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横浜市教育委員会と連携する民間施設です

横
浜
の
民
間
教
育
施
設

総
合
案
内

横浜子ども支援協議会
横浜市における不登校・引きこもり等の

問題に取り組む民間団体の協力連携を図り、
行政への提案・協議を行う任意機関として
横浜子ども支援協議会を設置しました。

不登校の子どもや引きこもり等の青年が
増加する中、この問題に対し、横浜市の関
係機関と協力関係を作り、連携し、横浜市
の子どもたちへの支援活動を実施していま
す。不登校状態の子どもたちを含めた、青
少年の自立支援活動を行ない、いつでも、
どこでも子どもたちが学ぶことのできる環
境整備を目指しています。

横浜子ども支援協議会に参加する団体は、
NPO法人・株式会社・財団・親の会等任意
団体の形態で設立した団体です。各団体は
法令、社会規範を遵守し、横浜市教育委員
会と連携し、青少年の社会的自立を支援す
る団体です。

お問い合わせ

横浜子ども支援協議会事務局
NPO法人教育支援協会南関東

〒232-0022
横浜市南区高根町3-17-12KSビル３F-B

TEL: 045-243-6840
MAIL: minami-kanto@super-ykst.jp

[港北区]フリースクールクローバー
運営：株式会社クローバー
住所：横浜市港北区北新横浜1-3-10
対象：小学生～20才
活動：月～金10:00～18:00

居場所、学習支援、体験活動
費用：入会金 30,000円 会費 32,000円/月

施設補助費 4,000円/月（税抜）
※イベント参加時の費用別

TEL：045-947-2181
MAIL：otoiawase@fs-clover.com
HP：https://fs-clover.com

[鶴見区] ABCフリースクール
運営：NPO法人ABCジャパン
住所：鶴見区鶴見中央1-4-3 共同ビル5F
対象：外国につながる小5～中3、高校進学希望者
活動：火～金10:30～16:15

学習支援、遠足、ボランティア活動、
学校・社会見学、高校受検準備、多言語に
よる教育相談

費用：月額 12,000円（税込）※応相談
TEL：045-550-3455
MAIL：info@abcjapan.org
HP：www.abcjapan.org

[都筑区]ともにあ・る・く
運営：ＮＰＯ法人アーモンドコミュ二ティネットワーク
住所：都筑区北山田1-9-3エキニワ北山田ビル
対象：小・中学生、高校生～30才程度まで
活動：月～金 １５:００～１９:３０

居場所、学習支援、傾聴&対話、凸凹アー
ト、ボランティア、保護者セミナー他

費用：月額16,500円～（税込）＊減免あり
会費：12,000円/年度 相談料3,300円/50分
TEL：045-594-7586
MAIL：soudan@npoacn.or.jp
HP：https://npoacn.or.jp/

[南区]ハートフルみなみ
運営：NPO法人教育支援協会南関東
住所：南区浦舟町3-46

浦舟複合福祉施設９F
対象：小・中学生
活動：火～土 9:30～18:00

自主学習・集団活動・体験活動等
週1回から利用可能

費用：登録時1,000円/月諸費1,000円/月
（税込）

TEL：045-243-3739
MAIL：minami@super-ykst.jp
HP：http://super-ykst.jp

[戸塚区]和田文庫
運営：横浜社会教育研究所・和田文庫
住所：横浜市戸塚区戸塚町364
対象：主に中学生
活動：曜日・時間・科目・内容等 個別相談

1回100分
学習支援、共食、プチ遠足

費用：原則1回(100分)
6,000円(税別)※個別相談

TEL：045-861-0395
MAIL：mizumushi-manda＠yokohama.email.ne.jp
HP：なし

[港北区]楠の木学園
運営：NPO法人楠の木学園
住所：横浜市港北区小机町2482-1
対象：12～22、23才
活動：月～金 9:15～15:30

学習支援、美術、演劇等
費用：入学金 300,000円（税別）
授業料(月)65,000円（税別）
教材費(年間)12,000円（税別）
設備費(年間) 50,000円（税別）
TEL：045-473-7880
MAIL：kusunoki@sg.netyou.jp
HP：http://www.kusunoki-gakuen.jp/



[神奈川区]くじらぐも
運営：ＮＰＯ法人くじらぐも
住所：横浜市神奈川区神奈川2-14-1

東神奈川ダイヤモンドマンション206
対象：乳幼児～概ね30才
活動：通年・通日（いづれも予約制）

集団療育、相談、個別指導、親支援、
カウンセリング

費用：入会金10,000円（家族）年会費15,000円
（2人目5,000円）プログラム～5.000円
（税込）

TEL：045-442-2236
MAIL：npo_kujiragumo@yahoo.co.jp
HP：kujiragumo.org

[西区]東京大志学園横浜校
運営：公益財団法人こども教育支援財団
住所：横浜市西区桜木町4-17-1
対象：小1～中3（高校生以上アフターケアプラン）
活動：月～金 8:45～16:00

