
第2節 地域におけるユースアドバイザー研修の実施  

ユースアドバイザー研修の実施に当たっては，表６－２において示したプログラムに基づくこと

が望ましいものの，地域によっては学習時間の確保が困難であることも考えられる。 

そこで，第２節では，ネットワークの調整機関，各相談・支援機関の相談員及び青少年育成関係

のボランティアの別に，プログラムの中から優先的に実施すべき項目を抽出したものを，それぞれ

の相談員等の養成に特に必要な研修内容（案）として例示している。また，ネットワークを構成す

る関係各分野の相談・支援機関の相談員を対象として実施する合同研修を想定した「地域における

ユースアドバイザー研修実施計画（案）」を例示している。 

研修の実施に当たっては，各地域のネットワークの構成機関や各種研修の実施状況などの実状を

踏まえ，当該地域において求められる項目を選定するなど効果的かつ柔軟な研修計画を立てて実施

することも考えられる。 

なお，ユースアドバイザー研修の実施に当たり，特に留意する必要がある項目については，研修

実施の参考となるよう指導要領及び指導案を示している。 

 



１ 対象者ごとに特に必要な研修内容  

表６－３，表６－４及び表６－５に示す三つの研修内容（案）は，若者支援ネットワークの核と

なる調整機関及びネットワークを構成する各相談・支援機関の相談員並びに青少年育成関係のボラ

ンティアの別に，ユースアドバイザーの研修・養成プログラムから優先的に実施すべき項目を抽出

したものである。 

（１）調整機関の相談員 

調整機関のユースアドバイザーに特に求められる役割は，査定，支援計画の作成，ネットワーク

の総合調整及び人材育成などであり，これらを中心に項目を抽出している。 

なお，調整機関のユースアドバイザーの役割の一つである人材育成については，本書におけるプ

ログラムの項目としては取り上げていないものの，人材育成の方法の一つである研修の企画・実施

に関しては，「２ 地域におけるユースアドバイザー研修実施計画（案）」及び「３ 参考資料（指

導要領及び指導案）」が参考になると思われる。 

  

表６－３ 調整機関の相談員に特に必要な研修内容（案） 

特に求められる役割 役割を果たすために必要な素養 
研修内容（案） 
（計60時間） 

１ 査定と支援計画の作成 
（１）相談の総合的な窓口 

（２）査定によるニーズの把握 

（３）対象者のニーズに合った具体的な 

支援計画の企画・立案 

 

・「就労・仕事」，「福祉」，「医療」及び「教育・

訓練」の四つの専門性があること。 

・若者の特性，若者をめぐる状況・諸問題等に関す 

る知識があること。 

・心理学（臨床心理学を含む。），社会学，教育学，

医学，福祉，育児等に関する知識・経験があること。 

・査定ができ，それぞれの個人の状態に応じた支援 

計画を作成・評価できること。 

４（１）エ ・ オ 

４（２）ア～ク 

４（３）ア～エ 

４（11） 

２ 総合調整と人材育成 
（１）他の相談・支援機関のスーパーバイザー 

（２）若者支援ネットワークの核となり，地域 

における支援機関相互の調整 

（３）アドバイザー会議の開催 

（４）専門性を有する相談員相互の議論・情報 

交換の場を提供 

（５）支援対象者と相談員のマッチングの判断 

・人材育成に関する知識・経験があること。 

・幅広い相談・支援機関に関する所掌事務，関係法令

等に関する知識があること。 

・地域の社会資源を活用したネットワークの構築と運

営ができること。 

・全体的な視点から，総合的に判断できること。 

１（１）～（７） 

２（１）ア～ク 

２（２）ア・イ・エ・ク・ケ

３「「さまざまな社会資源」

のねらい」 

３（１）ア～ク 

３（２）ア～カ 

４（４）オ 

４（９）ア～カ 

 

