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そのために、教育と福祉の相互関係が自立に

つながっていくこと。生きづらさを抱えている

人の環境を調整すること、繋がること、自分が

必要とされることなど、社会とのつながりを大

切にしています。 

「自分は、自分自身で良いんだ・・・」と思

えるように、自己肯定感を育み・子ども時代の

時間を豊かに成長できるように支援していま

す。 

群馬県スクールソーシャルワーカー 

          相﨑ゆ美さん 

 SSW は、個人のネットワークを保持している社会資源の１つです。私たちは、個人情報保護を前提

にしながら、かかわりをしていきます。 

例えば、「祖父の面倒をみているので、学校を休むことが多い」という場合は、祖父の情報収集ととも

に、関係者から家庭環境を聞くことがあります。そして、休んでしまう原因を関係者とともに考えるこ

ともあります。ＳＳＷは、日々の生活・暮らしの問題にかかわりをしていきます。そして、子ども（生

徒）の置かれた状況に寄り添います。 

生きていく中で、予定外の困難に直面し、自分や家族だけの力では状況の改善に至らずどうすれば良

いか、どこに相談すれば良いか分からずに息詰まっている状態を理解してあげます。自分の力では、変

えられない環境については、子どもの権利の保障をしていきます。 
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（（11））不不登登校校ののここととをを相相談談すするる

