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１ 主な青少年団体 
                         

名  称 所在地及び連絡先 

愛知県国際農友会 

〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 県庁農業経営課内 

052-954-6412 

愛知県子ども会連絡協議会 
〒461-0011 

名古屋市東区白壁一丁目 50 番地 県白壁庁舎内 

052-212-5508 

愛知県サイクリング協会 
〒483-8242 

江南市五明町根場 99 間宮方 

0587-54-6071 

愛知県青少年赤十字指導者 

協議会 

〒461-8561 

名古屋市東区白壁一丁目 50 番地 

日本赤十字社 愛知県支部内 

052-971-1599 

愛知県青少年団体連絡協議会 

〒461-0011 

名古屋市東区白壁四丁目 50 番地 

愛知県モラロジー協議会青年クラブ内 

052-931-2011 

愛知県青年国際交流機構 

〒454-0806 

名古屋市中川区澄池町 13-24 高木方 

052-352-4509 

愛知県青年赤十字奉仕団 

連絡協議会 

〒461-8561 

名古屋市東区白壁一丁目 50 番地 

日本赤十字社 愛知県支部内 

052-971-1599 

愛知県青年団協議会 
〒460-0008 

名古屋市中区栄一丁目 18 番８号 県青年会館内 

052-221-6003 

愛知県スポーツ少年団 
〒460-0007 

名古屋市中区新栄一丁目 49 番 10 号 県教育会館内 

052-264-1010 

愛知県農協青年組織協議会 
〒460-0003 

名古屋市中区錦三丁目３番８号 ＪＡあいちビル 

052-951-6957 

愛知県ＢＢＳ連盟 

〒460-8524 

名古屋市中区三の丸四丁目３番１号 

法務合同庁舎 名古屋保護観察所内 

052-951-2947 
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名  称 所在地及び連絡先 

愛知県フォークダンス連盟 
〒463-0002 

名古屋市守山区中志段味字東荒古 2551-１ 

052-736-3002 

愛知県モラロジー協議会 

青年クラブ 

〒461-0011 

名古屋市東区白壁四丁目 50 番地 

公益財団法人モラロジー研究所愛知県協議会内  

052-931-2011 

青少年ペンフレンドクラブ

愛知県連合 

〒450-8799  

名古屋市西区天神山町４－５ 

日本郵便株式会社 名古屋中央郵便局郵便部内 

052-523-8611 

愛知県４Ｈクラブ連絡協議会 
〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 県庁農業経営課内 

052-954-6409 

愛知県レクリエーション協会 

〒462-0846 

名古屋市北区名城一丁目３番 35 号 

愛知県スポーツ会館内 

052-618-5409 

愛知ＢＢＳ会 

〒454-0875 

名古屋市中川区小城町一丁目１番地の 20 

名古屋市西部児童相談所内 

052-365-3253 

愛知ユースホステル協会 
〒460-0008 

名古屋市中区栄一丁目 18 番８号 県青年会館内 

052-221-6080 

一般社団法人ガールスカウト

愛知県連盟 

〒460-0008                   

名古屋市中区栄一丁目 18 番８号 県青年会館内 

052-201-5770 

中日こども会 

〒456-0023 

名古屋市熱田区六野２－６－29－101 山崎方 

052-871-4100 

公益財団法人名古屋ＹＷＣＡ 

〒460-0004 

名古屋市中区新栄町二丁目３番地 

052-961-7707 

公益財団法人名古屋ＹＭＣＡ 

〒464-0848 

名古屋市千種区春岡一丁目２番７号 

052-757-3331 

名古屋サ―クル連絡協議会 

〒460-0008 

名古屋市中区栄一丁目 18 番８号 県青年会館内 

052-221-6001 
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名  称 所在地及び連絡先 

名古屋市青年団体協議会 

〒460-0008 

名古屋市中区栄一丁目 18 番８号 県青年会館内 

052-221-6001 