（２）各相談・支援機関の相談員 

各相談・支援機関のユースアドバイザーに特に求められる役割は，対象者の理解や継続的な支援

の実施，アウトリーチ（訪問支援）等が挙げられていることから，コンプレックスニーズ，アウト

リーチ（訪問支援）などであり，これらを中心に項目を抽出している。 



表６－４ 各相談・支援機関のユースアドバイザーに特に必要な研修内容（案） 

特に求められる役割 役割を果たすために必要な素養 
研修内容（案） 
（計60時間） 

１ 継続的な支援の実施 
（１）困難を抱える若者に対する自立までの 

継続的支援 

（２）若者の動機づけ 

（３）就業などの意欲を失わせないような支え 

・コンプレックスニーズに関する知識があること。 

・各種のカウンセリング技法を習得していること。 

・動機づけ面接に関する知識・経験があること。 

・中長期的な視点から，個人の状態に応じた 

支援計画を評価・修正できること。 

・キャリア教育に関する知識があること。 

２（１）ア～ウ・キ・ク 

２（２）ア～ケ 

４「「支援の実施」のねらい」

４（１）ア・イ・オ 

４（３）エ 

４（４）ア～オ 

４（５）ア・イ 

４（６）ア～ウ・コ 

４（７）ア～エ 

４（８）ア 

２ 若者支援ネットワークの活用 
（１）支援対象者にとって適切な相談・支援機 

関や相談員を紹介 

（２）紹介先の相談員との綿密な情報共有 

（３）ユースアドバイザー会議における情報 

交換や連携 

・地域の相談・支援機関についての具体的なサービス

内容や担当者に関する情報を有し，どの機関に誰を

紹介すればよいかを的確に判断できること。 

・若者を適切な相談・支援機関に紹介するための個々

のケース理解に関する知識があること。 

・ケースマネジメントができること。 

・関係機関の連絡調整を行えること。 

１（１）～（７） 

３（１）イ・エ・キ・ク 

３（２）ア～オ 

４（９）エ・オ・カ 

３ アウトリーチ（訪問支援） 
（１）若者のいる場所に自ら出向き，支援の 

必要な若者に接触 

（２）可能であれば面接または電話等により， 

特定の対象者に対して積極的な接触を 

検討 

・アウトリーチ（訪問支援）実施に必要な知識・技能

があること。 

・地域の実状や若者文化等に関する知識があること。 

４（10）ア～キ 

４（11） 

 

（３）青少年育成関係のボランティア 

地域の実状として，支援が必要な状態にあるにもかかわらず，自らは相談に訪れなかったり，相

談窓口に関する情報が届いていなかったりすることが少なくないことが指摘されている。このため

若者支援ネットワークによる支援の拡充及び底上げを図るには，自ら相談に来ない対象者やその保

護者の発見など地域に根ざした活動が必要とされており，たとえば青少年育成関係のボランティア

が若者支援やアウトリーチ（訪問支援）に関する知識を身に付け，若者支援ネットワークの中で活

動を進めていくことが望まれる。 

青少年育成関係のボランティアを対象とした研修は，制度の概要やアウトリーチ（訪問支援）に

関する内容を中心に抽出している。 

 

表６－５ ボランティアの相談員に特に必要な研修内容（案） 

特に求められる役割 役割を果たすために必要な素養 
研修内容（案） 
（計20時間） 

１ 地域に根ざした情報収集 

（１）地域の中の潜在的な対象者の発見（アウト

リーチ（訪問支援）のための情報収集） 

（２）相談・支援のための各種社会資源の活用 

・アウトリーチ（訪問支援）に関する基礎的知識が 

あること。 

・地域の実状や若者文化等に関する知識があること。 

・地域の相談・支援機関についての具体的なサービス 

内容や担当者に関する情報を有すること。 

１（１）～（７） 

２（１）ア～ウ・キ 

２（２）ア・イ・エ・ク

３（２）ア 

４（２）キ 

４（７）ア 

４（９）エ・オ・カ 

４（10）ア～カ 

４（11） 

 



２ 地域におけるユースアドバイザー研修実施計画（案）  
表６－６は，若者支援ネットワークを構成する機関の相談員を対象として実施することを想定し

た研修実施計画（案）を例示したものである。「調整機関の相談員に特に必要な研修内容（案）」

及び「各相談・支援機関のユースアドバイザーに特に必要な研修内容（案）」に共通する内容を取

り出して構成しており，合計32時間の計画となっている。 
また，同研修実施計画（案）では，前半・後半に分かれる４時間の研修を８回実施することを想

定し配列するとともに，講義等を担当する講師（案）を併せて示している。 



 表６－６ 地域におけるユースアドバイザー研修実施計画（案） 

 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 

内
容 

○制度の概要及び業務

の内容 

  

○学校から職業生活へ

の移行 

  

○不登校，高校中退  

  

○公的扶助の仕組み  

 

○障害者福祉の仕組み

 

 

○若者のひきこもり  

 

○若者の非行及び犯罪

の現状 

  

○ネットワークを構築

する意味 

  

○個人情報の保護・管

理及び情報共有の可

能性 

  

○支援計画（アセスメ

ントに関する事項を

含む。） 

  

○動機づけ面接－

Motivational 

Interviewing, MI 

  

○非行等幅広い分野に

おけるアウトリーチ

(訪問支援）の手法

(役割，特殊性，４形

式等に関する事項）

 

