
開会の辞：内閣府（青少年支援担当)

オリエンテーション・宿泊施設利用案内等

「相談業務の継続と改善のできる組織づくり」　

Medical Studio 代表理事　坂本 文武

※②共通ワーク（12/18発表）の準備の為の会議室を開放します。グループごとで自由に利用してください。

※②共通ワーク（12/18発表）の準備の為の会議室を開放します。グループごとで自由に利用してください。

②共通ワーク「『学び』をまとめ、共有するためのワーク」

閉会の辞：内閣府（青少年支援担当）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙）

平成27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

１２/１４
（月）

13:30 ～

14:10 ～ 15:40

全体講義①

15:55 ～ 17:25

全体講義②

17:35 ～ 18:00

「困難を有する子供・若者施策について」
内閣府（青少年支援担当、青少年環境整備担当、子どもの貧困対策担当）

13:40 ～ 14:10

１２/１５
（火）

 9:30 ～ 15:00 ①

②

④

分科会Ａ

15:30 ～ 18:30

③

全体講義③

１２/１６
（水）

 9:30 ～ 12:30

分科会B

  18:00 ～ 21:00

14:00 ～ 17:00

全体講義④

（1/３）

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

１２/１８
（金）

 11:40 ～

１２/１７
（木）

  9:30 ～
17:30

18:00 ～ 21:00

　　　　　　　※午前と午後に同じ講義を２部に分けて開催します。講義を２つ選択してください

分科会C

 9:30 ～ 11:30

全体講義⑤
東京都教育相談センター教育相談員、あだち若者サポートステーション臨床心理士、
NPO法人地域学校精神保健福祉ネットワーク事務局長　多田 史康

「ひきこもりが長びく人の支援方法論と実践－「多元的支援」への道－」

「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」

日本福祉大学名誉教授 竹中 哲夫

東京大学社会科学研究所 教授 玄田 有史

東京都教育相談センター教育相談員、あだち若者サポートステーション臨床心理士、
NPO法人地域学校精神保健福祉ネットワーク事務局長　多田 史康

①共通ワーク「体験を通して学ぶグループワークのファシリテーション」

＜午前の部／９：３０～１３：００＞ ＜午後の部／１４：００～１７：３０＞

⑤



「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」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／東京大学社会学研究所 教授　玄田 有史

「ひきこもりが長びく人の支援方法論と実践－『多元的支援』への道－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　/日本福祉大学名誉 教授 竹中 哲夫

　「体験を通して学ぶグループワークのファシリテーション」
　　　　　/東京都教育相談センター教育相談員、あだち若者サポートステーション臨床心理士、
　　　　　　NPO法人地域学校精神保健福祉ネットワーク事務局長　多田 史康

「相談業務の継続と改善のできる組織づくり」　／　Medical Studio 代表理事　坂本 文武

【全体講義】　講義摘要

（２／３）

全体講義
【④】

１２／１７
（水）

14:00
～

17:00

周囲の人からの関わりや支援を必要とする若者の数は増える一方、彼らを取り囲む環境は複雑・複
層化しています。困難を抱える若者への相談・支援事業を継続もしくは拡充するためには、さらに支
援の輪を拡げていかなければなりません。この講座では、目標設定の発想や視座について、講義と
グループワークを通して学びます。具体的には、「あなたの団体はどのような未来をつくろうとしてい
ますか？」「なぜいま困難を有する子ども・若者を支援すべきなのか？」「若者が自立できないのは
保護者の責任論になるのか？」などの問いに対する答えを参加者全員で探ることを目的にします。

全体講義
【①】

１２／１４
（月）

14:10
～

15:40

「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。

全体講義
【②】

１２／１４
（月）

15:45
～

17:15

およそ次の柱で話を進める予定です。
はじめに.　「多元的支援」「ひきこもる人の状態像」「社会的視野」
 １.　ひきこもりが長びく人の支援の基本的考え方
 ２.　ひきこもりが長びく人との支援関係の形成
 ３.　家庭内暴力の解決に向けた支援
 ４.  ひきこもりが長びく人と「家族間葛藤」の緩和・和解支援
 ５.  就労に向かう支援はどう考えどう取り組んだらよいか
 ６.　ひきこもりが長びく人の支援とライフプラン
 ７.　「支援目標」の多様性と「自己(支援)目標」
 ８.  ひきこもる人への共同支援の基本段階と地域支援ネットワーク
 ９.　ひきこもりが長びく人の支援事例(創作事例)