名古屋市レクリエーション

協会 

〒460-8508 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

名古屋市教育委員会スポーツ振興課内 

052-971-1026 

名古屋ユネスコ協会 

〒450-0001 

名古屋市中村区那古野１‐39‐23 

ライフコア那古野 下枝方 

052-583-6662 

日本海洋少年団愛知県連盟 

〒464-0825              

名古屋市千種区西崎町２－37－202 

052-752-2066 

日本航空少年団 

〒458-0003 

名古屋市緑区黒沢台４－1206 

六合マンション黒沢台 202 号 櫻井方 

052-878-7641 

日本ボーイスカウト愛知連盟 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸三丁目２番１号 県東大手庁舎内 

052-972-6281 

 

 

 

２ 青少年に関する施設 

（１）総合施設 

名  称 所在地及び連絡先 宿泊定員

愛知県奥三河総合センター 

〒441-2301 

北設楽郡設楽町田口字向木屋 2-10 

0536-62-0100 

46 人

愛知こどもの国 

〒444-0701 

西尾市東幡豆町南越田 3 

0563-62-4151 

－

海南こどもの国 

〒490-1403 

弥富市鳥ヶ地町二反田 1238 

0567-52-1515 

－
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名  称 所在地及び連絡先 宿泊定員

愛知県森林公園 

＜一般公園、植物園、運動施設＞ 

〒488-8555 

尾張旭市大字新居 5182-1 

0561-53-1551 

＜ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場＞ 

〒488-0081 

尾張旭市大字新居 5182-1 

0561-53-3993 

－

愛知県民の森 

（モリトピア愛知） 

〒441-1693 

新城市門谷字鳳来寺 7-60 

0536-32-1262 

150 人

愛知県児童総合センター 

〒480-1342 

長久手市茨ヶ廻間乙 1533-1 愛・地球博記念公園内

0561-63-1110 

－

名古屋市青少年交流プラザ 

ユースクエア 

〒462-0845 

名古屋市北区柳原三丁目 6-8 

052-991-8440 

－

名古屋市青少年宿泊センター

（青少年交流プラザ分館） 

〒459-8001 

名古屋市緑区大高町字蝮池 4－6 

052-624-4401 

120 人

あいち海上の森センター 

〒489-0857 

瀬戸市吉野町 304-1 

0561-86-0606 

－

愛知県緑化センター及び 

愛知県昭和の森 

〒470-0431 

豊田市西中山町猿田 21-1 

・愛知県緑化センター 0565-76-2106 

・愛知県昭和の森   0565-76-1304 

－

 

（２）青年の家 

名  称 所在地及び連絡先 宿泊定員 

愛知県青年の家 

〒444-0802  

岡崎市美合町並松1-2  

0564-51-2123 

180人

豊橋市青少年センター 

〒441-8087 

愛知県豊橋市牟呂町字東里26 

0532-46-8925 

56人

春日井市青年の家 

〒480-0302 

春日井市西尾町392 

0568-88-0677 

－
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名  称 所在地及び連絡先 宿泊定員 

豊田市青少年センター 

〒471-0034 

豊田市小坂本町一丁目25番地 

0565-32-6296 

－

安城市青少年の家 

〒446-0061 

安城市新田町池田上1 

0566-76-3432 

76人

小牧市青年の家 

〒485-0046 

小牧市堀の内一丁目1 

0568-76-3718 

48人

新城市青年の家 

〒441-1331 

新城市庭野字岩本8 

0536-23-1191 

－

東海市立青少年センター 

〒477-0031 

東海市大田町細田9-1 

0562-32-5400 

－

江比間野外活動センター 

〒441-3605  

田原市江比間町長尾1-1 

0531-37-1025 

宿泊管理棟
98人

キャンプ場
120人

 