方
法 

講 義 講 義 講 義 講 義 講 義 講義及び演習 
講義及び 

ロールプレイ 

講義及び 

ワークショップ 

前
半
２
時
間 

講
師 

○若者の自立支援に知

見のある者 

 

○学校から職業生活へ

の移行過程の現状に

知見のある者 

○不登校・高校中退に

知見のある者 

○公的扶助の仕組みに

知見のある者 

○障害者福祉の仕組み

に知見のある者 

○若者のひきこもりに

知見のある者 

○若者の非行及び犯罪

の現状に知見のある

者 

○ソーシャルワーカー

等 

○個人情報の保護・管

理及び情報共有の可

能性に知見のある者

○支援計画（アセスメ

ントに関する事項を

含む。）に知見のある

者 

 

○動機づけ面接に知見

のある者 

 

○非行等幅広い分野に

おけるアウトリーチ

（訪問支援）の手法

（役割，特殊性，４

形式等に関する事

項）に知見のある者

 

内
容 

○若者の人口と世帯構

造  

  

○若者の自立支援の現

状  

   

○雇用・就労をめぐる

現況  

  

○労働環境（職業紹介

を含む。）の仕組み 

  

○知的障害・発達障害

 

○精神障害（社会不安

障害を含む。） 

  

○非行・犯罪     

  

○少年司法の仕組み  

  

○ネットワークの意義

（生活保護ソーシャ

ルワーク，子どもの

心の問題及び若者支

援の観点から）   

 

○ケース検討会，担当

者レベルでの会合等

の進め方 

  

○SST（ソーシャル・ス

キルズ・トレーニン

グ）   

  

 

○全体まとめ 

 

方
法 

講 義 講 義 講 義 講 義 
講義及び 

ワークショップ 

講義及び 

ワークショップ 

講義及び 

ロールプレイ 
講義及び意見交換 

後
半
２
時
間 

講
師 

○若者の人口・世帯構

造の変化と少子化，

晩婚・非婚化をめぐ

る状況 

○若者の自立支援の現

状に知見のある者 

○不就労・早期離職を

含めた雇用・就労を

めぐる全般的な現状

に知見のある者 

○労働環境（職業紹介

を含む。）の仕組みに

知見のある者 

○知的障害・発達障害

に知見のある者 

○精神障害（社会不安

障害を含む。）に知見

のある者 

○犯罪・非行に知見の

ある者 

○少年司法の仕組みに

知見のある者 

○ソーシャルワーカー

等 

 

○ネットワークを構築

する地方自治体担当

者等 

 

（１（１）～（７）） （２（１）イ）

（２（2）ア） 

（３（１）エ） 

（２（１）キ）

（３（２）ア）

（４（９）エ，オ及びカ）

（４（３）エ）

（２（１）ア）

（２（１）ク）

（２（１）ウ）

（３（１）ク）

（２（２）ク）

（２（２）ケ）

（２（２）エ）

（３（１）キ）

（３（２）イ，ウ及びエ）

（３（２）オ）

（３（１）イ） （２（２）イ）

（４（１）オ）

（４（11））

（４（４）オ）

○SSTに知見のある者 

 

○若者の自立支援に知

見のある者 

 



３ 参考資料（指導要領，指導案及び法律関連資料）  
ユースアドバイザー研修の実施に当たり，学習形態にワークショップ，ロールプレイ等を含む学

習内容のうち，特に留意する必要があると考えられる次の10項目については，研修実施者の参考と
なるよう指導要領及び指導案を作成している。 
（１）ケース検討会，担当者レベルでの会合等の進め方 
（２）動機づけ面接─Motivational Interviewing, MI 
（３）インテーク面接トレーニング 
（４）アセスメントのまとめ方 
（５）支援計画 
（６）グループワークの進め方と留意点 
（７）SST 
（８）家族支援の意味 
（９）アウトリーチ（訪問支援）の方法～ひきこもり，不登校等を中心に～ 
（１０） 非行等幅広い分野におけるアウトリーチ（訪問支援）の手法 
 
また，388ページ以降に，以下の「子ども・若者育成支援推進法」関連資料を掲載している。 
 
（１１） 「子ども・若者育成支援推進法」条文 
（１２） 施行日政令 
（１３） 内閣府令 
（１４） 子ども・若者支援地域協議会設置・運営指針 
 



（１）ケース検討会，担当者レベルでの会合等の進め方 
 
ア 目標 

ケース検討会や担当者会議などの多機関・多職種の関係者のミーティングの基本的な進め

方について学ぶ。 
イ 内容 
（ア）ミーティングの有効性について 
（イ）包括的アセスメントにつて 
（ウ）ミーティングの構成について 
（エ）ミーティングの進め方について 

