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２ ヒアリング調査結果のまとめ 

（１）調査対象 

本調査研究では，前掲の相談・支援機関，有識者等及び相談・支援機関利用経験者

を対象とし，ヒアリング調査を実施した。なお，相談・支援機関からの当該ヒアリン

グ調査は，非行，ひきこもり，就労，不登校，精神保健，障害者等，若者の自立支援

にかかわる各分野の支援を行う機関を幅広く対象とし，原則として，機関の種別ごと

に１機関を選定しており，一部機関を除き，首都圏近郊の機関を対象にしている（各

機関別のヒアリング結果は，表２－４を参照）。 

また，若者の自立支援に関する相談・支援機関の連携に取り組んでいる事例として，

横浜市の取組を総合的に把握するため，横浜市内の相談・支援機関へのヒアリング調

査を別途実施した。横浜市では，こども青少年局が新たに設置され，若者の自立支援

のために NPO法人等との連携や，新たに若者の包括的な自立支援を実施するためのコ

ーディネーターの設置が予定されているものである。 

なお，本報告書で紹介するヒアリング調査の結果は，ヒアリング対象となった相談・

支援機関の現状及び意見を事例的に記したものである11。 

（２）ヒアリング調査結果のまとめ 

ア 相談員について 

（ア）相談員の素養について 

ａ 相談員の専門分野 

・ 少年鑑別所や教育研究所などの機関では，心理分野の専門家が相談業務を  

実施している。 

・ ハローワークやジョブカフェなどの就労支援を主眼とする機関においても，

産業カウンセラー，キャリア・カウンセラー，臨床心理士，社会福祉士等の

資格を保有する人が相談業務を実施している場合がある。 

・ 特定の問題に対応するための相談専門員（医師等）や電話専門の相談員を

非正規で雇用している場合もある。 

ｂ 相談員の経験・職歴 

・ 組織規模が大きく，体系的な育成の仕組みができている相談・支援機関で

は，採用後２年間スーパーバイザーを付けて指導する場合もある。 

・ 採用段階で相談・支援活動の経験者や教職経験者等を求める場合もある。 

・ 就労支援を行う機関の中には，民間企業等で働いた経験があることを重視

する機関もある。 

ｃ 相談員の適性 

・ 心理分野の相談員には，支援対象者の悩みをうまくくみ取ることができる

                             
11 なお，本調査におけるヒアリング調査の結果は，機関の種別に属する各組織の状況を代表するものでは

ない。 
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こと，自然体でいられること，産業や企業の現場を知っていること，根気が

あり，気長に付き合えること，知識や先入観なく若者と付き合えること，「ど

こか抜けている」ような印象で相手にプレッシャーを与えないこと，前向き

であること，細かいことを気にしないこと，などがある。 

・ キャリア分野の相談員であれば，産業や企業の現場を詳しく知っているこ

とに加え，繊細な感情を理解できるなど心理分野にも理解があることが求め

られる。 

（イ）相談員の育成について 

・ 講師による講義，相談員間のケース検討会，スーパーバイザーによる指導な

どがある。 

・ 全国に所在する公的機関の場合には，当該機関の職員が集まって研修を受け

たり，ケース検討会を実施するような場合もある。 

・ 外部の講習会や養成講座に派遣している機関もある。 

・ 知識習得のための講義のほか，カウンセリング技法，相談技法を習得するた

めのロールプレイングや演習を研修内容に盛り込んでいる機関も見られる。 

イ 相談・支援業務について 

（ア）相談・支援の内容 

・ 相談・支援業務は，電話相談でのアドバイス，来所相談でのアドバイス，定

期的なカウンセリング，家族や学校関係者の相談対応，チームによる訪問型の

支援活動，具体的な受入先の調整など，機関により多岐にわたっている。 

・ 支援の体制について，組織内で相談員とその上司が必ず情報交換や意見交換

をするシステムのある機関もあれば，経験の豊富な少人数の支援者で集中的に

各種の支援を実施しているNPO法人等も見られる。 

・ 横浜市の事例では，①社会との関係が希薄な層への自立支援，②不安定な就  

労状態にある層への支援，③低所得層や家庭的なひ護が得にくい若者に対する

自立支援の機会や場の拡充，④発達障害者のための社会経済的な自立支援事業

の展開などの事業を計画している。 

（イ）相談・支援の方法 

・ 相談・支援方法は，電話相談のみ，電話相談及び来所による面接相談，教育

や職業訓練の提供（入所型，通所型），スポーツ活動や交流活動の場の提供など

がある。 

・ 支援の手段が電話相談の場合でも，「相談窓口」としての役割や「話し相手」

としての役割を持つ場合がある。 

・ 来所相談の場合には，支援対象者や保護者に対して継続的なカウンセリング

を実施する場合や，教師等の相談に乗る場合などがある。 

・ 相談員だけでなく，同じ問題を抱える人が周りにいる方が話しやすく，いろ
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いろなことに気付くきっかけにもなるため，同世代の支援対象者が多くいた方

