
13：30～ 開会の辞：内閣府（青少年支援担当）

13：40～14：10 「困難を有する子供・若者に対する施策について」

内閣府(青少年支援、子どもの貧困対策、青少年環境整備担当 ※各10分）

14：10～15：40 「日本の若者の現状と課題～ニート・孤立無業者の実態と支援」

全体講義(１)

15：55～17：25 「ひきこもりケースの精神医学的背景」

全体講義(２)

17：35～ オリエンテーション・宿泊施設利用案内等

18：30～ 研修生意見交換会

15：30～18：30 「子供・若者支援に従事する専門職と総合的な相談に

全体講義(３)

18:30 ～ 21:00 ※12/16「共通ワーク」の発表準備ができるよう講義室を開放しますグループごとで自由に利用してください。

14：00～17：00 「地域におけるＮＰＯの役割と企業等との連携

全体講義(４)

18:00 ～ 21:00 ※12/16「共通ワーク」の発表準備ができるよう講義室を開放しますグループごとで自由に利用してください。

【午前の部 (9：30～13：00)】 【午後の部 (14：00～17：30)】

18:00 ～ 21:00 ※12/16「共通ワーク」の発表準備ができるよう講義室を開放しますグループごとで自由に利用してください。

9：30～12：50 【共通ワーク】「子供・若者支援に従事する専門職と総合的な相談に

全体講義(５)

12：50～ 閉会の辞：内閣府（青少年支援担当）

12/16
(金)

応じるための資質能力について～」

奈良教育大学　教授　生田周二

(１/３)

12/15
(木)

9：30～17：30

⑥ ⑨

分科会Ｃ

⑦ ⑩

⑧ ⑪

※午前と午後で異なる講義を受けていただきます（午前と午後に同じ講義を開催します）。
　講義を２つ選択してください。

12/14
(水)

9：30～12：30 ④

分科会Ｂ ⑤

～ＮＰＯの今後の在り方について」

龍谷大学政策学部　准教授(公益財団法人京都地域創造基金理事長ほか)　深尾昌峰

12/13
(火)

9：30～15：00 ①

分科会Ａ
②

③

応じるための資質能力について～」

奈良教育大学　教授　生田周二

一般社団法人キャリアブリッジ　代表理事　廣水乃生

子ども・若者支援専門職養成研究所　研究員　櫻井恵子

ファシリテーター：

(全体一覧)

平成28年度　困難を有する子供・若者の相談業務に携わる民間団体職員研修

於：国立オリンピック記念青少年総合センター・センター棟　　

12/12
(月)

東京大学社会科学研究所　教授　玄田有史

大正大学心理社会学部臨床心理学科　教授・精神科医　近藤直司



×××××

(２/３)

全体講義
【④】

地域におけるＮＰＯの役割と企業等との連携～ＮＰＯの今後の在り方について
龍谷大学政策学部 准教授(公益財団法人京都地域創造基金理事長ほか)　深尾 昌峰

１０/１９
（水）

調整中
１４：００

～
１７：００

全体講義
【③】

　　　子供・若者支援に従事する専門職と
総合的な相談に応じるための資質能力について～

１２/１３
（火）

奈良教育大学 教授 理事・副学長　生田周二

<全体講義③>
　「子ども・若者の健やかな成長、ならびに子ども・若者が社会の中で学び、働き、参画し、貢献していく
のを願い、子ども・若者の自立を支援する」専門性のあり方ならびに専門的能力について検討します。
　特に、
（1）三つの層（自分づくり、仲間づくり、地域づくり）での関わりの構築による成長・発達への支援、
（2）ユニバーサルを踏まえたターゲット・サービスという視点、
（3）家庭・学校とならぶ“第三の領域”としての子ども・若者支援、
という３つの観点から、ワークを交えながら考え合います。

<全体講義⑤>
　最終日の「共通ワーク」は、グループごとに今回の研修での「学び」を踏まえた発表をしていただきま
す。
　発表テーマについては12/13（火）の「全体講義③」でお知らせいたします。発表とディスカッションに
よって、研修での体験と学びを皆さんで共有し、深められる時間にしたいと考えています。