（３）少年自然の家 

名  称 所在地及び連絡先 宿泊定員 

愛知県美浜少年自然の家 

〒470-3236 

知多郡美浜町大字小野浦字宮後1-1 

0569-88-5577 

500人

愛知県旭高原少年自然の家 

〒444-2893 

豊田市小滝野町坂38-25 

0565-68-3200 

500人

豊橋市少年自然の家 

 〒441-3211 
豊橋市伊古部町下リ25-41 

0532-21-2301 

バンガロー
120人

キャンプ場
125人

岡崎市少年自然の家 

〒444-3341 

岡崎市須淵町屋名平44-1 

0564-47-2357 

宿泊室
208人

キャンプ場
360人
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名  称 所在地及び連絡先 宿泊定員 

春日井市少年自然の家 

〒487-0031 

春日井市廻間町1102-1 

0568-92-8211 

宿泊室
256人

キャンプ場
200人

豊田市総合野外センター 

〒444-2201 

豊田市坂上町朝日山13-1 

0565-58-1388 

少年自然の家
298人

キャンプ場
472人

   

（４）勤労青少年ホーム 

名  称 所在地及び連絡先 

豊橋市勤労青少年ホーム 

〒441-8075 

豊橋市神野ふ頭町3-22 

0532-33-0555 

瀬戸市勤労青少年ホーム 

〒489-0881 

瀬戸市熊野町98 

0561-83-3579 

春日井市勤労青少年ホーム 

〒486-0844 

春日井市鳥居松町2-247 

0568-85-4188 

犬山市勤労青少年ホーム 

〒484-0888 

犬山市大字羽黒新田字上堅筬1-1 

0568-67-3772 

稲沢市立稲沢勤労青少年ホーム 

〒492-8166 

稲沢市井之口沖ノ田町38 

0587-32-7905 

新城市勤労青少年ホーム 

〒441-1384 

新城市字西入船5-2 

0536-23-1123 

高浜市勤労青少年ホーム 

〒444-1314 

高浜市論地町5-6-4 

0566-52-4017 

稲沢市立祖父江町勤労青少年

ホーム 

〒495-8511 

稲沢市祖父江町上牧下川田454 

0587-98-3730 

みよし市立勤労青少年ホーム 

〒470-0224 

みよし市三好町仲ヶ山43-11 

0561-32-3044 
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名  称 所在地及び連絡先 

あすて 

〒473-0911 

豊田市本町本竜43 

0565-52-0362 

 