　①　学校等に相談する

教育支援センター(適応指導教室)：長期休業期間中等の開設については個別に問い合わせをしてください。

不登校児童生徒の学校復帰に向けた指導・支援を行います。

前橋市 にじの家 027-234-5210

かがやき 027-285-5345

あすなろ 027-288-5500

高崎市 アクティブ並榎教室 027-323-6088

ユース台新田教室 027-346-7166

パブリック末広教室 027-370-8834

さわやか箕郷教室 027-371-5560

フレッシュ群馬教室 027-329-7113

すこやか新町教室 0274-42-1383

ふれあい榛名教室 027-374-1881

うしぶせの家吉井教室 027-387-3527

桐生市 あぷろーち 0277-22-6327  平日　9:30～15:30　※火曜は午前のみ

伊勢崎市 ほっとる～む 鹿島教室 0270-27-5631

ほっとる～む 赤堀教室 0270-63-1890

ほっとる～む あずま教室 0270-63-8367

ほっとる～む 境教室 0270-74-7787

太田市 太田ふれあい教室 0276-20-6202

太田第二ふれあい教室 0276-46-8277

沼田市 きずな 0278-53-2190 平日　9:30～15:30

館林市 ふれあい学級 0276-72-0542 平日　9:15～15:00　※月曜は午前のみ

渋川市 かけはし 0279-24-2226 平日　9:30～15:30

藤岡市 藤岡市にじの家 0274-24-3222 平日　9:30～15:00

富岡市･甘楽町 よもぎ教室 0274-62-3165 平日　9:00～15:00

安中市 せせらぎの家 027-385-6461 月･火･水･金　8:30～15:30

みどり市 0277-76-9862

0277-77-0100

榛東村 すてっぷ榛東 0279-54-2211 平日　8:30～16:00

吉岡町 吉岡町ふれあい教室 0279-54-3111 平日　9:00～16:00

下仁田町 ゆうゆう 0274-82-2115 平日　9:00～15:00

中之条町 虹 0279-26-3661 平日　9:30～15:30

昭和村 昭和村子ども未来塾 0278-24-5120 平日　9:30～15:30

高山村 つぼみ 0279-63-3046 平日　9:00～15:00

みなかみ町 リエントリールーム 0278-62-2275 平日　9:30～15:30

玉村町 ふれあい教室 0270-65-0091 平日　9:00～15:00

明和町 ふれあい教室 0276-84-5128 平日　9:00～16:00

千代田町 ひだまり 070-4811-6731 平日　9:00～15:00

大泉町 あゆみ教室 0276-63-8626 平日　9:30～15:30

邑楽町 ふれあい教室 0276-88-9779 平日　9:00～15:30

教育支援センターなごみ教室 大間々

教育支援センターなごみ教室 笠懸

平日　9:00～16:00

平日　9:30～16:30

平日　9:30～15:30

平日　9:00～15:00

平日　9:30～15:00
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　②　教育委員会に相談する

市町村教育委員会　不登校の相談窓口

 前橋市教育委員会（総合教育プラザ相談室） 027-230-9090 平日 10:00～17:00

 前橋市教育委員会（いじめ相談ダイヤル）  027-257-0808 平日 8:30～17:15

 高崎市教育委員会（いじめ・SNS電話相談） 027-321-1359 平日 8:30～22:00

 高崎市教育センター（教育相談）  027-329-7111 平日10:00～17:00

 青少年悩みごと相談電話  027-322-2559 平日 8:30～17:15

 桐生市立教育研究所　「電話相談」  0277-22-6327 平日 9:30～16:30

 桐生市教育委員会　「いじめ対策相談」  0277-46-1111(内線688) 平日 8:30～17:00

 伊勢崎市教育委員会（教育研究所教育相談） 0270-30-1234 平日 9:00～16:15

 太田市教育委員会（太田市教育研究所）  0276-20-7089 平日 9:00～16:00

 太田市ヤングテレホン  0276-52-6701 平日 9:00～16:30

 沼田市教育委員会  0278-23-2111 平日 8:30～17:15

 館林市教育委員会（子ども相談室）  0276-73-4152 平日 9:00～17:00

 学校教育課  0276-72-4111(内線228) 平日 8:30～17:15

 渋川市教育研究所  0279-25-8980 平日 9:00～17:00

 渋川市青少年センター 青少年テレホン（面接）相談  0279-22-4152

 　青少年LINE相談

 　青少年電子メール相談 24時間受付

 0274-23-9801

 藤岡市青少年センター「青少年相談」  0274-24-4150