が良いとする回答もある。 

・ 支援対象者がどこに相談に行けばよいのか分からない場合があり，情報が少

ないという課題がある。 

・ インターネットを活用することにより支援対象者の範囲を拡大することにも

つながっている。 

・ 地元の商店街において若者が働くなど，地域のコミュニティに受け入れられ

ながら，若者が自立していくことが有効な支援方法である場合もある。 

（ウ）相談・支援機関の連携状況 

・ 個別の事例を引き継ぐ，合同で会議をする，といったような機関間連携は，

一定の分野では実施されている。 

・ 分野横断的な連携の例は余り見られず，また，公的機関とNPO法人の連携の事

例も余り見られなかった。 

・ 精神保健分野の問題が見られれば医療機関や精神保健福祉センター等へ，就

職先を探したい場合にはハローワーク等へ，と支援対象者を紹介する機関はあ

るが，紹介の方法は，本人に紹介先の情報を提供することが主な手段である。 

・ 担当者レベルでの紹介，紹介先への同行，その後のアフターフォローの実施

等について実施している機関は児童相談所，精神保健福祉センター， NPO法人

（引きこもり支援）など一部にとどまる。 

・ 現状では，NPO法人の場合，NPO法人同士の連携は密に行っているが，公的機

関への紹介は余りなされていない場合がある。NPO法人は公的機関に関する情報

が少なく，公的機関の担当者についての情報も少ないため，紹介先として適切

かどうかの判断ができない場合がある。 

・ 公的機関においても，NPO法人に関する情報が不足している場合がある。また，

公的機関としては，特定の民間団体へ紹介することは権限・責任の関係上，困

難な場合がある。 

・ 若者に対して予防的な相談・支援を実施するためには，教育委員会・教育庁，

地方自治体，学校等との連携が求められる。 

・ 個人情報保護の関係で，相談・支援機関同士で支援対象者に関する情報を共

有できない場合が多い。 

ウ ユースアドバイザーの在り方の検討について 

（ア）ユースアドバイザーの位置付け 

・ 他機関との有機的な連携のため，小規模な地域ブロックの単位での設置が望

ましい。支援対象者のパターンは地域によって異なるので，地域性への配慮が

求められる。 

・ 公的な地位や権限を持ち，公的機関と NPO法人等との連携を促進できる機能
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を持つ位置付けとする必要がある。 

