就職への準備
１ 地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーションなは
サポートステーションなは
〒902-0073 那覇市上間563 田端建設ビル１Ｆ
TEL 098-853-5111 FAX 098-853-5111
Email saponaha@yahoo.co.jp HP http://www.saposutenaha.com
受付日 平日（土・日祝日休み）
時間 10:00～17:00
対象年齢 （ 義務教育修了後の15歳～概ね40歳未満の方）
支援内容 （面接・訪問・電話・FAX・Eメール）
◆臨床心理士による心の相談、キャリアカウンセラーによる面談
◆ジョブトレーニング 実際に企業に出向いての就業体験
◆SST（ソーシャルスキルトレーニング） 他者との意思疎通方法や
マナー及び自己コントロール能力、敬語等を取得するトレーニング
◆親の会・学習講話会 保護者に対し、セミナーの開催や個別相談
の実施、情報提供を行う。
◆その他、個々に応じた支援 宿泊学習体験・料理教室・手芸教室

２ 地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーションなは
サポートステーションなは（サテライト）
サテライト）
〒900-0013 那覇市牧志３−３−４（平和通り牧志公設市場雑貨部２Ｆ）
TEL・FAX・E-mail 「サポートステーションなは」と同じ
受付日 月・水曜日 時間 13:00～17:00

６ 那覇市役所 子育て
子育て応援課 子育て
子育て支援室
〒900-0011 那覇市上之屋1-2-1 那覇市役所
TEL 098-861-5026 FAX 098-862-9669
対象年齢（０歳～１８歳未満） 受付日 （月曜～金曜）
支援内容（面接・訪問・電話）
◆家庭児童相談： 日頃悩んでいる子育ての問題、その他お子さん
のことについて相談に応じます。
◆子ども虐待相談： 児童虐待に関する通告、相談をお受けしま
す。

７ 那覇市役所 障がい福祉課
がい福祉課
〒900-0011 那覇市上之屋1-2-1 那覇市役所
TEL 098-862-3275 FAX 098-862-0621
対象年齢（65歳未満） 受付日（月曜～金曜）
支援内容（面接・電話）
◆障がい児の福祉に関する相談

８ 沖縄県発達障がい
沖縄県発達障がい者支援
がい者支援センター
者支援センター 「がじゅま
「がじゅま～
がじゅま～
る」
〒904-2173 沖縄市比屋根5-2-17
TEL 098-982-2113 FAX 898-982-2114
Email gajyumaru@shoni.or.jp HP http://www.okinawashoni.jp/index.jsp
受付日 （月曜～金曜） 受付日（月曜～金曜） 時間 （9:00～
17:00）
対象年齢（設定なし） 支援内容 （電話・面接）
◆相談支援 日常生活に関わる様々な相談を受け付けます。

９ 沖縄県中央保健所

保健・福祉
３ 沖縄県立総合精神保健福祉センター
沖縄県立総合精神保健福祉センター
〒901-1104 南風原町字宮平212-3
TEL 098-888-1450（こころの電話）
HP
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=91/
対象年齢（小児期～老年期）
支援内容（面接・電話）
精神保健福祉に関する内容の相談を受けています。
◆電話相談 月・水・木・金 時間（9:00～11:30）（13:00～17:00）
◆来所相談 月・木（予約制） 相談専用電話 888-1450で予約

４ 那覇市地域生活支援センター
那覇市地域生活支援センターなんくる
センターなんくる
〒900-0024 那覇市古波蔵4-7-7 古波蔵ふれあい館２階
TEL 098-836-6970 FAX 098-836-6977
Email nankuru2@nirai.ne.jp HP http://nankuru2.ti-da.net/
対象年齢（65歳未満） 支援内容（面接・訪問・電話・メール）
受付日（月曜～金曜） 時間（9:00～18:00）
◆障がい者やその家族の地域における生活を支援し自立と社会参
加の促進を図る相談機関
◆ピアサポーター： 同じ背景を持つ者同士が対等な関係で皆さん
のお話を伺います。
◆家族相談員： 精神障がいを持つ御家族に対して、同じ立場の視
点で、どう関わればいいのかサポートします。

５ 那覇市障がい
那覇市障がい者生活支援
がい者生活支援センター
者生活支援センターゆいゆい
センターゆいゆい
〒901-0155 那覇市金城3-5-4 那覇市総合福祉センター内
TEL 098-891-8454 FAX 898-859-8388
Email nahayui2@nahasyakyo.org
HP
http://www.nahasyakyo.org/sanka/yuiyui.html
対象年齢（65歳以下） 支援内容（面接・訪問・電話・FAX・Eメー
ル）
受付日 （月曜～金曜） 時間 （8:30～17:00）
障がい者（児）やその家族の地域における生活を支援し、自立と社
会参加の促進を図る相談機関
◆福祉サービスの利用援助
◆ピアカウンセリング（ゆんたく相談室）