ウ 内容の取扱い 
（ア）ミーティングが単に情報共有の場として機能するだけではなく，個々のケースや関係

者に対してさまざまなメリットがあることを理解する。 
（イ）モデルケースを用いて包括的なアセスメントからプランの抽出を行う。 
（ウ）多機関・多職種の関係者が限られた時間で効率よく話合いができるミーティングの運

営についてのポイントを理解し，ロールプレイを通して具体的な実習を行う。 
 
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 40分 

・チームアプローチについて説明する。 

・包括的アセスメントについて説明する。 

・ミーティングの構成，進行についてのポイント

を説明する。 

講 義

・多職種の協働とミーティング

の有効性についての理解を促

す。 

展 開 50分 

・ミーティングのロールプレイ 

・モデルケースを用い，「ミーティングの進め

 方のコツ」を参考にロールプレイを行う。 

ロール

プレイ

・ミーティングの流れ，雰囲気

が身に付けられるようにす

る。 

まとめ 30分 

・各自感想を述べてもらい，他の参加者からの

フィードバックをもらう。 

・質問を受ける。 

質 疑

・参加者同士の体験の共有と疑

問点の解消。 

 
 

-------------------------------------------------------------------- ●  国立国際医療センター国府台病院精神科医師 佐竹直子  
 



（２）動機づけ面接－Motivational Interviewing, MI 
 
ア 目標 

動機づけ面接の基本的知識について学ぶ 
イ 内容 
（ア）動機づけ面接とは 
（イ）自己動機づけ発言（チェンジトーク）について 
（ウ）動機づけ面接の五つの原則 
（エ）四つの戦略（OARS）について 
（オ）動機づけ面接のトレーニングについて 

ウ 内容の取扱い 
（ア）相反する感情を同時に持っている状態が変化に対する抵抗の中心的要因であることを

理解し，そのような状態を解消していく動機づけ面接の実際を体験し，どのように対象

者の変化を動機づけ，支持していくのかについて，対象者の特質等も含めて学べるよう

にする。 
（イ）指導に当たっては，ロールプレイを用いて，動機づけ面接の一連の流れが体験的に把

握できるようにし，適切な言い方を選べるようにする。 
 
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 15分 ・動機づけ面接の概要説明 講 義 ・概略説明 

展 開 90分 

・自己動機づけ発言について確認する。 

・動機づけ面接の五つの原則を確認する。 

・OARSを使って一連の流れを体験する。 

・今後のトレーニングについて紹介する。 

講 義

ロール

プレイ

・対象者の個々の反応を見分け，

対応する方法を知り，実際に

体験する。 

まとめ 15分 ・学習内容のまとめ 講 義 ・ポイントの再確認 

 
 

-------------------------------------------------------------------------●さいたま家庭裁判所主任家庭裁判所調査官 山田英治  
 

 



（３）インテーク面接トレーニング 
 
ア 目標 

インテークの基本的知識について学ぶ 
イ 内容 
（ア）面接とは 
（イ）インテーク面接の一連の流れ 
（ウ）面接の際に必要な視点，質問の聴き方，心構えについて 
（エ）ロールプレイによるトレーニング 
（オ）トレーニングの振り返り 
（カ）学習内容のまとめ 

ウ 内容の取扱い 
（ア）面接者として，初対面の面談だからこそ必要な場の雰囲気作り，限られた時間の中で

ニーズや主訴を捉えるための聞き方や見方を学べるようにする。 
（イ）トレーニングでは，ロールプレイを用いて，面接の一連の流れを体験し，適切な対応

の仕方を実践的に学べるようにする。 
（ウ）ロールプレイによるトレーニングでは，相談者，スーパーバイザーの役を決め，循環

させていく。相談者役は，架空の主訴や人物像を設定し，インテーカーには伝えずに行

う。インテーカーは，ロールプレイの中でその主訴を引き出していく。（一人10分×３
×３回） 

（エ）ロールプレイの様子をビデオで撮影する。ロールプレイ終了後に自分で面接の様子を

確認すると同時に講師がスーパーバイズすることによって，面接術を向上させていく。

  
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 15分 ・面談とは 講 義 ・概要説明 

展 開 90分 

・面談の一連の流れ 

・面接の際に必要な視点 

・質問の聴き方 

・心構えについて 

講 義 

ロールプレイ 

（やり方は，ウの

（ウ），（エ）を参

照） 

・講師は，ロールプレイの中で，聴

く姿勢，声のトーン，表情等にも注

目し，トレーニングの振り返りで，

助言する。 

まとめ 15分 ・学習内容のまとめ 講 義 ・ポイントの再確認 

 
-------------------------------------------------------------------------------------●  NPO法人「育て上げ」ネット 古賀和香子  