３ 子ども・若者の相談窓口 
                （平成27年12月現在） 

（１）子ども・若者総合相談センター 

子ども・若者育成支援に関する相談、関係機関の紹介、情報提供及び助言 

○名古屋市子ども・若者総合相談センター 電話番号 ０５２－９６１－２５４４ 

相談受付日時 月曜～土曜（祝日、年末年始は除く） １０時～１７時 

 ○豊橋市子ども・若者総合相談窓口 電話番号 ０５３２－２９－８０７０ 

相談受付日時 月曜～水曜・金曜 １０時～１７時、木曜 １０時～１６時（祝日、年末年始は除く）

 ○一宮市子ども・若者総合相談窓口 電話番号 ０５８６－８４－０００３ 

相談受付日時 火曜～土曜（祝日（月曜が祝日の場合はその翌日）、年末年始は除く）９時～１７時 

 ○春日井市子ども・若者総合相談 電話番号 ０５６８－８２－７８３０ 

相談受付日時 月曜～土曜（祝日・年末年始は除く） １５時～１９時 

 ○豊川市少年愛護センター相談窓口 電話番号 ０５３３－８４－５７５６ 

相談受付日時 月曜～金曜  １０時～１７時 

 ○豊田市若者サポートステーション 電話番号 ０５６５－３３－１５３３ 

相談受付日時 火曜～日曜（年末年始は除く） ９時～１７時 

○大府市子ども・若者支援相談窓口 電話番号 ０５６２－４８－１８０５ 

相談受付日時 第1･3金曜日、第2･4火曜日（祝日、年末年始は除く）【事前予約制】 

13時30分～14時20分、14時30分～15時20分、15時30分～16時20分（1人50分間） 

 ○若者相談窓口「知多市若者支援センター」 電話番号 ０５６２－３６－２９６０ 

  相談受付日時 火曜～日曜（年末年始及び月曜が祝日の場合は祝日明けの平日は除

く） 

○田原市子ども・若者総合相談窓口 電話番号 ０５３１－２７－８６０２ 

相談受付日時 毎週火曜～金曜（祝日、年末年始は除く） 9時30分～16時 

 ○北名古屋市子ども・若者総合相談窓口 電話番号 ０５６８－２２－１１１１（内線5422）  

相談受付日時 月曜～金曜（祝日、年末年始は除く） ９時～１７時 
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（２）３６５日子ども・家庭１１０番（公的窓口） 

子どもと子育てに関する悩みや問題等の相談 

電話番号 ０５２－９５３－４１５２ 

相談受付日時 毎日 ９時～１７時 

（愛知県児童（・障害者）相談センター） 

 

（３）児童相談センター、児童・障害者相談センター（公的窓口） 

虐待や非行など、児童に関するさまざまな相談 

 名  称 所  在  地 電話・FAX 

１ 
中央児童・障害者

相談センター 

〒460-0001 
名古屋市中区三の丸2－6－1 

Tel：052-961-7250 

Fax：052-950-2355 

２ 
海部児童・障害者

相談センター 

〒496-8535 

津島市西柳原町1－14 

Tel：0567-25-8118 

Fax：0567-24-2229 

３ 
知多児童・障害者

相談センター 

〒475-0902 
半田市宮路町1－1 

Tel：0569-22-3939 

Fax：0569-22-3949 

４ 
西三河児童・障害

者相談センター 

〒444-0860 
岡崎市明大寺本町1－4 

Tel：0564-27-2779 

Fax：0564-22-2902 

５ 
豊田加茂児童・障

害者相談センター

〒471-0024 
豊田市元城町3－17 

Tel：0565-33-2211 

Fax：0565-33-2212 

６ 
新城設楽児童・障

害者相談センター

〒441-1326 
新城市字中野6－1 

Tel：0536-23-7366 

Fax：0536-23-7367 

７ 
東三河児童・障害

者相談センター 

〒440-0806 
豊橋市八町通5－4 

Tel：0532-54-6465 

Fax：0532-54-6466 

８ 
一宮児童相談セン

ター 

〒491-0917 
一宮市昭和1－11－11 

Tel：0586-45-1558 

Fax：0586-45-1560 

９ 
春日井児童相談セ

ンター 

〒480-0304 
春日井市神屋町713－8 

Tel：0568-88-7501 

Fax：0568-88-7502 

10 
刈谷児童相談セン

ター 

〒448-0851 
刈谷市神田町1－3－4 

Tel：0566-22-7111 

Fax：0566-22-7112 

名 
古 
屋 
市 

中央児童相談所 
〒466-0858 
名古屋市昭和区折戸町4－16 

Tel：052-757-6111㈹

Fax：052-757-6122 

西部児童相談所 
〒454-0875 
名古屋市中川区小城町1－1－20

Tel：052-365-3231 

Fax：052-365-3281 

相談受付時間 月曜～金曜（祝日・年末年始は除く） 

８時４５分～１７時３０分（名古屋市は１７時１５分まで） 
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（４）メンタルヘルス＆ひきこもり相談（公的窓口） 