 富岡市教育委員会  0274-62-1511(内線2124) 平日 8:30～17:15

 富岡市教育相談研修センター  0274-62-1897 平日13:30～16:30

 安中市教育委員会学校教育課  027-382-1111(内線2231) 平日 8:30～17:15

 0277-73-1110 平日 9:00～17:00

 みどり市青少年センター「ヤングテレホン」  0277-76-9910

 0279-54-2211(内線210) 平日 8:30～17:15

 吉岡町教育委員会  0279-54-3111 平日 8:30～17:15

 上野村教育委員会  0274-59-2657 平日 8:30～17:15

 神流町教育委員会  0274-58-2111 平日 8:30～17:15

 下仁田町教育委員会  0274-82-2115 平日 8:30～17:15

 しもにた相談ルーム  0274-64-9015 平日 9:00～16:00

 南牧村教育委員会  0274-87-2011 平日 8:30～17:15

 甘楽町教育委員会（学校教育係）  0274-64-8323 平日 8:30～17:15

 中之条町教育委員会（こども未来課）  0279-75-8824 平日 8:30～17:15

 0279-75-8825 平日 8:30～17:15

 長野原町教育委員会（学校教育係）  0279-82-2029 平日 8:30～17:15

 嬬恋村教育委員会  0279-96-0544 平日 8:30～17:15

 草津町教育委員会  0279-88-0005 平日 8:30～17:15

 高山村教育委員会  0279-63-3046 平日 8:30～17:15

 東吾妻町教育委員会  0279-25-8126 平日 8:30～17:15

 片品村教育委員会（学校教育係）  0278-58-2144 平日 8:30～17:15

 川場村教育委員会  0278-52-3458 平日 8:30～17:15

 藤岡市教育研究所「教育相談」

 みどり市教育委員会
（みどり市教育研究所「でんわ教育相談」）

 榛東村教育委員会
（榛東村教育研究所「電話相談」）

アカウント名：渋川市青少年センター   ID:＠jfb6000u

youth-s@city.shibukawa.gunma.jp

 中之条町役場
（住民福祉課 少子化・子育て対策係）

平日 8:30～16:30

月・水・木
９:00～1６:00

平日10:30～16:30
土   13:00～16:30

24時間受付

土・日
13:00～16:00

～～　　2255　　～～



　②　教育委員会に相談する

市町村教育委員会　不登校の相談窓口

 前橋市教育委員会（総合教育プラザ相談室） 027-230-9090 平日 10:00～17:00

 前橋市教育委員会（いじめ相談ダイヤル）  027-257-0808 平日 8:30～17:15

 高崎市教育委員会（いじめ・SNS電話相談） 027-321-1359 平日 8:30～22:00

 高崎市教育センター（教育相談）  027-329-7111 平日10:00～17:00

 青少年悩みごと相談電話  027-322-2559 平日 8:30～17:15

 桐生市立教育研究所　「電話相談」  0277-22-6327 平日 9:30～16:30

 桐生市教育委員会　「いじめ対策相談」  0277-46-1111(内線688) 平日 8:30～17:00

 伊勢崎市教育委員会（教育研究所教育相談） 0270-30-1234 平日 9:00～16:15

 太田市教育委員会（太田市教育研究所）  0276-20-7089 平日 9:00～16:00

 太田市ヤングテレホン  0276-52-6701 平日 9:00～16:30

 沼田市教育委員会  0278-23-2111 平日 8:30～17:15

 館林市教育委員会（子ども相談室）  0276-73-4152 平日 9:00～17:00

 学校教育課  0276-72-4111(内線228) 平日 8:30～17:15

 渋川市教育研究所  0279-25-8980 平日 9:00～17:00

 渋川市青少年センター 青少年テレホン（面接）相談  0279-22-4152

 　青少年LINE相談

 　青少年電子メール相談 24時間受付

 0274-23-9801

 藤岡市青少年センター「青少年相談」  0274-24-4150

 富岡市教育委員会  0274-62-1511(内線2124) 平日 8:30～17:15

 富岡市教育相談研修センター  0274-62-1897 平日13:30～16:30

 安中市教育委員会学校教育課  027-382-1111(内線2231) 平日 8:30～17:15

 0277-73-1110 平日 9:00～17:00

 みどり市青少年センター「ヤングテレホン」  0277-76-9910

 0279-54-2211(内線210) 平日 8:30～17:15

 吉岡町教育委員会  0279-54-3111 平日 8:30～17:15

 上野村教育委員会  0274-59-2657 平日 8:30～17:15