個別学習、集団授業、課外活動、親の会
家庭訪問、カウンセリング

費用：入会金30,000円通学コース週1 20,000円/月
週2～5 40,000円/月サポートコースファミ
リー 8,000円/月家庭訪問 20,000/月
アフターケア10,000/月（税込）

TEL：045-641-8516
MAIL： yokohama_info@kodomo-zaidan.net

[磯子区]コロンブスアカデミー
運営：認定ＮＰＯ法人コロンブスアカデミー
住所：横浜市磯子区東町9-9
対象：小・中学生・高校生～39才程度まで
活動：月～金（土日イベントあり）9:00～18:00

個別対応、学習支援、保護者セミナー等
費用：通いのプログラム 月額30,000円

（税別）
よこはま南部ユースプラザ
横浜市民対象・無料

TEL：045-761-0167
MAIL：columbus@k2-inter.com
HP：http://npocolumbus.or.jp/

[栄区]のあインターナショナルスクール
運営：NPO法人のあインターナショナルスクール
住所：横浜市栄区野七里1-37-10
対象：小・中学生・高校生
活動：月～金 8:30～15:30

学習支援、遠足、ボランティア
子育て講演会、聖書に基づいた人格教育

費用：入学金100,000円
諸費(毎月)約40,000円（税込）

TEL：045-891-9982
MAIL：crystal-nis@church.email.ne.jp
HP：http://www.noah-is.jp/

[栄区]フリースクールSeedsAPP
運営：ＮＰＯ法人不登校・発達支援ネットワークSeeds-APP
住所：栄区小菅ヶ谷１-２-１地球市民かながわプラザ１F 

（あーすぷらざ内）
対象：小3～中3（小1、2、高校生要相談）
活動：週１～４日、午前・午後・終日

「対話→遊び→学習→イベント」を循環
費用：入会金9,000円、施設費1,700円/月

活動費2,500円/月 授業料（通室日数によっ
て変動）午前の部9,800円～/月 午後の部
9,800円～/月 終日の部16,000円～/月

TEL：045-392-3559 MAIL：info@seeds-app.com
HP：http://www.seeds-app.com/

[戸塚区]おっちー塾
運営：おっちー塾
住所：戸塚区川上町91-1  モレラ東戸塚３Ｆ

「とつか区民活動センター」内
対象：小・中学生、高校生
活動：火・木 16:00～18:00  土 13:00～15:00

居場所、学習支援、課外活動、親の会
費用：入会金1,000円、会費10,000円/月

（税込）
※市民税等非課税家庭は入会金のみ

TEL：なし
MAIL：occhi_juku@yahoo.co.jp
HP：http://occhijuku.weebly.com/

[港南区]こだまの会
運営：こだまの会
住所：横浜市港南区港南4丁目2番8号3階 港南区

福祉保健活動拠点内
対象：不登校、引きこもりの子を持つ親
活動：第３土曜 10:00～12:30

親同士の語り合い
「学習支援グループトトロ」も開催

費用：1回200円
TEL：045-842-0267
MAIL：kodamanokai@gmail.com
HP：なし

[金沢区]フレンドリースペース金沢
運営：フレンドリースペース金沢
住所：横浜市金沢区釜利谷東7-19-28
対象：6～18才(20才)
活動：フリースペース 火・水・金13:30～16:30

学習支援 水・土10:00～12:00
親の会 第2火 10:00～12:00
相談 火・金 13:00～17:00

水10:00～17:00、土10:00～14:00
費用：参加費1回100円 相談無料、ほか実費
TEL：045-783-5978
MAIL：friendly-space.k@jcom.zaq.ne.jp
HP：http://friendlyspace-k.sakura.ne.jp/

[神奈川区]ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア横浜教室
運営：株式会社LITALICO
住所：横浜市神奈川区金港町6-18アーバンスクエアⅡ-5F
対象：1～18才(18歳以上相談)
活動：火～金 11:00～20:00

学習支援、ソーシャルスキル支援等
費用：入会金16,200円、

月謝64,800円（税込）
(週1回50 分・ペアレントトレーニング)

TEL：045-444-2031
MAIL：info_yokohama_jr_o@litalico.jp
HP： https://junior.litalico.jp/school/kanagawa/yokohama/

[緑区]横浜シュタイナー学園
運営：NPO法人横浜シュタイナー学園
住所：横浜市緑区霧が丘3－1－20
対象：小・中学生(中学課程での途中編入なし)