心の健康に関しての相談、ひきこもりに悩む本人、家族からの相談 

電話番号 

  ○一宮保健所   ０５８６－７２－０３２１  ○瀬戸保健所 ０５６１－８２－２１５８ 

  ○春日井保健所  ０５６８－３１－０７５０  ○江南保健所 ０５８７－５６－２１５７ 

  ○清須保健所   ０５２－４０１－２１００  ○津島保健所 ０５６７－２６－４１３７ 

  ○半田保健所   ０５６９－２１－３３４１  ○知多保健所 ０５６２－３２－６２１１ 

  ○衣浦東部保健所 ０５６６－２１－９３３７  ○西尾保健所 ０５６３－５６－５２４１ 

  ○新城保健所   ０５３６－２２－２２０５  ○豊川保健所 ０５３３－８６－３６２６ 

  ○愛知県精神保健福祉センター  ０５２－９６２－５３７７（精神保健福祉相談） 

                           ０５２－９６２－３０８８（ひきこもり専門相談） 

相談受付日時 

   保健所 月曜～金曜（祝日・年末年始は除く）９時～１６時３０分（１２時～１３時を除く） 

愛知県精神保健福祉センター 月曜～金曜（祝日・年末年始は除く）９時～１６時３０分（１２時～１３時を除く） 

Ｅメール httpｓ://www.aichi-pref-email.jp/top.html（左記ＵＲＬにアクセスし、以

後は画面の指示にしたがい、利用規約を確認のうえ、入力フォームに必

要事項を記入してください。） 

 

（５）あいちこころほっとライン３６５（公的窓口） 

職場の人間関係や近所付き合い、家族関係の悩み、不安、自殺願望など、心の問題で

悩みをお持ちの方に対する相談 

電話番号 ０５２－９５１－２８８１ 

相談受付日時 年中無休 ９時～１６時３０分 

 

（６）ヤング・ジョブ・あいち（公的窓口） 

職業適性診断、職業相談、職業紹介、キャリアコンサルティング等の就職関連サービスの提供 

電話番号 ０５２－２６４－０６６５ 

相談受付日時 月曜～金曜（祝日・年末年始は除く） ９時３０分～１８時 

  中区栄４－１－１（中日ビル12階） 

 

（７）いじめ・不登校相談（公的窓口） 

いじめや不登校に関する親からの相談 

電話番号 ０５２－９６１－０９００ 

相談受付日時 月曜～金曜（祝日・年末年始は除く） ９時～１６時 

愛知県教育委員会生涯学習課 

 

 

 



－90－ 

（８）子どもＳＯＳほっとライン２４（公的窓口） 

いじめ問題に悩む子どもや保護者等の相談 

全国共通ダイヤル 電話番号 ０５７０－０７８３１０（なやみ言おう） 

相談受付時間 ２４時間 

愛知県教育・スポーツ振興財団 

  

（９）愛知県総合教育センター相談部（公的窓口） 

【一般教育相談】 

 利用対象 児童生徒とその保護者及び関係教職員等 

 相談方法 来所相談（要予約） 

電話相談 ０５６１－３８－２２１７ 

相談内容 身体・精神、学業、不登校、いじめ、非行、進路・適性、家庭教育、体罰、

暴力行為等 

相談日時 月曜～金曜 午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始は除く） 

【特別支援教育相談】 

利用対象 障害のある幼児児童生徒または、落ち着きがなく授業に集中できないなど、

学校生活で困っている幼児児童生徒とその保護者及び教職員等 

相談方法 来所相談（要予約） 

   電話相談 ０５６１－３８－９５１７ 

相談内容 家庭でのしつけや育て方、就学や進路の問題、幼稚園や学校等での指導方法等

相談日時 月曜～金曜 午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始は除く） 

 

（10）教育相談「こころの電話」（公的窓口） 

青少年とその保護者からの教育に関する悩みや不安についての相談 

電話番号 ０５２－２６１－９６７１ 

相談受付日時 毎日（年末年始は除く） １０時～２２時 

愛知県教育・スポーツ振興財団 

 

（11）ヤングテレホン（公的窓口） 

少年自身の悩みごとや非行などに関する相談 

電話番号 ０５２－９５１－７８６７ 

Ｅメール 愛知県警ホームページ http：//www.pref.aichi.jp/police 

「相談・お問合せ」→「メール受付のご案内」→ 

「ヤングテレホンＥメール相談」からご利用ください。 

相談受付日時 月曜～金曜 ９時～１７時（祝日・年末年始は除く） 

愛知県警察本部 少年課 少年サポートセンター 
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（12）少年補導センター（公的窓口） 