１５：３０
～

１８：３０

全体講義
【⑤】

１２/１６
（金）

９：３０
～

１２：５０

全体講義
【②】

ひきこもりケースの精神医学的背景
大正大学心理社会学部臨床心理学科　教授・精神科医　近藤直司

１２/１２
（月）

　厚生労働省が2010年に公表した『ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン』は、ひきこもりを「様々
な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学，非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を
回避し、原則的には６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形で
の外出をしていてもよい）を指す現象概念」と定義し、その背景要因や治療・支援のあり方を示していま
す。
　ガイドライン作成に向けて実施された精神保健福祉センターの共同研究においては、上記の定義を満
たすケースのほとんどがDSM-Ⅳ-TRのいずれかの診断カテゴリーに分類されることが明らかになって
います。
　また、ひきこもりという現象は生物的－心理的－社会的な要因が絡み合って形成されており、個別性
の高い問題であること、あるいは、家族状況や社会状況などの環境要因を含めた包括的なアセスメント
が必要であることを述べます。

１５：５５
～

１７：２５

【全体講義】　講義摘要

全体講義
【①】

日本の若者の現状と課題～ニート・孤立無業者の実態と支援
東京大学社会科学研究所 教授　玄田有史

１２/１２
（月）

　「孤立無業（Solitary Non-Employed Persons:SNEP(スネップ)）」とは、20～59歳の未婚無業者のうち、
ふだんずっと一人でいるか、家族としか一緒にいる人のいない人々のことです。
　2001年には85万人だったのが、2011年には162万人まで急増しています。「男性、30代以上、進学せ
ず」で多かったのですが、最近は「女性、20代、大学卒」のスネップも増えています。特に若年無業者で
スネップが増えていることは深刻な問題となるおそれがあります。
　働くことを断念した若者であるニートとならんで、スネップは今の若者の「生きづらさ」や「つながりの乏
しさ」を象徴しています。今、どのような若者支援が求められているかを、スネップやニートを例に考えま
す。

１４：１０
～

１５：４０



　近年，人数的には大きな増加はおさまったが，ますます多様化・複雑化が進む現代の不登校。その不登校の子どもたちの心のあり方に
ついて，いくつかの事例やエピソードをもとに紹介する。
　また，その子どもたちに関わる時の基本姿勢について，多様化する不登校の現状を眺めつつ提案したい。
　さらに，不登校経験者を対象にした調査結果から，不登校の予後（その後）についての資料を提供するとともに，不登校の子どもや保護
者への支援に必要なことを考える機会としたい。

(３/３)

～７カテゴリ31項目の具体的な視点から～　　　
NPO法人東京フレンズ 理事長　西隈亜紀　　 

<午前>
９：３０

～
１３：００

午後

⑩

　思春期・青年期は発達上とても難しく、さまざまな心の危機が出てくる。統合失調症やうつ病などの精神疾患を発症する人。発達障害や
知的障害の症状から二次障害が出てきて心に不調をきたす人。明確な精神疾患や障害がなくても、虐待などで心に大きな傷を抱えている
人、あるいはリストカットなどの自傷行為、家庭内暴力など衝動性を抑えられない人……こ のような心のケアが必要な若者が社会で生き抜
いて行くために、援助者はどのようにかかわっていったらよいのか。本人との関係性作り、家族問題への介入、経済問題への介入、居場所
探し、異性トラブルなど、事例を多用しながら具体的に解説する。参加者からの質問も積極的に受け付ける。

午前

⑧
不登校の子どもたちの心理とその支援

<午後>
１４：００

～
１７：３０

奈良女子大学研究院生活環境科学系　教授　伊藤美奈子　　

午後

⑪

分科会
【Ｃ】

午前

⑥

基礎から学ぶ発達障害児・者の支援
星槎大学 准教授　阿部利彦　　

　本講座では、発達障害（LD、ADHD、ASDを中心に）の特性を理解し、適切に支援するための具体的方法についてご紹介していきます。
　幼児期、学齢期の支援（教育におけるユニバーサルデザイン）はもちろんのこと、近年その重要性が注目されている高校・大学での特別
支援教育の現状や、就労に向けてのソーシャルスキル・ライフスキルについても検討していきたいと考えています。
　発達障害の疑似体験、グループワークなどを通じて他受講者との交流も深めていただき、新たな支援ネットワークを形成するきっかけに
もつなげていただければと考えています。この講座を通じて「合理的配慮(reasonable accommodation)」について一緒に検討していきましょ
う。

