872

住　所：由利本荘市瓦谷地１

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 あおぞらサロン

②運営団体(者)名 社会福祉法人　由利本荘市社会福祉協議会

③ホームページ

（建物・施設名称）鶴舞会館

担当者名：米谷　智行

TEL：0184－74－7470 FAX：0184－74－4351

E-mail：f.jigyo@yurihonjo-shakyo.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月1回
　※社会福祉協議会のある鶴舞会館内で活動する時もありますが、野外での活動もあり
ます。

　①　創作活動などのグループワーク
　②　スポーツ体験活動
　③　調理や座禅などの体験活動
　④　ボランティア活動
　⑤　相談支援

　居場所の活動や参加者同士の交流を通じて多くの参加者が自信を深め、社会参加の意
欲増進につながっています。
　見学も大歓迎ですのでお気軽にお問い合わせください。
　また、参加者の意見も取り入れながら、みんなで楽しく活動することができるように
しています。

31



【別紙】　★居場所の基本情報

〒015-0076

住　所：由利本荘市東町15

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　本荘ふれあい教室

②運営団体(者)名 由利本荘市教育委員会

③ホームページ https://www.city.yurihonjo.lg.jp/edu/kyoiku/05.html

（建物・施設名称）由利本荘市文化交流館「カダーレ」内

担当者名：田　口　良　徳 （適応教室指導員）

TEL：0184－22－7750 FAX：0184－22－2557　　　　

E-mail：yoshinori51637@city.yurihonjo.lg.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日、水曜日～金曜日　9:15 ～ 15:00

○　児童生徒や保護者への相談支援
○　学習支援、集団活動、体験活動の実施

　ふれあい教室をあなたの居場所にしませんか。
　自分に合った未来を見つけましょう。
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★居場所の基本情報

〒018-0192

住　所：にかほ市金浦字上林４－１

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の居場所　にかほ

②運営団体(者)名 市民有志とNPO法人まることびおら・NPO法人KOU

③ホームページ

（建物・施設名称）エニワン

担当者名：杉沢千恵子　（NPO法人まることびおら）

TEL：0187－66－1106 FAX：

E-mail：biora@aqua.plala.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月第４火曜日　14:00～16:00

○　手芸や工作の話
○　パステルアート
○　コミュニケーションカードゲーム
○　地域ボランティア

　自分の気持ちがよくわからなくて、困っている人・社会の中で動きにくい人。
　心が落ち着ける居場所です。
　不登校やひきこもり状態の方々に向けて、穏やかになれるところを準備しています。
　どなたでも、自由にお越しください。
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★居場所の基本情報

〒014-0026

住　所：大仙市大曲丸の内町1番11-2

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 大仙市子ども・若者総合相談センター「びおら」

②運営団体(者)名 市民有志・まることびおら・NPO法人KOU

③ホームページ https://maruko-biora.com/

（建物・施設名称）大仙市子ども・若者総合相談センター「びおら」

担当者名：杉沢　千恵子

TEL：0187－66－1106 FAX：0187－66－1106

E-mail：biora@aqua.plala.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　年末年始等を除く平日　　 　 9:00～17:00　びおら
○　若者の居場所　第1水曜日　13:00～15:00　のびのびランド

○　相談支援
○　学習支援
○　就労体験、企業見学
○　各種教室（パソコン、音楽、ストレッチ、パステルアートなど）

　「私の住んでいる近くにも『びおら』のような居場所があればいいな。」と利用者に
言われます。
　大仙市をはじめ、美郷町、仙北市、横手市から来てくれる若者達。体験を通じて楽し
い時を過ごし、友と語らい、そして自分を見つめる。
　そんな居場所から多くの若者が社会へ巣立っています。
　参加者同士の交流を通じて、どなたにとっても心が落ち着ける居場所を目指していま
す。
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★居場所の基本情報