〒902-0076 那覇市与儀1-3-21
TEL 098-854-1005（代） FAX 098-835-1014
HP http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=79
受付日（月曜～金曜） 時間 （9:00～11:00）（13:00～16:00）
支援内容 （面接・訪問・電話）
◆精神保健福祉相談（電話相談・来所相談）
内容：精神保健及び精神障がい者の福祉に関する相談

少年問題
10 少年サポートセンター
少年サポートセンター(沖縄県警生活安全部少年課）
沖縄県警生活安全部少年課）
〒904-0029 那覇市旭町116番地37 南部合同庁舎5階
TEL 098-862-0111 0120-276-556
受付日 （月曜～金曜） 時間（9:30～18:15）
支援内容（面接・訪問・電話）
◆少年の悩み事、保護者が抱えている少年問題に関する相談受理
◆少年の非行防止活動の一環としての居場所づくりや立ち直り支援
◆犯罪やいじめ等の被害を受けた少年への精神的な支援活動
◆専門医等を講師に招いて保護者を対象としたカウンセリング研修

11 波の上こころの相談所
こころの相談所（那覇少年鑑別所）
那覇少年鑑別所）
〒900-0036 那覇市西3-14-20
TEL 098-862-4606～8 FAX 098-941-0304
受付日 （月曜～金曜）
時間（9:00～16:00）
対象年齢 小・中・高校生（原則２０歳未満）
支援内容（面接・電話）
◆青少年の相談（不良行為等）支援（一般相談：電話相談および来所相談）
◆青少年の教育相談支援
◆青少年の心理検査等の実施

12 那覇保護区 保護司会
〒901-0155 那覇市金城3-5-4 那覇市総合福祉センター内
TEL 098-858-7022(事務局：相談ダイヤルではありません）
FAX 098-858-7022
受付日 （月曜～金曜） 時間（9:00～16:00）
対象年齢 少年～大人
支援内容
◆保護観察を受けている少年や大人の指導
◆刑務所や少年院に入っている人の帰住先の調整
◆犯罪予防活動

不登校・ひきこもり支援

15 高等学校生徒就学支援センター
高等学校生徒就学支援センター

〒900-8610 那覇市泊3-19-2 泊高校内
TEL 098-860-7188 FAX 098-860-7188
Email なし HP http://www.tomarih.open.ed.jp/shien/hyosi.html
13 那覇市教育委員会総合青少年課
受付日 （日曜～金曜）火曜日は電話のみ 時間 （9:30～17:30）
〒902-00764 那覇市寄宮2-32-1 真和志庁舎４F
対象年齢（県立高等学校在籍生徒及び一般の方・中学生・過卒生・
TEL 098-832-7868 098-891-3508 FAX 098-832-7869
私立高等学校在校生）
Email なし
支援内容 （面接・訪問・電話）
HP http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/yarugen/index.htm
◆高等学校（現籍校）での就学を続けることに悩んでいる生徒に対
受付日 （月曜～金曜）
時間（9:00～17:00）
して、休学の形で泊高校に在籍させ、前籍校や他の高等学校に再
対象年齢（小学生～中学生・過卒生） 支援内容（面接・電話）
度就学をする意志や意欲を育てる。
青少年問題に対応するために臨床心理士・教育相談員・指導主事 ◆過卒生（中学校を卒業して進学してない方）への高等学校の就学
を配置し、子どもや保護者への相談を行っている。
相談
◆来所相談・継続相談
NPO 法人思春期青年期心理サポートセンター
法人思春期青年期心理サポートセンター
不登校、問題行動についての相談。情緒、行動面で気になる児童 16 NPO法人思春期青年期心理
ほのぼのすぺー
ほのぼのすぺーす
生徒についての相談。学業、進路等についての相談
〒903-0117 西原町翁長615-1 ウエストコート 102号
◆電話相談
対面することなく気軽に相談できるよう相談専用のダイヤルを設置 TEL 098-946-0711 FAX 098-946-0711 携帯 080-3121-5289
Email honobono_h@yahoo.co.jp
ＴＥＬ 098-832-7867
HP http://www9.ocn.ne.jp/~ho-space/
受付日（月～土；電話・メールにて受付 要予約）
対象年齢 （小学生から３０代くらいまでの当事者および家族）
14 那覇市発達障がい
那覇市発達障がい者地域生活支援事業所
がい者地域生活支援事業所
（面接・訪問）
ＮＰＯ法人
法人わくわくの
わくわくの会
「さぽ
さぽー
とせんたー
から」
ＮＰＯ
法人
わくわくの
会 「
さぽ
ーとせんた
ー i から
」 支援内容
不登校やひきこもりなど、様々な心理的問題や悩みを抱えている方
〒900-0012 那覇市泊1-18-8
やその家族に対して以下の支援を行っている。専門スタッフ（臨床
TEL 098-861-1187 FAX 098-861-1187
心理士）とサポートスタッフ（大学生ら）が協力し合い活動している。
Email Support-i-kara@oboe.ocn.ne.jp
◆サポートスタッフ派遣
HP http://www.wakuwakunokai.com
①サポートスタッフによる家庭への訪問支援（メンタルフレンド的支
受付日 （月曜～金曜） 時間（9:30～18:30）
援、学習支援、外出支援） ②中学校相談室等での学習支援
対象年齢（小学校高学年～青年期のご本人及び家族、支援者）
◆体験プログラム（月1回）手工芸、クッキング、スポーツ、野外体験
支援内容（面接・訪問・電話・FAX・Eメール）
活動など
個別面談、就労支援、余暇支援、ストレスマネジメント、SST、各講
◆家族支援プログラム
座（パソコン、ビジネスマナー、英会話など）を実施。主に不登校・
①個別相談 ②親の会開催（月1回） ③講習会開催等
ひきこもり・ニートなどの方々の居場所として利用していただき、面
◆心理相談 臨床心理士によるカウンセリング。
談をしながら、それぞれに合った支援を一緒に考えていく。利用さ
◆グループミーティング（月1回） 18歳以上の当事者対象
れる方々が自信を取り戻し、一歩踏み出すことができるような支援
を行う。