名  称 所  在  地 電 話
設 置
年 月 日

運営
委員

補導
委員

所   長 設置根拠

豊橋市少年愛
護センター 

豊橋市牟呂町東里26
（豊橋市青少年セン
ター内） 

(0532) 
29-8071

昭和 
39. 7. 1

13 392
市教委少年愛
護センター所
長 

市 条 例

岡崎少年愛護
センター 

岡崎市上六名三丁目
3-4 六名会館内 

(0564) 
51-3283

昭和 
39. 7. 1

15 193
市教委社会教
育課長 

市 条 例

一宮市青少年
センター 

一宮市木曽川町内割
田一の通り27番地 

(0586) 
84-0017

昭和 
39. 7. 9

14 745
福祉こども部
青少年育成課
長 

市 条 例

瀬戸市少年セ
ンター 

瀬戸市追分町64-1 
(0561) 
88-2635

昭和 
48. 6. 1

18 453
健康福祉部こ
ども家庭課長

運営要綱

半田市少年愛
護センター 

半田市雁宿町一丁目
22-1 半田市福祉文
化会館内 

(0569) 
23-7341

昭和 
50. 4. 1

0 145
市教委生涯学
習課長 

市 規 則

豊川市少年愛
護センター 

豊川市諏訪3-300 
プリオビル５階 

(0533) 
84-5756

昭和 
52. 4. 1

16 230
市教委生涯学
習課長 

市 条 例

刈谷市青少年
センター 

刈谷市東陽町1-1 
刈谷市役所内 

(0566) 
23-8888

昭和 
38.10. 1

0 327
市教委生涯学
習課長 

市教育委
員会規則

豊田市青少年
相談センター 

豊田市栄町1-7-1 
(0565) 
32-6595

昭和 
37. 5. 1

0 284
市教委青少年
相談センター
所長 

市 条 例

安城市青少年
愛護センター 

安城市新田町池田上1
安城市青少年の家内

(0566) 
76-3432

昭和 
54. 4. 1

19 124
市教委青少年
の家所長 

市 条 例

西尾市少年愛
護センター 

西尾市錦城町162-14
西尾市中央ふれあいセンター内

(0563) 
55-3515

昭和 
54. 7.12

15 225
市教委生涯学
習課長 

市 規 則

蒲郡市青少年
センター 

蒲郡市旭町17-1 
蒲郡市役所内 

(0533) 
66-1168

昭和 
38. 4. 1

0 96
市教委青少年
センター所長

市 条 例

犬山市青少年
センター 

犬山市大字犬山字東
畑36番地  
犬山市役所内 

(0568) 
44-0353

平成 
10. 4. 1

11 58
市教委青少年
センター所長

市 規 則

江南市少年セ
ンター 

江南市高屋町清水 
118 江南市民体育
会館内 

(0587) 
55-2133

昭和 
59. 4. 1

20 69
市教委教育課
長 

市教育委
員会規則

小牧市少年セ
ンター 

小牧市中央1-260 
小牧都市センター内

 0120- 
783-291

昭和 
55. 4. 1

10 85
こども未来部こ

ども政策課少年

センター所長 
市 条 例

東海市少年補
導センター 

東海市大田町細田9-1
東海市立青少年セン
ター内 

(0562) 
32-5400

昭和 
48.10. 1

14 95
市教委青少年
センター所長

市教育委
員会規則

大府市青少年
センター 

大府市中央町5-70 
大府市役所内 

(0562) 
45-6219

平成 
10. 4. 1

11 387
市民協働部青
少年女性室長

市 規 則

尾張旭市少年
センター 

尾張旭市東大道町原
田2585-1 尾張旭旧
市民会館内 

(0561) 
76-8129

平成 
 5. 4. 1

15 392
市民生活部市
民活動課少年
センター所長

市 条 例

北名古屋市青
少年センター 

北名古屋市能田引免
地35番地 
北名古屋市役所東庁
舎分館内 

(0568) 
22-1111

内線5421

平成 
23. 4. 1

0 0
福祉部家庭支
援課長 

設置要綱

 
少年補導センターでは、非行少年等の早期発見、街頭補導活動、少年相談、専門機関への