全体講義
【③】

１２／１６
（火）
15:30

～
18:30

* * *

【⑤】
１２／１８

（金）
9:30
～

12:20

　　　　　<全体講義③>「体験を通して学ぶグループワークのファシリテーション」
子供・若者の支援の現場では、グループワークによる支援が行われることがあります。支援者によ
るファシリテーションは、ワークでの体験を充実させるために大切な物です。この講義では、受講生
の皆さんに実際にグループワークを体験していただき、受講生同士の関係の深まりを感じられる
ワークを行いたいと考えています。また、体験を通してグループワークのファシリテーションについて
考えられる経験になるとよいと思います。

　　　　　<全体講義⑤>「『学び』をまとめ、共有するためのワーク」
最終日の「②共通ワーク」では、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12/15（火）の「①共通ワーク」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。



「『若者と社会』理解と『仕事の評価』をつなぐ」　/　法政大学社会学部 教授　平塚 眞樹

     「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 若年支援事業部担当課長　古賀 和香子

「子ども・若者支援に従事する専門職の資質能力について」　/　奈良教育大学 教授 理事・副学長　生田 周二

      「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本部 チームリーダー　和田 真

      「ファンドレイジング実践入門～善意のお金の集め方」　/
                                                   特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会 理事  徳永 洋子

「対人援助におけるシステムズアプローチ」 /　 龍谷大学文学部臨床心理学科 教授　吉川 悟

　　　「引きこもり・不登校児への保護者経由の間接的アプローチ～ブリーフセラピーの考え方と実践～」　/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県立保健福祉大学 准教授  生田 倫子

「発達障害の理解と支援」　/　東京大学バリアフリー支援室 准教授 桑原 斉

（３／３）

【Ａ】

１２/１５
（火）

9:30
～

15:00

①
はじめに、「若者支援」の仕事に就く人にとって共通の基礎教養ともいえる、先進諸国で共通して進行する若年移行期の変
容について学び、日頃つきあっている若者たちの背景理解を深めたいと思います。その後にワークショップ方式で、講義担
当者が日頃から交流している、フィンランドやイギリスの若者支援現場で用いられている「仕事評価」の手法を援用して、参
加者の日々の仕事をふりかえりたいと思います。そして最後に、前半で学んだことと、後半の作業で明らかになったことを
繋ぎ、若者支援の現場が今どこにあるのか状況理解を深め、この仕事に就く人がもつべき視野や視点について確認した
いと思います。

②
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。

③
日本では、欧米諸国と同様に、子ども・若者の家庭から学校、社会への移行が問題になっている。その中で、学校などとは
異なるスタンスで、「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」専門職、専門性のあり方について検討することは重要であると考える。講義では、
「自立の４側面」、「権利保障」、「責任主体の形成」などをキーワードに、自立支援の可能性と課題、支援のあり方とコンピ
テンシーについて、試作中の研修テキストをもとにしたワークも交えながら議論したい。

午前

⑧

午後

⑪

社会参加に困難のある子どもや若者の多くに発達障害の影響があることが、近年指摘されています。発達障害は、一部の
特殊な人たちだけに限られた問題ではないのかもしれません。発達障害のある人たちは、その特性に理解のある支援者
を得ると、困難が改善することがあります。その一方で、発達障害の特性に気づかれないと、持続的な不適応を呈すること
も稀ではありません。そのような発達障害の人たちを支援するために必要なことは何かを、発達障害に気付くポイント、気
付いた後に望まれる接し方、対応のバリエーションを中心に、考えていければと思います。

【Ｂ】

１２/１６
（水）

9:30
～

12:30

④
日本では様々な助成財団が「助成金の拠出」という方法で資金的にNPOやNGOの活動を支援しています。この助成金を獲
得し、上手く活用すれば活動を広げるきっかけになるのですが、NPO・NGO側からは「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」という声も多いのが現状です。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。

⑤

【分科会】　講義摘要

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。

【C】

１２/１７
（木）

＜午前＞

9:30
～

13:00

* * *

＜午後＞

14:00
～

17:30

午前

⑥

午後

⑨

これまでの対人援助の方法論とは異なり、システムズアプローチでは、子どもの問題を解決したいと考えている保護者や
関係者の動機づけを積極的に活用するという考え方があります。子どもへの直接的な働きかけではなく、子どもに関わる
保護者や関係者の対応方法を少し変化させることで大きな変化に繋げる、そのための視点を紹介し、演習していただきた
いと思います。

午前

⑦

午後

⑩

ブリーフセラピーは、そもそも「問題を持っている本人が来ない」ケースに非常に有効なアプローチです。そもそも、数あるカ
ウンセリング諸派の中でも、本人が来ないケースに対応する理論を持つのはブリーフセラピーだけであると言い切ることが
できます。その考え方を現場に行かせるようにわかりやすく解説し、ワークを通して理解を深めていただきたいと思います。
研修終了後には、「楽しかった！　これなら自分にもすぐに試せる！　今日は明るい気分で帰れる！」と体感していただき
たい。それが、ブリーフセラピーを受けた保護者の心境だからです。