〒014-0047

住　所：大仙市大曲須和町1-6-46

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 大仙市子ども・若者総合相談センター「ふらっと」

②運営団体(者)名 特定非営利活動法人　光希屋（家）

③ホームページ https://www.h4j-hikikomori.blogspot.com

（建物・施設名称）ふらっと

担当者名：ロザリン・ヨン

TEL：0187－62－5150 FAX：0187－62－5150

E-mail：1coin.furatto@gmail.com

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日

○　相談支援
○　心のケア
○　自立支援

　ひきこもりは一人でいても、ずっと家にいても、こころはいつでも遠くに旅してしま
う。過去と未来の隙間に、自分と自分の関係に、自分と他人の距離に。癒しの旅でもあ
り、疲れる旅でもあります。
　光希屋（家）はひきこもりを経験したピアスタッフ中心に運営しており、店長を始
め、心の風邪を味わってきました。その経験を生かすひきこもりの自立支援を考えて、
若者育成の為に「ふらっと」ワンコイン・カフェを考えました。
　まず、自分らしさを保ちつつ、人とうまくふれあっていく。
　働きやすい環境を創って、失敗しても大丈夫、楽しくチャレンジすることにフォーカ
スしたいです。
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★居場所の基本情報

〒014-0063

住　所：大仙市大曲日の出町２丁目７番５３号

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 大仙・美郷不登校適応指導教室　フレッシュ広場

②運営団体(者)名 大仙市教育委員会・美郷町教育委員会

③ホームページ

（建物・施設名称）大曲交流センター内

担当者名：専任指導員

TEL：0187－63－8317 FAX：0187－63－8317

E-mail：fresh-2@edu.city.daisen.akita.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　火曜日～金曜日　9:00 ～ 15:00

○　専任指導員（２名）とカウンセラーによる相談支援
○　市教育委員会指導主事による学習相談

　学校に行けずに部屋や家に閉じこもりがちになっている児童生徒の皆さん。
　“誰かに話を聞いてもらいたい、同じ悩みや苦しみを抱えている友だちと語り合って
みたい、勉強もしてみたい”という気持ちになったことはありませんか？
　「フレッシュ広場」は、このような気持ちを抱いている皆さんのために開設された心
の居場所です。
　まずは一度来てみてください。その上で入級するかどうかを自分で決めることができ
ます。
　電話での問い合わせもOKです。
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★居場所の基本情報

〒014-3608

住　所：仙北市角館町中菅沢77-30

〒014-0026

住　所：大仙市大曲丸の内町1番11-12

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の居場所　びおら角館

②運営団体(者)名 ＮＰＯ法人まることびおら、市民有志・ＮＰＯ法人ＫＯＵ

③ホームページ

（建物・施設名称）仙北市角館交流センター

（建物・施設名称）大仙市子ども･若者総合相談センター「びおら」

担当者名：杉沢　千恵子

TEL：0187－66－1106 FAX：0187－66－1106

E-mail：biora@aqua.plala.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

（郵便物の送付先）

○　毎月第3火曜日　14:00 ～ 16:00

○　テーマカードトーク
○　コミュニケーションゲーム
○　リフレーミング
○　地域ボランティア
　などによる若者の交流を行っています。

　年齢に関係なく、すべての人にとって心が落ち着ける居場所をめざしています。
　参加者どうしの交流を通じて、社会の中で生きているという実感がわいてきます。
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★居場所の基本情報

〒014-0592

住　所：仙北市西木町上荒井字古堀田４７

〒014-1201

住　所：仙北市田沢湖生保内字武蔵野105-1

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　さくら教室

②運営団体(者)名 仙北市教育委員会

③ホームページ http://www.city.semboku.akita.jp/citizens/11_05.html

（建物・施設名称）仙北市役所西木庁舎

（建物・施設名称）田沢湖図書館学習室　他

担当者名：斎藤規子、小林高太郎

TEL：0187-43-3387 FAX：0187-47-2244

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月曜日～金曜日　※時間応相談

○　不登校児童生徒や保護者への相談支援
○　学習支援

　市内の様々な場所での教室開設が可能です（応相談）。
　体験参加も大歓迎です。一度来てみませんか。
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★居場所の基本情報