通告、補導連絡会の開催、家庭等に対する補導連絡及び補導活動等に必要な情報収集等を行

っている。 
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（13）被害少年相談電話（公的窓口） 

少年の犯罪・いじめ・虐待などの被害に関する相談 

電話番号 ０１２０－７８６７－７０ 

ＦＡＸ番号 ０５２－９５１－７８８７ 

相談受付日時 月曜～金曜 ９時～１７時（祝日・年末年始は除く） 

愛知県警察本部 少年課 少年サポートセンター     

 

（14）子どもの人権１１０番（公的窓口） 

いじめ、不登校、虐待といった子どもをめぐる人権問題に関する相談 

電話番号 ０１２０－００７－１１０ 

相談受付日時 月曜～金曜（祝日・年末年始は除く） ８時３０分～１７時１５分 

法務省人権擁護局 

 

（1５）地域若者サポートステーション（民間窓口・厚生労働省委託実施事業） 

若者の自立を支援するため、本人や保護者等に対する専門的な相談、職業体験、ネッ

トワークを活用した総合的な支援 

 ○なごや若者サポートステーション    電話番号 ０５２－７００－２３９６ 

  相談受付日時 火曜～土曜（祝日・年末年始・施設休館日は除く） １０時～１８時 

 ○いちのみや若者サポートステーション  電話番号 ０５８６－６４－６３４９ 

  相談受付日時 火曜～土曜（祝日・お盆・年末年始は除く） １０時～１７時 

 ○春日井若者サポートステーション    電話番号 ０５６８－３７－１５８３ 

相談受付日時 火曜～土曜（祝日・年末年始は除く） １０時～１６時 

 ○ちた地域若者サポートステーション   電話番号 ０５６９－２３－２２５２ 

  相談受付日時 火曜～土曜（第４水曜・祝日・年末年始は除く） １０時～１８時 

○がまごおり若者サポートステーション  電話番号 ０５３３－６７－３２０１ 

相談受付日時 火曜～土曜（祝日・年末年始は除く） １１時～１９時 

 ○安城若者サポートステーション     電話番号 ０５６６－９５－３１３７ 

相談受付日時 火曜～土曜（祝日・お盆・年末年始は除く） １０時～１７時半 

○とよはし若者サポートステーション   電話番号 ０５３２－４８－７８０８ 

   相談受付日時 火曜～土曜（月曜日が祝日の時の翌火曜日・年末年始は除く） １０時～１７時 

 

（1６）子どもの人権相談（民間窓口） 

いじめ、体罰、子どもへの虐待、不登校、非行など、子どもの人権問題全般について

の相談 

 電話番号 ０５２－５８６－７８３１ 

 相談受付日時 土曜（祝日・年末年始は除く） ９時４５分～１７時１５分 

愛知県弁護士会名古屋法律相談センター 
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（1７）チャイルドライン（民間窓口） 

子どもがかける、子ども専用電話 

 電話番号 ０１２０－９９－７７７７ 

 相談受付日時 毎日（年末年始は除く） １６時～２１時 

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち 

 

（1８）ＣＡＰＮＡホットライン（民間窓口） 

虐待に関する電話相談窓口 

 電話番号 ０５２－２３２－０６２４ 

 相談受付日時 月曜～土曜（祝祭日・年末年始は除く） １０時～１６時 

認定ＮＰＯ法人ＣＡＰＮＡ 

（旧称：特定非営利活動法人子どもの虐待防止ネットワーク・あいち） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５ あいちの子ども・若者 
 

平成２７年１２月 発行 

 

愛知県県民生活部社会活動推進課 
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

電話(０５２)９５４-６１７５(ダイヤルイン） 

 

※本書の内容はインターネットでご覧いただけます。 

http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/seisyounen-index.html  

 


