ひきこもり相談窓口

地域の身近な
保健所で相談を
行っておりますので、
ご利用ください

その２

〜ひきこもりに関する身近な相談窓口〜

保

健

所

一宮保健所

（一宮市・稲沢市）

瀬戸保健所

（瀬戸市・尾張旭市・豊明市・
日進市・長久手市・愛知郡）

春日井保健所

（春日井市・小牧市）

江南保健所

（犬山市・江南市・岩倉市・
丹羽郡）

師勝保健所

（清須市・北名古屋市・西
春日井郡）

津島保健所

（津島市・愛西市・弥富市・
あま市・海部郡）

豊橋市保健所
健康増進課

（豊橋市）

豊田市保健所
障がい福祉課

電話番号

名称（所管地域）

0586−72−0321 半田保健所

（半田市・知多郡）

0561−82−2158
0568−31−0750

知多保健所

（常滑市・東海市・大府市・
知多市）

衣浦東部保健所

（碧南市・刈谷市・安城市・
知立市・高浜市・みよし市）

0587−56−2157 西尾保健所

（西尾市・額田郡）

その１

〜ひきこもりに関する専門的な相談窓口〜

愛知県精神保健福祉センター

【県保健所の担当部署：健康支援課こころの健康推進グループ】
名称（所管地域）

ひきこもり相談窓口

電話番号

0569−21−3341
0562−32−6211
0566−21−4778
0563−56−5241

（対象：名古屋市を除く愛知県内にお住まいの方）

★ひきこもり相談専用電話 052−962−3088
受付時間：月〜金（年末年始・祝日を除く）午前9時〜 12時、午後1時〜４時30分

★ひきこもりＥメール相談

https://www.aichi-pref-email.jp/top.html

不

ひきこもりやメンタルヘルスに関する相談をメールでお受けしています。
愛知県精神保健福祉センターのホームページから入ることができます。

★面接相談

予約制です。相談希望の方は、まず、上記へお電話ください。

★「ひきこもり本人グループ」・「親のつどい」も開催しています。
★ひきこもり支援サポーター「ハートフレンド」による支援等を行う場合もあります。
★仲間づくり（居場所）、職場体験、家族会活動等の民間支援団体の情報について、精神保健福祉
センターのホームページ
（http://www.pref.aichi.jp/seishin-c/）でご紹介しています。

0568−23−5811 新城保健所

（新城市・北設楽郡）

0536−22−2203

0567−26−4137 豊川保健所

0533−86−3626

岡崎市保健所
0532−39−9145 健康増進課

0564−23−6715

（豊川市・蒲郡市・田原市）

（岡崎市）

0565−34−6751

（豊田市）

「ひきこもり家族教室」を開催している
保健所もあります。

★まずは、お電話でご相談ください。
★ご相談の内容により、面接の予約につないだり、医療機関や就労支援関係の窓口、
民間支援団体をご紹介いたします。秘密は守ります。
※名古屋市内にお住まいの方は、
「名古屋市精神保健福祉センターここらぼ」
（電話：052−483−2095）へご相談ください。
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まずはこちらへ
お電話を！

※名古屋市内にお住まいの方は、
「名古屋市精神保健福祉センターここらぼ」
（電話：052−483−2095）へご相談ください。

〜働くことについて悩みを抱える
若者の相談窓口〜
所在地

校

電話番号

なごや若者サポートステーション

名古屋市北区柳原 3-6-8 ユースクエア内 052−700−2396

がまごおり若者サポートステーション

蒲郡市元町 9-9

安城若者サポートステーション

安城市花ノ木町 5-10 花ノ木センタービル３階 0566−95−3137

高校
中退

家族との
会話がない、
顔を合わせ
ない…

自分の部屋に
閉じこもり
がち…

人と接する
のが苦手…

コンビニには
出かけるけど、
人と話をした
ことがない…

働きたいのに働けない…
仕事やアルバイトが
長続きするようになりたい…

地域若者サポートステーション
名称

登

未就労

0533−67−3201

ちた地域若者サポートステーション 半田市広小路町 90 クラシティ半田１階 0569−47−5537
とよはし若者サポートステーション

豊橋市牟呂町字東里26
豊橋市青少年センター内

かすがい若者サポートステーション 春日井市鳥居松町 5-31

0532−48−7808
三原ビル 5 階 0568−41−8016

★最寄りのサポートステーションにご相談ください

発行：愛知県健康福祉部障害福祉課こころの健康推進室
〒460-8501

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

電話

平成 24 年２月

052-954-6620（ダイヤルイン）

話すことで気づくこともあります。
私たち相談機関は、今できることを一緒に考えていきます。

ご相談をお待ちしています。

わたしたちはこのように考えています

相談機関を利用された方からメッセージをいただきました
相談担当者から
の
メッセージ

保健所や精神保健福祉センターでは、

ひきこもっている

ご本人の
気持ち

怠けたいと思ってひきこもっている人はまずいません。
部屋でゲームやインターネットに没頭しているように見
えても、心の底から楽しんでいるわけではなく、自分自
身、ひきこもっていることを責めていたり、強い不安や
葛藤を抱えており、身近な家族に対して、攻撃的な態度
を取ることもあります。また、心の中では、「何とかした
い」
「自分を理解してほしい」という気持ちを持っていま
す。ひきこもっていても、こうしたことにエネルギーを
消耗しています。そんな彼らの多くは、早く社会復帰し
たいと思いながら、行動に移せず思い悩んでいます。
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一番苦しんでいたことは何か？…今でも言えます
が、「この状況をどう打開するか」の一言に尽きます。
では、どうすれば打開策が見つかるか？