補助なしで一斉授業を受けられる者
活動：月～金 8:30～（終了時間は学年による）

入学金400,000円 施設準備金50,000円
学園運営費月50,000円および諸費（税込）

TEL：045-922-3107
MAIL：gakuen-info@yokohama-steiner.jp
HP：https://yokohama-steiner.jp/

[中区]教育★ステーション
運営：NPO法人教育★ステーション
住所：横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道7階
対象：6～20才（21才以上相談）
活動：月～金 13:00～17:45

学習支援、体験活動
土「保護者の学習会」

費用：入会金（初月のみ）10,000円
授業料（月） 16,500円
教育運営費(教材費含/年間）5,000円（税

込）
TEL：045-211-6500
MAIL：kyouikust.yamada@gmail.com
HP：http://www.npo-kowa.net/kyoiku-station



令和元年 10 月 25 日 
横浜市教育委員会事務局 

人権教育 ・ 児童生徒課 

   （教育総合相談センター） 

横浜市における不登校児童生徒が通う民間教育施設についてのガイドライン 
 

 このガイドラインは、不登校児童生徒に対する相談・指導を行う民間の施設（以下「民間教育施設」という）に

ついて、不登校児童生徒が相談・指導を受ける際に、保護者や学校、教育委員会として留意すべき点を目安として

示したものである。 
 
1 実施主体について 
  法人、個人とは問わないが、実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理解と知識及び経験を

有し、社会的信望を有していること。 
 
2 事業運営の在り方と透明性の確保について 

(1)不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。 
(2)著しく営利本位でなく、入会金、授業料(月額・年額等)、入寮費(月額・年額等)等が明確にされ、保護者等に情

報提供がなされていること。 
 

3 相談・指導の在り方について 
 (1)児童生徒の人命や人格を尊重した人間味ある温かい相談や指導が行われていること。 
 (2)情緒的混乱、情緒障害及び非行等の態様の不登校など、相談・指導の対象となる者が当該施設の相談・指導体

制に応じて明確にされていること。また、受け入れに当たっては面接を行うなどして、当該児童生徒のタイプ

や状況の把握が適切に行われていること。 
 (3)指導内容・方法、相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており、かつ現に児童生徒のタイプや

状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われていること。また、義務教育制度を前提としたものであること。 
 (4)児童生徒の学習支援や進路の状況等につき、保護者等に情報提供がなされていること。 
 (5)体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。 
 
4 相談・指導スタッフについて 
 (1)相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校への支援について知識・経験をも

ち、その指導に熱意を有していること。 
 (2)専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては、心理学や精神医学等、それを行うにふさわしい専門的知

識と経験を備えた指導スタッフが指導にあたっていること。 
 (3)宿泊による指導を行う施設にあっては、生活指導にあたる者を含め、当該施設の活動を行うにふさわしい資質

を備えたスタッフが配置されていること。 
 
5 施設、設備について 
 (1)各施設にあっては、学習、心理療法、面接等種々の活動を行うために必要な施設、設備を有していること。 
 (2)特に、宿泊による指導を行う施設にあっては、宿舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営むために必要

な施設、設備を有していること。 
 
6 学校、教育委員会と施設の関係について 
  児童生徒のプライバシーに配慮した上で、学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必

要な情報等を交換するなど、学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 
 
7 家庭との関係について 
 (1)施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に十分な連携・協力体制が保たれていること。 
 (2)特に、宿泊による指導を行う施設にあっては、たとえ当該施設の指導方針がいかなるものであっても、保護者

の側に対し面会や退所の自由が確保されていること。 
 
8 出席の取扱について 
  民間教育施設における相談・指導が児童生徒の社会的自立を目指すものであり、かつ、不登校児童生徒が自ら

登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう適切な支援を実施していると判断される場合に、指導要

録上出席扱いとすることができる。 



横浜市における不登校児童生徒が通う民間教育施設についてのガイドライン 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/soudan/kyoikusoudan/soudan4000.html#B20AC 

 
 

【平成 18 年版】 

８ 出席の取扱について 

民間教育施設におけるその相談・指導が児童生徒の再登校に向けた支援である場合には、そ

の施設への通所を指導要録上出席として扱うことができるものとする。 

【令和元年版】 

8 出席の取扱について 

民間教育施設における相談・指導が児童生徒の社会的自立を目指すものであり、かつ、不登

校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう適切な支援を実施し

ていると判断される場合に、指導要録上出席扱いとすることができる。 



不登校児童生徒支援の手引き

横浜市教育委員会

不登校児童生徒支援の手引き引きき

子ども一人ひとりを大切にした
深い児童生徒理解・児童生徒支援

平成 30 年 4 月
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