〒019-1404

住　所：美郷町六郷字馬町37

〒014-0026

住　所：大仙市大曲丸の内町1番11-12

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の居場所　びおら六郷

②運営団体(者)名 ＮＰＯ法人まることびおら、市民有志・ＮＰＯ法人ＫＯＵ

③ホームページ

（建物・施設名称）清水の里ふれあいいきいきサロン　まめだ屋

（建物・施設名称）大仙市子ども･若者総合相談センター「びおら」

担当者名：杉沢　千恵子

TEL：0187－66－1106 FAX：0187－66－1106

E-mail：biora@aqua.plala.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

（郵便物の送付先）

○　毎月第4火曜日　14:00 ～ 16:00

○　テーマカードトーク
○　コミュニケーションゲーム
○　リフレーミング
○　地域ボランティア
　などによる若者の交流を行っています。

　利用者が広域的になっていることから、びおら（大仙市大曲）に来られない人のため
に、美郷町六郷の「まめだ屋」に居場所を開設しました。
　皆さんのお越しをお待ちしてます。
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★居場所の基本情報

〒013-0060

住　所：横手市条里二丁目１－１５

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 若者の居場所　びおら横手

②運営団体(者)名 NPO法人KOU、NPO法人まることびおら、横手市社会福祉協議会

③ホームページ

（建物・施設名称）サンサン横手

担当者名：杉沢千恵子　（NPO法人まることびおら）

TEL：0187－66－1106 FAX：0187－66－1106

E-mail：biora@aqua.plala.or.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月第1火曜日　14:00 ～ 16:00

○コミュニケーションスキルアップゲーム
○ボランティア活動・軽作業など
○雑談の練習
　などによる若者の交流を行っています。

　若者達が気軽に集まり、自由に過ごしたり、ゲームをしたり、心が落ち着ける居場所
を作って行きます。
　ご参加ください。お待ちしています。
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ところ：013-0１０２
横手市平鹿町醍醐字四ッ屋７６
（醍醐公民館2階）

でんわ：0182-2５-3080
メール：minamikagayaki@city.yokote.lg.jp
ようび：毎週火～金曜日
じかん：9：00～15：00 

大橋交差点近く

醍醐保育園の隣です。

ようこそ「南かがやき教室」へ

南かがやき教室は、長期にわたって学校を欠席している小・中学生の
皆さんへの支援と、その保護者の援助にあたるための適応指導教室です。
専任指導員と教育相談員の2人が児童生徒の指導や、面接相談・電話相談
などにあたっています。

横手市教育委員会
保護者・教職員の皆様

南かがやき教室の風景
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南かがやき教室はこんなところです

ほっとする場
・安心してリラックスできる
ところです。
ゆっくり いやし 居心地

自分を見つける場
・自分のいいところを見つ
ける機会です。

先生とのカウンセリング
友達との日常

学びの力をつける場
・わかる楽しさを知り、学力
をつけます。
先生たちによる指導 教え合い、

学び合い 自主学習

みんなと触れ合う場
・人とのじょうずな関わり
方を学びます。
先生たちと 友達と
先輩たちと 様々な人たちと

楽しく遊ぶ場
・遊びで心を豊かにします
教室でカードゲーム 体育館で
ボールゲーム 一人でお絵かき
折り紙 パズル など

様々な体験の場
・体験で視野を広げます
美術館へ 工芸教室 絵画教室
バーベキュー など

力を蓄えて新たなスタートへ
学校復帰へ 進学へ 社会へ

入級について ・学校の先生に相談するか、直接電話をしてください。
・体験入級もできます
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2

etc......

013-0461
18

2
0182-23-8648
nishikagayaki@city.yokote.lg.jp

9 00 15 00 
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★居場所の基本情報

〒012-0185

住　所：湯沢市古館町4-5

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 居場所サロン「りらとこ」

②運営団体(者)名 社会福祉法人　湯沢市社会福祉協議会

③ホームページ http://www.yushakyo.or.jp/ziritsusoudan/riratoko.html

（建物・施設名称）湯沢市社会福祉協議会内

担当者名：佐々木　身佳

TEL：0187－73－8696 FAX：0187－73－3558

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　毎月第4木曜日
※活動日時は毎回異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

○　Café（茶話会、鍋パーティー、クリスマス会）
○　Sports（バドミントン、卓球、ヨガ教室などによるスポーツ交流）
○　Work（ボランティア活動）
○　Meeting（活動内容話し合い、勉強会）
○　Go（市内まち歩き）
○　Cooking（調理実習）
○　フリースペース「パレット」　毎月第２木曜日１０：００～１６：００
　　会場：ふるさと交流館「院内」ＪＲ院内駅前