 神流町教育委員会  0274-58-2111 平日 8:30～17:15

 下仁田町教育委員会  0274-82-2115 平日 8:30～17:15

 しもにた相談ルーム  0274-64-9015 平日 9:00～16:00

 南牧村教育委員会  0274-87-2011 平日 8:30～17:15

 甘楽町教育委員会（学校教育係）  0274-64-8323 平日 8:30～17:15

 中之条町教育委員会（こども未来課）  0279-75-8824 平日 8:30～17:15

 0279-75-8825 平日 8:30～17:15

 長野原町教育委員会（学校教育係）  0279-82-2029 平日 8:30～17:15

 嬬恋村教育委員会  0279-96-0544 平日 8:30～17:15

 草津町教育委員会  0279-88-0005 平日 8:30～17:15

 高山村教育委員会  0279-63-3046 平日 8:30～17:15

 東吾妻町教育委員会  0279-25-8126 平日 8:30～17:15

 片品村教育委員会（学校教育係）  0278-58-2144 平日 8:30～17:15

 川場村教育委員会  0278-52-3458 平日 8:30～17:15

 藤岡市教育研究所「教育相談」

 みどり市教育委員会
（みどり市教育研究所「でんわ教育相談」）

 榛東村教育委員会
（榛東村教育研究所「電話相談」）

アカウント名：渋川市青少年センター   ID:＠jfb6000u

youth-s@city.shibukawa.gunma.jp

 中之条町役場
（住民福祉課 少子化・子育て対策係）

平日 8:30～16:30

月・水・木
９:00～1６:00

平日10:30～16:30
土   13:00～16:30

24時間受付

土・日
13:00～16:00

～～　　2255　　～～

 昭和村教育委員会  0278-24-5120 平日 8:30～17:15

 昭和村保健福祉課  0278-24-5111 平日 8:30～17:15

 みなかみ町教育委員会  0278-62-2275 平日 8:30～17:15

 玉村町教育委員会（玉村町教育相談室）  0270-65-0081 平日 9:00～16:00

 板倉町教育委員会  0276-82-1111 平日 8:30～17:15

 板倉町教育研究所教育相談室  0276-82-1584 平日 9:00～15:00

 明和町教育委員会（親と子の教育相談）  0120-84-5665 平日 8:30～17:15

 千代田町教育委員会  0276-86-7008 平日 8:30～17:15

 電話・面接教育相談窓口  0276-86-5350 火～土8:30～17:15

 0276-63-8626 平日10:00～16:00

 親と子の電話相談  0120-00-1305 平日10:00～16:00

 邑楽町教育委員会（邑楽町教育相談室）  0276-88-9779 平日 9:00～17:00

 学校教育課学校指導係  0276-47-5042 平日 8:30～17:15

群馬県教育委員会　教育事務所 平日　8:30～17:15

不登校・いじめ・学習についての悩み、発達や障害に関する相談をお受けしています。

中部教育事務所 027-232-6511 吾妻教育事務所 0279-75-3370 東部教育事務所 0276-31-7151

西部教育事務所 027-322-5915 利根教育事務所 0278-23-0165

群馬県総合教育センター　子ども教育相談室

学校・園の生活や学業、いじめや不登校、生活習慣や養育、発達の遅れや就園・就学など、教育や子育てに関す

る相談をお受けしています。

子ども教育・子育て相談 0270-26-9200 平日　9:00～17:00、第2･4土　9:00～15:00

いじめに関する緊急の相談：２４時間子供SOSダイヤル　

　　　フリーダイヤル 0120-0-78310

　　※２４時間、通話料無料で相談できます。

（（２２））こここころろのの健健康康・・病病気気・・発発達達障障害害等等ののここととをを相相談談すするる

群馬県　保健福祉事務所 前橋市・高崎市　保健所 平日　8:30～17:15

健康生活相談など保健・医療・福祉の相談をお受けしています。

渋川保健福祉事務所 0279-22-4166 利根沼田保健福祉事務所 0278-23-2185

伊勢崎保健福祉事務所　保健関係 0270-25-5066 桐生保健福祉事務所 0277-53-4131

　　　　　　　　　　　福祉関係 0270-25-5570 太田保健福祉事務所　保健関係 0276-31-8243

安中保健福祉事務所 027-381-0345 　　　　　　　　　　福祉関係 0276-31-8241

藤岡保健福祉事務所 0274-22-1420 館林保健福祉事務所 0276-72-3230

富岡保健福祉事務所 0274-62-1541 前橋市保健所 027-220-5787

吾妻保健福祉事務所 0279-75-3303 高崎市障害福祉課 027-321-1358

 大泉町教育委員会
（大泉町教育研究所教育相談）

24時間無休

～～　　2266　　～～