・ ユースアドバイザーの制度化には，既に活発に活動している機関の担当者を

登用することや，活躍している機関を支援することなどを意識した方が良い。 

・ 地方自治体が運営する中核的な相談・支援機関（一次的な窓口機関）に所属

して業務を遂行し，地域事情に詳しい地方自治体によって養成されることが望

ましい。 

（イ）ユースアドバイザーの役割 

  ・ 幼児・児童期は保健師や児童相談所等が支援を継続的に実施するシステムが

あるが，それ以降は支援が途切れるケースが多いため，この時期の支援が特に

求められているとの意見がある。 

・ 困難を抱える若者は１人では立ち直ることが難しく，多くは相談員による継

続的なサポートが必要であり，実効ある支援のためには継続性が重要である。 

・ ユースアドバイザーを各機関に設置し，ユースアドバイザー会議を定期的に

開催して情報交換や連携，コーディネートを進めていくことに意味がある。 

・ 相談の総合的な窓口になることが求められる。 

・ NPO法人とも連携をとれることが求められる。 

・ ケースごとにネットワークを形成し，ネットワークで対応していくことが求

められる。 

・ 対象者の抱える問題に対する専門性を持つ適切な機関へ紹介したり，支援対

象者のステップアップに即して機関間の受渡しをすることが望まれる。 

・ ユースアドバイザーは，地域活性化の視点を持って，若者を地域へ送り出す

役割を持つことが重要である。 

・ 支援者のアセスメント，モチベーション向上，受入先企業の開拓などのほか，

支援対象者と一緒に仕事を探し，その際に心配されることの相談に乗ったり，

履歴書の書き方を指導するなど，具体的なサポートが想定される。 

・ 日本の中規模の地方都市では，地域を単位とした効果的な支援が可能な場合

もあるが，大都市で住居，学校，職場などが多様で，近所のコミュニティの機

能が薄いような場合もあり，国が総合的に支援していくことが求められる。 

・ 相談員は相談・支援過程で大きなストレスを抱えることになるため，相談員

に対するバックアップが必要である。 

・ 相談・支援機関で実際に支援対象者の相談に乗るアドバイザーと，そのアドバイザー

を教育するアドバイザーが必要である。 

（ウ）ユースアドバイザーに求められる素養12 

ａ コーディネーターとしての知識・経験 

                             
12 ユースアドバイザーに求められる素養については，ヒアリングの際，「相談員に求められる素養」として

出ていた意見も参考としている。 
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・ 若者へ適切な相談・支援機関を紹介するための全般的な知識（キャリア系

の知識，心理系の知識，就労支援などに関する全般的な知識） 

・ 臨床心理の知識，経験 

・ 地域の相談・支援機関についての業務内容や相談員に関する情報 

・ 若者の間ではやっているものに関する情報，若者の興味関心に関する知識・

様々な支援ケースに関する知識，経験 

・ 社会人としてのキャリア，勤労経験 

・ 少年法等の法律に関する知識 

ｂ 能力・スキル 

・ いろいろな相談・支援機関の現場を知っており，どの機関にだれを紹介す

ればよいかを判断できる。 

・ アセスメントができ，それぞれの個人の状態に応じた支援計画が作れる人

が求められている。 

・ 調整能力がある。 

・ 若者の感覚が分かる。 

・ 若者の理解できる話題を作ることができる。 

・ 傾聴力がある（話を聞いてもらえたという安心感を与えられる。気長に，

先入観なく若者の話が聞ける。明るい。保護者の方の思いがくめる。）。 

・ 対象者の状態や思いにさりげなく気付ける，さりげなく聞き出すことがで

きる。 

・ 各機関に営業・広報活動や助言ができる。 

ｃ 適性 

・ 人への強い関心がある。 

・ 人間性がある。 

・ 年齢が若い。 

・ 自然体でいられる（いてもいなくても分からないような雰囲気が出せる。）。 

・ 困っている人が心を開いて相談できる雰囲気，笑顔，親しみやすさがある。 

（エ）ユースアドバイザーの養成 

・ 講義や演習のほか，インターンや現場体験プログラムを実施し，様々な機関

を幅広く経験することが良い。 

・ 既にエキスパートである場合は，学会に出席したり，書籍を読んだりして，

知見を広げることが重要である。 

・ ある程度の立場になれば，支援対象者と相談員のマッチングの判断ができる

必要があり，支援対象者を見て，性別，保護者の雰囲気，本人の雰囲気を見て

だれを充てることが適切かを判断することが非常に重要である。 
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表 2 － 4 各機関ヒアリング結果 

 

 