午後

⑨
12/15
(木) 午前

⑦

心のケアが必要な思春期・青年期の若者へのかかわり方

　多くの困難を抱えた児童に絞って行う学習支援の有効性や、効果的な学習支援の方法（教え方、進め方等）、学習にあたる留意事項（配
慮すべき点等）、特にポイントとなる事柄を、実践と各地の学習支援の現場の方からの聞き取りを含めて紹介していきたいと思います。
　午後に、何人かの皆様からの実践を発表していただくとともに、グループを作って実践活動や取り組みの現状について、討議していただ
きたいと思います。

分科会
【Ｂ】

④

助成金活用　入門講座～助成制度を知る、申請書を書く、助成金を活用する～

公益財団法人 日本財団ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　和田真　　

　「助成制度の調べ方がわからない」「助成金の申請書を書いたことがない」「何度申請しても不採択ばかり」…こ のような不満や疑問を持っ
ているNPOやNGOは多いのではないでしょうか。
　この講座では、国内の助成制度の現状、助成制度の探し方、申請するために必要な準備、申請書の書き方、助成財団の審査の視点、採
択された後の作業（助成金を最大限に活用するコツ）等をお伝えします。
　また、「どうすれば自分たちの活動をわかってもらえるのか」という広報の視点も交えながら進めます。

12/14
(水)

⑤

ファンドレイジング実践入門～善意のお金の集め方

１４：００
～

１７：００

特定非営利活動法人 日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会 理事/ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ・ﾗﾎﾞ　代表  徳永洋子　　

　本研修の目的は、寄付や会費といった「善意のこめられた資金」を広く社会から集めていく上で必要となる基本的なノウハ ウを学び、それ
を各自が団体に持ち帰って共有して実践することです。
　「ファンドレイジング」というと単に「活動資金集め」と 考えられがちですが、実はその過程で多くの市民の共感と支援を得ることができるこ
とから、社会の課題を解決する「仲間 づくり」だともいえます。そうした仲間を増やすことは、団体のミッションを達成していく上でも重要なこ
とです。団体の価値を 高め、その活動の持続と発展につなげるファンドレイジングの手法を解説します。

【分科会】　講義摘要

①

若年無業者等の自立に困難を抱えた若者への支援～サポステの支援～

分科会
【A】

東北文教大学人間科学部子ども教育学科　准教授　下村一彦　　

　多様な状況にある若者の社会的自立支援において、地域若者サポートステーションが総合相談窓口として構築しているネットワークを一
層充実していく上での課題や各サポステでの先進的取組を整理、紹介する。
具体的には、①行政や教育機関との連携に基づく認知度の向上　　②適切なリファーに向けた関係機関の相互理解
具体的には、③就労体験先の確保の連携に基づく認知 度の向上　 ④雇用創出も含めた就職先確保
具体的には、⑤アフターケアのポイントト携 基づく認知度の向 上　　⑥支援者の安定、についてである。
　また、幼児期の人格形成にも現場で携わる発表者の視点から、若者支援の専門家が地域づくり（児童期の子どもへのまなざし構築）にも
貢献できるよう話題・情報提供を行う。

12/13
(火) ②

効果的なインテークのやり方について～ロールプレイも交えて学ぶ～

認定 特定非営利活動法人 育て上げネット　古賀和香子　　

　支援におけるインテーク面談（初回面談）では、「相談者との関係性を築く」、「相談者の主訴やニーズを明確に把握し、見立てる」、「その
主訴やニーズに支援者側が提供できるサポートが合わないようであれば適切な支援機関に繋ぐ」といったことが目的となります。
　色々な状況の若者がいる中で一つの手法だけでは上記の目的を達成することができません。どの状況の若者にどのような手法を用いる
かについて、ロールプレイやグループワークなどの演習を交えながら、より効果的なインテークノウハウについて取り上げる分科会を実施し
ます。

９：３０
～

１５：００

③

生活保護・生活困窮者世帯の子供と学習支援
～有効な学習支援の方法と配慮すべき事項～

池坊短期大学幼児保育科 教授　宮武正明　　