保健福祉事務所、保健所以外の市町村の窓口 平日　8:30～17:15

前橋市 障害福祉課 027-220-5712 榛東村 保健相談センター 0279-70-8052

まえばし子育て世代包括支援センター 027-220-5710 吉岡町 保健センター 0279-54-7744

こども発達支援センター 027-220-5707 上野村 保健福祉課 0274-59-2309

高崎市 障害者支援SOSセンター 027-325-0111 神流町 保健福祉課 0274-57-2111

ばる〜ん　火～日10:00～18:00 下仁田町 保健センター 0274-82-5490

桐生市 福祉課 0277-46-1111 南牧村 保健福祉課 0274-87-2011

子育て相談課 0277-43-2000 甘楽町 健康課(にこにこ甘楽) 0274-67-7655

伊勢崎市 健康管理センター 0270-23-6675 中之条町 保健環境課(保健センター) 0279-75-8833

障害福祉課 0270-27-2753 長野原町 保健センター 0279-82-2422

こども発達支援センター 0270-32-7748 嬬恋村 健康福祉課　保健室 0279-96-1975

太田市 障がい福祉課 0276-47-1956 草津町 健康推進課 0279-88-5797

障がい者相談支援センター 0276-57-8210 高山村 保健センター 0279-63-1311

発達相談支援センターにじいろ 0276-47-1918 東吾妻町 保健センター 0279-68-5021

太田市保健センター 0276-46-5115 片品村 保健福祉課 0278-58-2115

沼田市 健康課 0278-23-2111 川場村 健康福祉課 0278-52-2111

社会福祉課 0278-23-2111 昭和村 保健福祉課 0278-24-5111

館林市 社会福祉課 0276-47-5128 みなかみ町 子育て健康課 0278-62-2527

渋川市 健康増進課(保健センター) 0279-25-1321 玉村町 保健センター 0270-64-7706

藤岡市 福祉課 0274-40-2384 板倉町 福祉課 0276-82-6133

富岡市 健康推進課(保健センター) 0274-64-1901 明和町 介護福祉課 0276-84-3111

福祉課 0274-62-1511 保健センター 0276-60-5917

安中市 健康づくり課 027-382-1111 千代田町 健康子ども課(総合保健福祉センター) 0276-86-5411

福祉課 027-382-1111 大泉町 福祉課 0276-62-2121

みどり市 社会福祉課 0277-76-0975 健康づくり課 0276-62-2121

大間々保健センター 0277-72-2211 邑楽町 健康づくり課(保健センター) 0276-88-5533

福祉介護課 0276-47-5024

（（３３））子子育育ててののここととをを相相談談すするる（（市市町町村村のの窓窓口口））

前橋市 子育て支援課 027-220-5702 甘楽町 健康課 0274-67-7655

高崎市 こども救援センター 027-321-1315 中之条町 住民福祉課 0279-75-8825

桐生市 子育て相談課 0277-43-2000 長野原町 町民生活課 0279-82-2246

伊勢崎市 子育て支援課 0270-27-2798 嬬恋村 健康福祉課保健室 0279-96-1975

太田市 子育てそうだん課 0276-47-1911 草津町 こどもみらい課支援室 0279-88-0005

沼田市 子ども課 0278-22-0874 高山村 保健みらい課 0279-63-1311

館林市 こども福祉課 0276-47-5135 東吾妻町 保健福祉課 0279-68-2111

渋川市 こども課 0279-22-2415 片品村 保健福祉課 0278-58-2142

藤岡市 子ども課 0274-40-2286 川場村 健康福祉課 0278-52-2111

富岡市 こども課 0274-62-1511 昭和村 保健福祉課 0278-24-5111(132）

安中市 子ども課 027-382-8005 みなかみ町 子育て健康課 0278-25-5009

みどり市 こども課 0277-76-0995 玉村町 子ども育成課 0270-64-7719

榛東村 住民生活課 0279-54-2211(134) 板倉町 福祉課 0276-82-6134

吉岡町 健康子育て課 0279-26-2248 明和町 健康こども課 0276-60-5917

上野村 保健福祉課 0274-59-2309 千代田町 健康子ども課 0276-86-5411

神流町 保健福祉課 0274-57-2111 大泉町 こども課 0276-63-3111

下仁田町 福祉課 0274-64-8803 邑楽町 子ども支援課 0276-47-5044

南牧村 保健福祉課 0274-87-2011(31)
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保健福祉事務所、保健所以外の市町村の窓口 平日　8:30～17:15