 機関の種別 少年補導センター 児童相談所 児童家庭支援センター ハローワーク ジョブカフェ ヤングジョブスポット 

分野 就学支援・就労支援 児童・家庭支援 児童・家庭支援 就労支援 就労支援 就労支援 相談・支援機

関について 

対象・支援活動 小学生から20歳までの，復学・就労支援が

必要な人とその保護者が対象となっている。 

就学支援と就労支援を実施している。 

子どもの育成やしつけ等について悩んで

いる保護者，病気の子どもを抱える保護者，

友人関係がうまくいかない等の悩みを抱え

ている子どもや，配慮の必要がある生徒を抱

える教師が対象である。 

該当する他機関の紹介等を行っている。 

０歳から18歳までの児童を持つ家庭，乳幼

児の育成及び児童の養護（虐待等）の問題を

持つ家庭に対して，子育て等に関する相談・

支援を実施している。 

ニート・フリーター（「ニート・フリータ

ー相談窓口」が調査対象）を対象として，就

労支援等を実施している。 

就職支援とニート・フリーター支援を実施

している。ニート・フリーター支援では，カ

ウンセリング，研修や紹介等を実施してい

る。 

就職には前向きだが，何をすべきか分から

ない，自分の適性を良く知らない若者を対象

として，就職に関する情報の提供や，スキル

向上のための講習会等を提供している。 

素養 

（専門分野・経

験・職歴・適性） 

価値観に柔軟性がある。 

人間性がある。 

社会経験が豊富で様々な相手に対応でき

る。 

相談経験がある。 

人の話を聞く力がある。 

人に分かりやすく説明する力がある。 

間口の広い知識を持っている。 

社会福祉士，児童福祉司，産業カウンセラ

ー等の資格を保有している。 

育児経験がある。 

相談業務の経験がある。 

キャリア・カウンセラー，産業カウンセ  

ラー，臨床心理士等の資格がある。 

カウンセラー経験がある。 

営業職の経験があり，就職先の会社との交

渉ができる。 

チームワークで仕事ができる。 

民間企業での勤務経験がある。 

相談員の中には，産業カウンセラーや社会

福祉士の資格を保有する者もいる。 

関係機関に積極的に働きかける等，まめに

動くことができる。 

人とお互いに理解しながら話ができる。 

物事を抱え込まず，ほかの人と相談でき

る。 

相手の話を聞く力がある。 

様々な人生経験を積んでいる。 

若者の感覚が分かる。 

企業で就職の窓口等を経験している。 

相談員につ

いて 

育成 相談業務，発達障害，薬物等に関する外部

研修や，外部講師による勉強会を開催してい

る。 

職員や教育関係者を対象とした研修にお

いて，相談技術，相談業務，虐待への対応方

法等を教育している。 

相談員に対する研修を年に４回実施して

おり，内容は，事例研修（ケーススタディ），

情報共有である。 

都道府県で実施する研修（年に３回程度），

児童相談所への派遣（１週間程度），子ども

の虐待防止センターで実施される研修(カウ

ンセリング手法やケース検討に関するも

の），関係機関とのケース検討会を実施して

いる。 

資格取得のための受講費用を一部負担し

ている。 

「職業指導官」になるための研修（２週間）

がある。 

接遇に関する研修，公務員に関する研修，

履歴書・職務経歴書のアドバイスのための研

修，関連施設研修，マナー講習等を実施して

いる。 

外部講師による講義，パーソナルコーチン

グについての個別研修，グループ研修，カウ

ンセリング体験，グループコーチング研修，

ファシリテーション研修等を実施している。 

新人研修，OJT等を実施している。 

相談の受付方法 電話相談，来所による相談が中心である。 24時間365日対応の相談窓口を設けてい

る。基本的に電話での対応を中心としてい

る。 

来所による相談と電話相談を実施してい

る。 

基本は来所による相談となっている。 来所による相談がメインである。電話とイ

ンターネットによって予約を受け付けてい

る。 

来所による相談のみ実施している。 相談業務に

ついて 

相談・支援機関と

の連携状況 

ハローワーク，保護司，学校，行政，福祉

部局，病院との連携が多い。必要に応じ，支

援対象者にかかわる関係者による「ケース会

議」を開催している。 

警察，NPO法人，スクールカウンセラーと

の連携は余りない。 

 

児童相談所，総合教育センター，少年育成

センター，生涯学習センター，いのちの電話，

NPO法人，子育てサークル，こころの健康セ

ンター等と連携をとっている。なお，紹介先

として，ニート，ひきこもり，不登校，いじ

め問題等に係るNPO法人や子育てサークルな

どがある。 

相談者に同行して引継ぎを行ったり，ケー

スに関する合同会議を実施している。連携の

際には，機関が対処すべき問題の責任を押し

付け合わないように留意が必要である。 

児童相談所，福祉事務所，保育所，警察，

保健所，医療機関，学校，児童委員，学校の

養護教諭等と連携をとっている。 

学校との連携においては，子どもの状況を

正しく把握した担当者との連携がとりにく

く，スムーズな支援が困難である。 

アフターフォローも行っているが，来所を

強制することはできない。 

精神的な問題に対応できる組織や障害者

関係の組織（障害者就労支援センター等）と

連携をとっている。 

民間組織との連携はほとんどない。相談者

本人へ情報提供のみしている。 

現状では連携において特に問題はない。 

ハローワーク，若者自立塾，カウンセリン

グセンター，NPO法人，精神保健福祉センタ

ー，病院，学校の就職課等と連携をとってい

る。 

相談者の内容に応じて，紹介先の情報提供

等を実施している。 

専門学校からはインターンシップの協力

を得ている。 

半年に一度くらい，関係機関が顔を合わせ

る場所があると良い。 

ハローワーク，NPO法人と連携をとってい

る。 

地方自治体との連携が必要であると考え

ている。 

公的機関としては特定の民間機関と連携

することが難しい場合もある。今後は，広報

の面で地方自治体と，予防活動の面で学校，

教育委員会・教育庁とも連携していくことが

望ましい。 

 