 
 



（４）アセスメントのまとめ方 
 
ア 目標 

アセスメント結果をまとめ，記載するための基本的留意事項について学ぶ。 
イ 内容 
（ア）中心的な原因を把握することについて 
（イ）長所や資源を見出すことについて 
（ウ）保留・修正することについて 
（エ）他機関と連携することについて 
（オ）目的に応じて記載することについて 

ウ 内容の取扱い 
（ア）クライエントの問題状況の原因を単に列挙するだけでは，支援の役に立たないことを

理解し，中心的な原因を把握することの重要性を学ぶ。 
（イ）クライエントの長所や，クライエントの持つ資源に着目することの重要性を学ぶ。 
（ウ）どうしても疑問が残る場合に結論を保留することの大切さ，支援開始後の情報等を取

り入れてアセスメントを修正してゆくことの重要性を学ぶ。 
（エ）どんな場合に他機関にリファーすべきかを学ぶ。 
（オ）まとめの記載方法について実習する。 

 
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 20分 

・第２部第４章第３節３の「（１）少年鑑別所に

おけるアセスメント」を用いて，アセスメントを

まとめる上での基本的留意事項を説明する。 

講 義

・資料があれば，少年鑑別所以外の機関

におけるアセスメントについても説明す

る。 

展 開 90分 

・指導者は自分が支援した事例の一つを資料とし

て用意しておき，それを説明して質問を受ける。

・研修員は，その事例について，まとめを試作す

る（「現状」，「問題点」，「長所・資源」の３

項目に分け，それぞれ簡潔に記載する。）。 

・まとめを相互に検討する。 

実 習

・事例はあまり複雑なものでない方がよ

い。 

・検討に際しては，過度に批判的になら

ないようにする。 

・まとめ方が人によってかなり違うこと

に気づかせる。 

・事例説明30分，試作30分，検討30分程

度の時間配分とする。 

まとめ 10分 
・感想を聴き，質問を受け付ける。 

質 疑
・まとめの重要性と難しさをよく認識さ

せる。 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------●  松山少年鑑別所 青木宏  
 

 



（５）支援計画 
 
ア 目標 

支援計画を作成・評価するための基本的留意事項について学ぶ。 
イ 内容 
（ア）目標を設定することについて 
（イ）可能な支援を具体的に示すことについて 
（ウ）記録について 
（エ）評価について 

ウ 内容の取扱い 
（ア）抽象的な目標で終わることなく，できるだけ目標を細分化し，具体的で実行可能な目

標を設定することを学ぶ。 
（イ）目標のうち達成しにくそうなポイント，失敗しそうなポイントに着目し，そこに具体

的な支援方策を設定することを学ぶ。 
（ウ）支援計画の作成方法について実習する。 
（エ）クライエントと一緒に評価すること，悪者探しをしないこと，楽観的な姿勢を失わな

いことなどを学ぶ。 
 
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 20分 

・第２部第４章第３節３の「（１）支援計画の作

成」及び「（２）支援計画の評価」を用いて，作

成・評価上の基本的留意事項を説明する。 

講 義

・特に目標を細分化，具体化して

いく必要性を強調する。 

展 開 90分 

・「アセスメントのまとめ方」で示したモデルケー

スをもとに，研修員が支援計画を試作する（「大

目標」，「小目標」，「支援するポイント」，「具

体的な支援方策」，「連携機関・協力者」の５項

目に分け，それぞれ簡潔に記載する。）。 

・支援計画を相互に検討する。 

実 習

・それぞれの支援計画の長所，短

所を取り上げ，より良い支援計画

を作成するにはどうすればよいか

を考えさせる。 

・試作45分，検討45分程度の時間

配分とする。 

まとめ 10分 
・感想を聴き，質問を受け付ける。 

質 疑
・支援計画の重要性をよく認識さ

せる。 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------●  松山少年鑑別所 青木宏  
 

 



（６）グループワークの進め方と留意点 
 
ア 目標 

グループワークの基本的な進め方を身に付ける。 
イ 内容 
（ア）準備期のグループワークの準備 
（イ）開始期のグループワーク 
（ウ）作業期のグループワーク 
（エ）終結期のグループワーク 

ウ 内容の取扱い 
（ア）個々のメンバーのニーズを把握し，一人ひとりと信頼関係を構築し，成長を支援する

場としてグループワークが有効であることを確認する。 
（イ）メンバー同士が関わり合い，仲間意識を持ち，助け合えるような働きかけをしていく。 
（ウ）葛藤場面があっても，安心・安全な場で葛藤を体験し，乗り越えていく支援をする。