　「社会とのつながりを持ちたい」、「自立のきっかけをつかみたい」という方であれ
ば、年齢や障がいの有無に関わらずどなたでもご参加いただけます。
　就労ありきの支援ではなく、いろいろな生き方を受け止める場所です。
　お気軽にお越しください。
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★居場所の基本情報

〒012-0822

住　所：湯沢市字下山谷180番地1

⑤活動日時

⑥活動内容

①居場所の名前 スタートライングループ

②運営団体(者)名 代表　荻田弘則

③ホームページ （facebook）https://www.facebook.com/happystartline/

（建物・施設名称）

⑦オープンな居場所についてのお問合せ先

TEL：0183-73-0715（柴田）、0183-72-2712（荻田）

　個別相談についてのお問合せ先

TEL：090-7070-0417（荻田）

E-mail：hongzeditian@gmail.com

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

　月一回です。
　お問い合わせください。

　オープンな居場所は、主に湯沢市男子共同参画センターの一室をお借りしています。
　他、個別相談につきましては、随時で、場所は上記住所等になります。

　不登校につきましては、40年オーバーで流れをみてきました。
　ひきこもり等の皆様とも、横並びから始まり伴走型です。
　立ち上げ当初から「空気みたいな感じの寄り添い」を実践しています。
　他、活動として自殺予防全般にも力を入れてきました。

　弱いところをみるよりも出来る事を一緒に考えていきましょう。
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★居場所の基本情報

〒012-0824

住　所：湯沢市佐竹町4-52

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 適応指導教室　そよ風教室

②運営団体(者)名 湯沢市教育委員会

③ホームページ

（建物・施設名称）湯沢市教育研究所内

担当者名：湯沢市教育委員会　学校教育課　佐々木直美

TEL：0183－78－0720　　　　　 FAX：0183－72－8515　　　　　

E-mail：k-shido-gr@city.yuzawa.lg.jp

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　火曜日～金曜日　10:00 ～ 15:00

○　一日の計画作成
○　学習、創作活動等の体験学習

　「そよ風教室」では、児童生徒の社会的自立を願い運営しています。
　学習活動、体験学習、自主的活動を通し、意欲を育て自分への誇りと自信を回復できる
よう、関係機関と連携を図りながら、児童生徒の社会性を育て、集団生活に溶け込めるよ
う支援します。また、保護者の電話相談、来所相談にも応じます。
　学校や保護者との連絡を大切にし、「みんなで一人を」育てる支援をしています。
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★居場所の基本情報

〒012-1131

住　所：羽後町西馬内字本町23

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 てらすはうす

②運営団体(者)名 社会福祉法人　羽後町社会福祉協議会

③ホームページ http://ugomachishakyo.or.jp/

（建物・施設名称）中央公民館

担当者名：小林

TEL：0183－62－5313 FAX：0183－62－5314　　　　

E-mail：

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

○　月1回　第３木曜日　13:30 ～ 16:00

○　個別相談支援
○　近況報告
○　会話、各種ゲーム、読書、塗り絵

　これからについて不安のある方や社会とのつながり方について悩んでいる方の第1歩
目ととなる居場所としてご利用ください。
　同じ悩みを持つ仲間が相談にのってくれたり、ゲームで交流したりしています。
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★居場所の基本情報

〒010-0001

住　所：秋田市中通2-1-51

〒013-0037

住　所：横手市前郷二番町10-1

〒017-0804

住　所：大館市柄沢字狐台52-2

〒014-0372

住　所：仙北市角館町小館77-2

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前

１　スペース・イオ
２　スペース・イオよこて　
３　スペース・イオおおだて
４　スペース・イオかくのだて

②運営団体(者)名 秋田県教育委員会

１　スペース・イオ　
http://www.meitoku-h.akita-pref.ed.jp/tsuu/io/INDEX.html

２　スペース・イオよこて

http://www.yokote-h-tei.akita-pref.ed.jp/RIGHT/io.html

３　スペース・イオおおだて
http://www.homei-h-tei.akita-pref.ed.jp/cn70/pg940.html

４　スペース・イオかくのだて
http://www.kakunodate-h.akita-pref.ed.jp/tei/supe-suio/io-top.html