就職支援
17

財）雇用開発推進機構

沖縄県キャリアセンター
沖縄県キャリアセンター

〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 （沖縄職業総合庁舎３F）
TEL 098-866-5465 FAX 898-862-5014
Email info@career-ce.jp HP http://www.career-ce.jp/
受付 （月曜～金曜） 時間 （9:00～17:15）
対象年齢（15歳～34歳） 支援内容（面接・訪問）
◆キャリア形成支援 キャリア・カウンセリングやセミナー・講演会
を行い、キャリアの形成を支援
◆スキルアップ支援 就職活動に必要なスキル習得や業界・企
業・仕事の理解を深める支援
◆就職活動支援 企業情報等、就職に役立つ情報を提供し、併設
するハローワークと連携して就職活動を支援
◆採用・定着支援 中小企業と求職者の交流・情報交換・新入社
員向け研修等を行い、中小企業の採用・定着を支援

18 ハローワーク那覇
ハローワーク那覇(
那覇(学卒部門）
学卒部門）
〒900-8601 那覇市おもろまち1-3-25
TEL 098-866-8609（45＃） FAX 898-864-5844
HP http://www.okirodo.go.jp/
受付 （土日祝祭日除く） 時間 （8:30～17:15）
対象年齢（15歳～）但し中学生についても相談に応じます
学卒部門⑦番窓口
◆中卒・高卒・専修卒・短大卒・大卒の就職支援
◆若年者（29歳以下）の就職支援等

19 なはし就職
なはし就職なんでも
就職なんでも相談
なんでも相談センター
相談センター
〒902-0073 那覇市牧志3-3-4 牧志公設市場雑貨部1F
TEL 098-861-0065 FAX 098-861-0065
Email naha4510@woody.ocn.ne.jp
HP
http://www.city.naha.okinawa.jp/kurasi/joho/syusyokunandemo.ht
ml
受付日（月曜～金曜） 時間（10:00～18:00）
対象年齢（義務教育修了後の15歳～概ね40歳未満の方）
◆就職相談 社会福祉士による相談窓口、求人情報の提供、各種
セミナー

20 社団法人 那覇市身体障害者福祉協会
障害者就労支援センター
障害者就労支援センター さわやか
〒902-0064 那覇市寄宮2-32-1 真和志庁舎２F
TEL 098-833-7755 FAX 098-833-7785
Email sawayaka1911@alto.ocn.ne.jp
HP http://sawayaka.ti-da.net/
受付 （月曜～金曜） 対象年齢 （１８歳以上）
支援内容（面接・訪問・電話・FAX・Eメール）
身体的・知的・精神に障がいのある方の就職活動の応援
◆障がい者の雇用に関する相談、就労に向けての基礎訓練、本人
にあった職場探し、施設外実習（企業）の実施、就職後のサポート
離職後のサポート、ジョブサポーターの派遣、関係機関との連携