このことにより，ストレス対処可能な領域を広げていく。 
（エ）グループ全体が安心，安全な場となり，個々のメンバーが自分のペースで目標に向かっ

て進めるようにする。 
（オ）グループの終結期に向けて，移行の準備をする。メンバーが社会の中での支えをどの

ように構築していくか，メンバー同士のつながりをいかす，などの支援をする。 
 
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 20分 ・グループワークの展開過程 講 義 ・グループワークの構造を確認する。 

展 開 80分 

・準備期のグループワークの準備 

・開始期のグループワーク 

・作業期のグループワーク 

・終結期のグループワーク 

討議 

ロールプレイ

・小グループで計画する。 

・安心・安全な場づくりと参加の工夫。

・相互作用促進の工夫。 

・葛藤体験をいかす。 

・移行への橋渡し。 

まとめ 20分 ・まとめ 講 義 ・グループワークの良さを再確認する。

 
 

--------------------------------------------------------------------------●  ルーテル学院大学総合人間科学部教授 福島喜代子  
 



（７）SST 
 
ア 目標 

SSTの基本的な進め方を学ぶ。 
イ 内容 
（ア）若者が必要とする社会的スキルとは 
（イ）人との関わり行動（言動）を身に付けることの意味 
（ウ）SSTの基本的な流れ 
（エ）練習課題の取り上げ方 
（オ）ロールプレイの実際 
（カ）「良いところをほめる」ポイント 
（キ）「改善点を示す」ポイント 
（ク）次回までのチャレンジ課題の設定 

ウ 内容の取扱い 
 （ア）若者が日常生活で必要とする「社会的スキル」，「他人との関わり言動」を考え，
それを練習可能な形で表現し，列挙していく。参加者が，対象者の日常生活の様子，社

会で生きていくうえでの他人との関わる言動のニーズを知ることが求められる。 
（イ）SSTの一連の流れの順序には意味がある。参加者が，SSTの一連の流れに沿って行え

るように，リーダー役や若者役を担い，ロールプレイをしながら身に付けていく。 
（ウ）場面づくり，ロールプレイ，役づくり，ほめる，改善点の提案などは，体験的にポイ

ントを身に付けていけるようにする。 
 
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 20分 
・若者が必要とする社会的スキルとは 討議と

まとめ

・練習可能な言動の形でまとめて

いく。 

展 開 80分 
・SSTの進行とリーダーの役割 

実 習
・SSTの実際の流れを身に付けてい

けるようにする。 

まとめ 20分 ・感想を聞き，質問を受け付ける。 質 疑 ・振り返りと疑問点の解消 

 
 



（８）家族支援の意味 
 
ア 目標 
①家族は問題を抱える若者にとって重要な資源であるが，それが十分に生かされない現状を

経験から理解させる。 
②問題を抱える本人と家族の問題を，広く「社会的排除」の問題としてとらえる視点を得ら

れるようにする。 
③非血縁のネットワークの重要性に気づかせ，そこにアクセスさせ，そのネットワーク，シ

ステムにのせる方法を理解し，実行できるようにする。 
  （指導例）１単位時間90分として計画 

 
イ 内容及び内容の取扱い 
（ア）導入（20分） ：  目標① 

同じテーブルになった参加者同士簡単な自己紹介の後，以下のA，Bのような導入を行う
（時間があれば構成的グループ・エンカウンターの簡単なエクササイズをして，緊張をほぐ

し，リレーション（関係）をつくるのもよい。）。 
A：研修参加者が若者支援の現場経験がある場合 
a ４人グループを作り，家族が問題を抱える若者にプラスに働いた事例，逆にマイナス
に働いた事例を挙げ，共通の要因について話し合う。それをまとめてグループごとに発

表する。 
B：研修参加者が若者支援の現場経験がない場合 
a ４人グループを作り，家族生活のプラス面，マイナス面を挙げ，共感できる要素につ
いて話し合う。さらに，家族の中で問題が起こったときにそれぞれの参加者はどのよう

に対応するか話し合う。それをまとめてグループごとに発表する。 
（イ）展開（80分） ：  目標②，目標③ 

b 導入の発表を受けて，同じグループで「家族が機能しないとどんな問題が生じるか」
を話し合う。グループごとに発表する。 

c 講師は，家族の機能について説明する。参加者に質問・意見を求め，できるだけ参加
者の意見を付け加えてまとめるようにする。 

d 「問題を抱える若者」（たとえば，自立できない，働かない若者，反社会的行動をと
る若者，等々）はどんな人たちなのか，家族との関係に注意してグループで話し合い発

表する。 
e 講師は「本人の努力でどうにかなること」と「本人の努力ではどうにもならないこと」
に分けて，どんな人たちが「問題を抱える若者」になるのかを整理する。そのうえで，