１　スペース・イオ

（建物・施設名称）秋田明徳館高等学校

２　スペース・イオよこて

（建物・施設名称）横手高等学校青雲館

３　スペース・イオおおだて

（建物・施設名称）大館鳳鳴高等学校桜楯館

４　スペース・イオかくのだて

（建物・施設名称）角館高等学校駒草キャンパス

秋田県教育庁高校教育課

TEL：018－860－5165　　　　　　 FAX：018－860－5808　　　　　

E-mail：koukou@pref.akita.lg.jp

⑧居場所からのメッセージ

○月曜日～金曜日（詳しい時間帯は、上記③の各ホームページで御確認ください）

○学習支援
○教育相談やカウンセリング

　スペース・イオでは、現在学校へ行きたいけれども行くことができないでいる児童生
徒及び中卒者を対象に、安心して過ごすことができる「心の居場所」を提供しながら、
主に学習支援を行います。
　イオ（ＩＯ）は、「Ｉｎ・Ｏｕｔ」（出入り）が自由にできる空間を意味します。ま
た、「ＩＯ」にはイタリア語で「私」の意味があります。
　詳しくは、上記③の各ホームページで御確認ください。

③ホームページ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）
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★居場所の基本情報

⑤活動日時

⑥活動内容

⑦問合せ先

①居場所の名前 ※「居場所」の名称はありません。

②運営団体(者)名 秋田県警察本部人身安全対策課及び県内各警察署少年係

③ホームページ

（建物・施設名称）

⑧居場所からのメッセージ

④居場所の所在地
（建物・施設名称）

秋田県警察本部（人身安全対策課）及び県内各警察署
※詳しくは別紙をご覧ください。

不定期開催
　※　詳しい活動日時については、別紙の県警本部（人身安全対策課）または県内
　　各警察署へお問い合わせください。

○　体験活動（調理実習、農作業、ものづくり）
○　スポーツ交流
○　大学生少年サポーターによる学習支援

※　別紙を参照のうえ、お問い合わせください。

　継続補導や少年相談を通じて関わった少年に対して、農作業・スポーツ等の体験活動
の参加促進、大学生ボランティアによる学習支援等を行い、地域社会との絆を深め、
個々の少年の状況に応じた立ち直り支援活動を推進しています。
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【別紙】秋田県警察本部及び県内各警察署所在地・連絡先一覧

◆秋田県警察本部（人身安全対策課） ◆鹿角警察署

〒010-0951　秋田市山王4-1-5 〒018-5201　鹿角市花輪字向畑100

TEL：（代表）018－863－1111 TEL：（代表）0186－23－3321

◆大館警察署 ◆北秋田警察署

〒017-0864　大館市根下戸新町1-70 〒018-3331　北秋田市鷹巣字下家下1

TEL：（代表）0186－42－4111 TEL：（代表）0186－62－1245

◆能代警察署 ◆五城目警察署

〒016-0811　能代市日吉町1-24 〒018-1721　五城目町字七倉178-4

TEL：（代表）0185－52－4311 TEL：（代表）018－852－4100

◆男鹿警察署 ◆秋田中央警察署

〒010-0511　男鹿市船川港船川字新浜町1-4 〒010-0875　秋田市千秋明徳町1-9

TEL：（代表）0185－23－2233 TEL：（代表）018－835－1111

◆秋田臨港警察署 ◆秋田東警察署

〒011-0945　秋田市土崎港西3-1-8 〒010-1407  秋田市上北手百崎字内山60-2

TEL：（代表）018－845－0141 TEL：（代表）018－825－5110

◆由利本荘警察署 ◆大仙警察署

〒015-0817　由利本荘市中町２７ 〒014-0063　大仙市大曲日の出町1-1-30

TEL：（代表）0184－23－4111 TEL：（代表）0187－63－3355

◆仙北警察署 ◆横手警察署

〒014-0378　仙北市角館町西野川原34-6 〒013-0043　横手市安田字越廻71

TEL：（代表）0187－53－2111 TEL：（代表）0182－32－2250

◆湯沢警察署

〒012-0857　湯沢市千石町1-3-5

TEL：（代表）0183－73－2127
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