前橋市 障害福祉課 027-220-5712 榛東村 保健相談センター 0279-70-8052

まえばし子育て世代包括支援センター 027-220-5710 吉岡町 保健センター 0279-54-7744

こども発達支援センター 027-220-5707 上野村 保健福祉課 0274-59-2309

高崎市 障害者支援SOSセンター 027-325-0111 神流町 保健福祉課 0274-57-2111

ばる〜ん　火～日10:00～18:00 下仁田町 保健センター 0274-82-5490

桐生市 福祉課 0277-46-1111 南牧村 保健福祉課 0274-87-2011

子育て相談課 0277-43-2000 甘楽町 健康課(にこにこ甘楽) 0274-67-7655

伊勢崎市 健康管理センター 0270-23-6675 中之条町 保健環境課(保健センター) 0279-75-8833

障害福祉課 0270-27-2753 長野原町 保健センター 0279-82-2422

こども発達支援センター 0270-32-7748 嬬恋村 健康福祉課　保健室 0279-96-1975

太田市 障がい福祉課 0276-47-1956 草津町 健康推進課 0279-88-5797

障がい者相談支援センター 0276-57-8210 高山村 保健センター 0279-63-1311

発達相談支援センターにじいろ 0276-47-1918 東吾妻町 保健センター 0279-68-5021

太田市保健センター 0276-46-5115 片品村 保健福祉課 0278-58-2115

沼田市 健康課 0278-23-2111 川場村 健康福祉課 0278-52-2111

社会福祉課 0278-23-2111 昭和村 保健福祉課 0278-24-5111

館林市 社会福祉課 0276-47-5128 みなかみ町 子育て健康課 0278-62-2527

渋川市 健康増進課(保健センター) 0279-25-1321 玉村町 保健センター 0270-64-7706

藤岡市 福祉課 0274-40-2384 板倉町 福祉課 0276-82-6133

富岡市 健康推進課(保健センター) 0274-64-1901 明和町 介護福祉課 0276-84-3111

福祉課 0274-62-1511 保健センター 0276-60-5917

安中市 健康づくり課 027-382-1111 千代田町 健康子ども課(総合保健福祉センター) 0276-86-5411

福祉課 027-382-1111 大泉町 福祉課 0276-62-2121

みどり市 社会福祉課 0277-76-0975 健康づくり課 0276-62-2121

大間々保健センター 0277-72-2211 邑楽町 健康づくり課(保健センター) 0276-88-5533

福祉介護課 0276-47-5024

（（３３））子子育育ててののここととをを相相談談すするる（（市市町町村村のの窓窓口口））

前橋市 子育て支援課 027-220-5702 甘楽町 健康課 0274-67-7655

高崎市 こども救援センター 027-321-1315 中之条町 住民福祉課 0279-75-8825

桐生市 子育て相談課 0277-43-2000 長野原町 町民生活課 0279-82-2246

伊勢崎市 子育て支援課 0270-27-2798 嬬恋村 健康福祉課保健室 0279-96-1975

太田市 子育てそうだん課 0276-47-1911 草津町 こどもみらい課支援室 0279-88-0005

沼田市 子ども課 0278-22-0874 高山村 保健みらい課 0279-63-1311

館林市 こども福祉課 0276-47-5135 東吾妻町 保健福祉課 0279-68-2111

渋川市 こども課 0279-22-2415 片品村 保健福祉課 0278-58-2142

藤岡市 子ども課 0274-40-2286 川場村 健康福祉課 0278-52-2111

富岡市 こども課 0274-62-1511 昭和村 保健福祉課 0278-24-5111(132）

安中市 子ども課 027-382-8005 みなかみ町 子育て健康課 0278-25-5009

みどり市 こども課 0277-76-0995 玉村町 子ども育成課 0270-64-7719

榛東村 住民生活課 0279-54-2211(134) 板倉町 福祉課 0276-82-6134

吉岡町 健康子育て課 0279-26-2248 明和町 健康こども課 0276-60-5917

上野村 保健福祉課 0274-59-2309 千代田町 健康子ども課 0276-86-5411

神流町 保健福祉課 0274-57-2111 大泉町 こども課 0276-63-3111

下仁田町 福祉課 0274-64-8803 邑楽町 子ども支援課 0276-47-5044

南牧村 保健福祉課 0274-87-2011(31)
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（（４４））社社会会生生活活やや対対人人関関係係のの悩悩みみをを相相談談すするる

群馬県青少年会館 027-234-1131 火～日　9:00～17:00

少年サポートセンター（群馬県警察本部子供・女性安全対策課） 027-243-0110（代）平日　8:30～17:15

青少年センター

前橋市青少年支援センター・いじめ対策室 027-898-5876

（いじめ相談ダイヤル） 027-257-0808

高崎市立青少年補導センター 027-322-2559 平日　8:30～17:15

桐生市青少年センター 0277-47-2184 平日　9:00～17:00

伊勢崎市青少年指導センター 0270-27-8080 平日　13:00～17:00

太田市青少年センター 0276-52-6701 平日　9:00～16:30

沼田市青少年育成相談センター 0278-23-5411 平日　8:30～17:15

館林市子ども相談室 0276-73-4152 平日　9:00～12:00   13:00～17:00

平日　8:30～16:30

藤岡市青少年センター 0274-24-4150 平日 8:30～17:15、土・日 13:00～16:00

安中市青少年センター 027-393-4777 月～水、金　9:00～12:00、13:00～14:00

平日　10:30～16:30、土　13:00～16:30

（（５５））そそのの他他のの機機関関にに相相談談すするる

群馬県　児童相談所

18歳未満の児童に関する相談に応じ、児童や保護者に最も適した援助や指導を行います。

中央児童相談所 027-261-1000

中央児童相談所北部支所 0279-20-1010

西部児童相談所 027-322-2498

東部児童相談所 0276-57-6111

こどもホットライン２４ (フリーダイヤル) 0120-783-884

(下記は携帯電話の方) 027-263-1100

群馬県　こころの健康センター 027-263-1156 平日　9:00～17:00 ※相談専用電話

こころの健康に関する相談について、ご本人やご家族からの相談に応じます。

群馬県　ひきこもり支援センター 027-287-1121 平日　9:00～17:00

ひきこもりについてご本人やご家族からの相談に応じます。

相談内容に応じて来所相談（予約制）や他の適切な機関におつなぎします。

法務支援センターぐんま（前橋少年鑑別所） 027-233-7552 平日　9:00～12:15　13:00～17:00
 青少年が抱える悩みについて、ご本人やご家族からの相談を受け付けています。

群馬県　発達障害者支援センター 027-254-5380 平日　9:00～17:15

発達障害のある方への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。

ご本人やご家族からのさまざまな相談に応じます（要予約）。

水・木　13:00～17:00（要予約）
（予約受付　平日　13:00～17:00）

平日　8:30～17:15

24時間無休

平日　8:30～17:15

みどり市青少年センター 0277-76-9910

渋川市青少年センター 0279-22-4152

富岡市青少年センター
  若者・青少年相談室「ぷらすゆう」

0274-62-1532
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