「社会的排除」の概念を説明し，貧困，資源のなさ，家庭の機能不全，家庭の文化等々

がそれに大きな影響があることを理解させる。 
f 各グループで，研修参加者の問題意識に応じて「ひきこもり」，「反社会的行動」等々
の問題を抱える若者に関して「どんな機関・支援者グループ」が「どんな資源を利用し

て」どんな支援ができるか（あるいは「したいか」）を話し合う。その際「非血縁のネッ

トワーク」の重要性に気づかせる。 
 
（ウ） まとめ（20分） 

g 各グループで「支援計画」，「支援マップ（資源の確認）」のフォームをつくり，記
入する。 

 



ウ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 20分 
・同じテーブルになった参加者同士簡単な自

己紹介の後話合いを行う。 

グループ

ワーク 

・研修参加者が若者支援の現場経験があ

る場合とない場合の進め方に留意する。

展 開 80分 

・講師は，家族の機能説明するとともにどん

な人たちが「問題を抱える若者」になるのか

を整理する。 

・そのうえで，「社会的排除」の概念を説明

し，貧困，資源のなさ，家庭の機能不全，家

庭の文化等々がそれに大きな影響があるこ

とを理解させる。 

グループ

ワーク 

・各グループで，研修参加者の問題意識

に応じて「ひきこもり」，「反社会的行

動」等々の問題を抱える若者に関して「ど

んな機関・支援者グループ」が「どんな

資源を利用して」どんな支援ができるか

（あるいは「したいか」）を話し合う。

その際「非血縁のネットワーク」の重要

性に気づかせる。 

まとめ 20分 
・各グループで「支援計画」「支援マップ（資

源の確認）」のフォームをつくり，記入する。
質 疑 

・支援計画の重要性をよく認識させる。

 
 

---------------------------------------------------------●  東京聖栄大学健康栄養学部・学生支援センター准教授 長須正明  
 



（９）アウトリーチ（訪問支援）の方法～ひきこもり，不登校等を中心に～ 
 
ア 目標 

援助技法の一つとしてのアウトリーチ（以下「訪問活動」という。）について基本的な事

柄を理解し，実際の実践で活用できるようになること。 
イ 内容 
（ア）ひきこもり支援における訪問活動の利点及び困難な点 
（イ）教育，地域保健，児童福祉，医療，民間など各領域での訪問活動の経緯と特徴及び課題 
（ウ）訪問活動をめぐる倫理的問題 
（エ）標準的な訪問ガイドラインに沿った訪問の準備から実施，事後フォローの流れ 
（オ）援助者自身へのサポートの必要性 

ウ 内容の取扱い 
（ア）ひきこもりの事例に対して，訪問活動が有効な点，難しい点を説明し，基本的な方法

論について学んでおく必要性を理解できるようにする。 
（a）教育，地域保健，児童福祉，医療，民間等各領域において，訪問活動が行われて
きた歴史的経緯について学べるようにする。 

（b）各領域の訪問活動の，対象や方法の特徴，課題とされていることについて学べる
ようにする。 

（c）訪問活動について，各領域を共通している課題，たとえば援助者と対象者との関
係や，治療・支援構造のとらえ方，対象者の年齢によるアプローチの違い等につい

て理解を深める。 
（イ）訪問活動の法的根拠や倫理的課題を伝え，常識的な判断やバランス感覚が重要である

ことを学べるようにする。実際の事例などを用いて，自分だったらどうするかを参加者

同士で意見交換してもらい，理解を深める。 
（ウ）訪問の準備から事後フォローまでを，経過を追って説明する。特に，ユースアドバイ

ザーとしてどのような対象者に訪問活動を行う可能性が高いのか，それにともなって必

要な事前の情報収集やアセスメント，関係機関との調整など，初回訪問までの期間に丁

寧な準備が必要であることを伝える。また，実際の訪問場面での，挨拶や声の掛け方，

関係機関との連携のとり方などについては，具体的に学べるように，ロールプレイなど

の方法をとり入れる。   
（エ）援助事例について，一人で抱え込まないこと，関わることがつらいと感じたら，相談

や助言が受けられる体制を準備しておくことが必要であることを伝える。 
エ 指導案 
１回目（２時間） 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 15分 
・訪問指導の現状，利点・困難な点，訪問指導につ