それは行動する

しかないんですが、それができれば苦労しないわけで…。

ご家族に
できること

なぜ

ひきこもるのか？

ひきこもりは

病気？

ひきこもりに至った原因や理由はわからないことも少なくありません。不登校
の経験のある方や、就職してから人間関係等により退職し、そのままひきこもる
方もいます。仮に思いあたる原因があっても、過去にさかのぼって取り除くこと
は困難です。
何らかのストレスが大きすぎて、自分の力ではどうにもできなくなった時、も
うこれ以上疲れないように、外からの刺激を遮断し、外界との接触を制限するこ
とで自分を守ろうとしている状態とも言え、甘えや怠けではありません。
原因を追究するより、これからどのようにしていくかが大切です。

「ひきこもり」という病気があるわけでは
ありません。精神的疾患や発達障害が背景
にあり、ひきこもりの状態になる場合があ
ります。また、ひきこもり状態が長引く中
で、精神症状が現れる場合もあり、医療を
受けることが有効な場合もあります。

ご本人が相談に訪れるのが難しい場合は、

ご家族のみの相談も重要だと考えています。1 回の相談で状況が変わるわけではありませんが、
相談を継続する中で、考え方の幅が広がり、客観的に自分を見つめることができるようにな
り、ご本人との関係にもいい影響を与えていきます。

そんな頃、保健所に相談窓口があることを知りました。相談の予約をす

ご相談内容によっては、適切な相談機関等のご紹介をさせていただきます。ご家族の中だけ

るのに、携帯の通話ボタンを押すまでに 30 分くらいかかりましたけど。

で考えていても限界があると思いますので、思い切って相談窓口に相談していただき話をする

そこで、精神保健福祉センターのことを聞き、相談などを通して、多く

中で、気持ちが楽になったり、新たに気づくことがあるかもしれません。何ができるか、一緒

の人と巡り合うことで、少しずつですが、状況は変わってきました。相談
本人がひきこもっていることによって、家族は大きな
影響を受けています。育て方や家庭環境など、ご自身を
責めていることもあります。ひきこもっていることばか
りにとらわれ、視野が狭くなってしまうこともあります。
ご家族にも助けが必要であると言えます。相談機関や家
族会での相談を通して、話をするだけで気持ちが楽にな
ることもあります。的確な情報を得て、自分たちなりの
対処方法を身につけ、ゆとりを取り戻すことによって、
ご本人への対応に変化が出て、ご本人の状態にもいい影
響をもたらすことにもつながります。ご本人は出かけら
れなくても、ご 家 族 だ け で も 思 い 切 っ て、相 談 機 関 に
まずお電話されることをお勧めします。

ひきこもりのご相談をお受けしています。

に考えていきたいと思います。

はきっかけをつくる、良い入口だと思います。
（30 代男性）

ひきこもりの若者の
ご家族からのメッセージ
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〜「ハートフレンド」とは、愛知県精神保健福祉センターの養成講座を受けら
れ、ひきこもり支援にかかわっているボランティアの方です。ひきこもり支援
については、まず、窓口にご相談いただくことから始まります。相談を続けら
れる中で、必要な場合は、「ハートフレンド」の活用を考えることができます〜

我家の長男がひきこもるようになり、親

20 歳の頃から徐々にひきこもり、既に

子関係がどんどん悪化し次第に家庭内暴力

10 年以上になりますが、いまだになかな

へ発展。時には警察のお世話にもなり、私

か外へ出られません。原因はいろいろ重な

達は困り果てていましたが、世間体を考え

り合っているので、一概に言えませんが、

ります。だんだんと親しくなって、今ではランチに行ったり、

ることをやめ、相談窓口に相談しました。

過去のことはあまりこだわらないように

ビリヤードしに行ったりしています。お互いの世界が広がって

話せなかった話を人に話すことができて、

し、今現在の子どもの気持ちを大切にした

とても気持ちが楽になりました。担当の方

いと思っています。しかし、子どもの状態

は、私達を支えて、進むべき道を私達に気

が変化もなく続いていると、このままで良

づかせて下さいました。それに加え問題解

いのかなと不安を感じることも多いです。

決の為に専門機関・支援団体を紹介頂き、

今では、同じ悩みを持つ家族会やカウン

それらの機関と連携して私達をサポートし

セリング等で話し合ったり、相談する中

て頂きました。その甲斐あって、今息子は

で、私自身の気持ちをリセットすることが

社会復帰し毎日楽しく過ごしています。

少し上手になりました。子ども自身が毎日

同じ悩みを持つ方へ、あなたも問題解決
のお手伝いをお願いしてみませんか。
（50 代父親

子ども：10 代男性）

の生活の中で一つでも良かったと感じたこ
と、楽しかったことが積み重なり、自信に
つながることを信じたいと思います。
（60 代母親

子ども：30 代男性）

一緒におしゃべりできるボランティア「ハートフレンド」があ

いくのが、素直にうれしいです。「出会い」から新しい何かが生
まれるかもしれません。

ハートフレンドとして活動してもうすぐ 1 年になりま
す。ハートフレンドという大それた名前がついています
が、活動内容としては、当事者の方と一緒に話をした
り、カードゲーム（トランプ等）をしたり、好きなことを
一緒にやっています。何もやりたくない、話をしたくな
い、けど一人ではいたくない…そんな時はなにもせず、
ただ一緒にいることもあります。ただのおしゃべり相手
がほしい、ゲームする相手がほしいと思った方、もし、
ハートフレンドに少しでも興味を持った方がいれば、ぜ
ひ、ハートフレンドを活用してみてください。あなたの
世界が少し広がるかもしれません。