いて学ぶ必要性を伝える。 
講 義

・参加者が訪問活動の基本を理解しよ

うという動機づけを高める。 

展 開 50分 

・教育・地域保健･児童福祉・医療・民間等現時点

で訪問活動を行っている各領域の特徴や課題を伝

える。 

講 義

・参加者が各領域をイメージしやすい

ようにスライドやビデオなど視聴覚教

材を用いて工夫する。 

展 開 45分 

・訪問活動をめぐる法的根拠や倫理的問題について

理解を深める。 講 義

G W 

・参加者が自身の問題としてとらえら

れるように，具体的事例を提示し，対

応の倫理的側面について討議してもら

うGW（グループワーク）を活用する。

まとめ 10分 ・本回の講義内容の整理。次回の講義の予定 講 義 ・質問の時間を必ずとる。 

 



 
２回目（２時間） 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 ５分 ・前回の復習 講 義  

展 開 50分 

・訪問ガイドラインに沿って，訪問の準備から事後

フォローまでを，プロセスを追って説明する。 
講 義

・説明をする中で，参加者が，自分た

ちが，実際にどのような人を対象にし，

どのような配慮を必要とするのか，具

体的に考えられるようにする。 

展 開 45分 

・実際の訪問場面を設定し，声の掛け方などを行っ

てみる。 

 

ロール

プレイ

 

展 開 10分 
・連携の必要性の高い関係機関についての説明 

 
講 義

・名称や，こうすると連携がとりやす

い，などの具体例を提示する。 

まとめ 10分 ・まとめ 講 義 ・質問の時間を必ずとる。 

 
 
 

--------------------------------------------- ●  東京都精神医学総合研究所精神保健看護研究チーム技術研究員 新村順子  
------------------------------------ ●  東京都精神医学総合研究所精神保健看護チームリーダー主任研究員 田上美千佳  
--------------------------------------- ●  山梨県立精神保健福祉センター所長／山梨県中央児童相談所副所長 近藤直司  

 
 

 



（10）非行等幅広い分野におけるアウトリーチ（訪問支援）の手法 
 
ア 目標 

アウトリーチに携わる援助者として必要な資質能力の基礎を身に付けるため，第２部第４

章第10節で提示された教育，福祉保健分野の訪問活動に関するさまざまな論点，標準的なガ
イドライン等を踏まえつつ，本講義ではその支援形態の特殊性について理解を深め，非行等

を含む幅広い若者への対応を想定した訪問現場での対応について考察を加えることで実践

的な対応方法を習得する。 
イ 内容   
（ア）施設型支援とアウトリーチの違いについて 
（イ）支援過程の各段階における対応方針と留意点について 
（ウ）支援機関への誘導と緊急時の対応について 

ウ 内容の取扱い 
（ア）初期相談の内容とアウトリーチによって明らかになった事実とが異なる事例を検討す

ることから，施設型支援との方法論の違いを明確にし，その特殊性について考察するこ

とからアウトリーチの前提となる考え方について理解できるようにする。 
（イ）各支援段階における対応方針と留意点に基づき，グループ討議を行い，その中で出た

各グループの対応の方法について，アウトリーチ経験の豊富なスーパーバイザーが再検

討を加えることでより実践的な対応方法に近づけられるよう配慮する。 
（ウ）実際に各参加者が現時点で持っている支援ネットワークの情報に検討を加えることで，

連携の方法について理解を深める。また，緊急時の対応について具体的な場面設定を行

い，ロールプレイを用いて，現場での対応から事後処理に至るまでの流れを理解できる

ようにする。 
エ 指導案 
項目 時間 指導内容 方法 指導上の留意点 

導 入 20分 
・具体的事例を通じて違いを認識させる。 

・訪問の前提となる考え方について学ぶ。 
講 義

・違いを理解しやすい事例を扱う。

展 開 50分 

・対応方針と留意点について理解を促す。 

・スーパーバイズによって実際の訪問現場について

のイメージを高める。 

講 義

G W 

・特にアウトリーチ初心者が失敗に陥

りやすい場面を中心に扱う。 

・ＧＷ（グループワーク)を用いる。

展 開 35分 

・具体的な場面設定を行い，参加者が持つ支援ネッ

トワークを確認する。 

・暴力行為等の緊急時の対応から事後処理に至るま

での流れを模擬的に体験させる。 

講 義

ロールプ

レイ 

・ネットワークの重要性について理解

させるだけでなく，実際の行動に結び

つける 

・ロールプレイを用いる。 

まとめ 15分  まとめ 講 義  質問の時間を必ずとる。 

 
--------------------------------- ●  特定非営利活動法人NPOスチューデント・サポート・フェイス代表理事 谷口仁史  
 
 