ユースアドバイザーの検討に 

ついて 

若者は１人では立ち直ることが難しく，支

援が必要である。支援を機能させるためには

継続性が重要である。 

ユースアドバイザーを置く場合には，職業

として確立させなければならない。 

非行行為をした人への対応よりも，非行の

防止に力を入れた方が良い。 

本人のみでなく，悩みを抱える保護者への

支援が重要である。 

相談対象者に費用負担をしてもらうのは

難しい。 

NPO法人等の自立援助施設が提供するサー

ビスはニーズが高いが，定員が限られてい

る，費用が掛かる等の理由によって，すべて

の対象者に対応できていない。児童相談所の

職員がハローワークへ付き添うような場合

もあるが，人員の限界がある。このような課

題に対しユースアドバイザーが役に立つの

ではないか。ユースアドバイザーが若者の就

労支援をしてくれると良い。 

連携のためには，ユースアドバイザー同士

が情報共有をすることが求められる。 

個別のケースに対してどのように支援計

画を立案し，関係機関を巻き込みながら解決

していくか，といったケースマネジメントの

意識を持つことが重要である。 

多様なタイプの人材が必要である。 

支援対象者がステップアップしているこ

とを自覚しながら，「次はこのような機関に

行ってみようか。」という自立までの誘導を

マンツーマンでできるような人が必要であ

る。 

障害者のジョブコーチ（職場適応援助者）

のような役割が必要である。 

地域性に配慮する必要がある。 

就職後のアフターフォローができ，両親に

対するフォローやアドバイスもできると良

い。 

ユースアドバイザーは各機関についてよ

く理解していなければならない。 

ユースアドバイザー同士が常に相談でき

る環境であれば良い。定期的に集まったり，

連絡を取れる体制であれば良い。 

受け入れる側がユースアドバイザーに対

応する仕組みを作る必要がある。 

公務員的な立場で，権限を持たなければ，

自治体等との連携がとりにくいのではない

か。分野を超えた連携や，情報交換ができな

ければ，何のための存在か分からない。小規

模な地域ブロックで行うのが望ましい。 

コーディネート力は実践で身に付くもの

である。 

ユースアドバイザーができても，結局「他

の省庁の管轄だから」ということでお願いも

情報交換も権限行使もできないのであれば，

何のための存在なのかが分からなくなって

しまう可能性もあるので検討が必要であろ

う。 
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 機関の種別 教育委員会 教育相談所 教育機関（学校等） 地方自治体 精神保健福祉センター 病院 

分野 学校・教育 就学支援 障害児支援 就労支援 精神保健 障害者支援 相談・支援機

関について 対象 学校関係の職員が多い。 高校生，高校中退者とその保護者，高校教

師や公立高校への転入・編入を希望する人が

対象。情報提供等の支援を行っている。 

（重度の）障害のある子ども，軽度の障害

がある子どもの就労，高校大学進学，通学，

人間関係等に関する相談者で，０歳から大学

卒業程度までの年齢を対象としている。 

ニートとひきこもりを対象としている。 精神的悩みを抱える人・その保護者 

（電話相談では，特に30代，40代が多い。）

が対象である。カウンセリング等の支援を行

う。電話では「話し相手」としての対応をす

ることもある。 

身体・知的・精神障害者，公的な障害者手

帳を持ち，訓練をして就職を目指す人及びそ

の家族，病院関係者が対象である。個人の特

性を配慮した職業訓練等を実施している。 

素養 

（専門分野・経

験・職歴・適性） 

調整力，分析力，立案力がある。機関・団

体の内容と若者の問題状況に関する知識が

ある。 

各機関へ協力を要請する力がある。 

分野を超えた複合的な能力がある。 

相談者の問題を適切に把握できる。 

相談員は教職経験者及び高校校長職経験

者がほとんどである。 

高等学校に関しての学事，教務，生徒指導，

入学試験等の知識がある。 

親身になって相談に乗ることができる。 

コーディネーターであれば，心理面のサポ

ートのための知識，関係機関に関する知識，

多くの事例に関する知識，事例検討の場が必

要である。 

個別の障害分野についての専門資格（心理

士，医師等）を持っている。 

人間性（カウンセリングの知識よりも人間

性重視）がある。 

傾聴力（障害児に話を聞いてもらえた安心

感を与える。）がある。 

明るい人である。 

保護者の思いがくめる。 

就労支援の場合，就労の経験がある。 

地域の商店街等に密着し，認められている

人材である。 

地域内での若者の活用や地域活性化の視

点を持てる。 

心理分野での専門性がある。 

相談の一時的な窓口であれば，心理的な専

門性は必要ない場合もある。 

ひきこもり等の「現象」の裏にある原因等

の深い部分を見ていける力がある。 

人間性がある。 

相談者を受け止め，信頼関係を築ける。 

特定の問題に対応するために相談専門員

（医師等）や電話専門の相談員を非正規で雇

用している。 

訓練職種ごとの専門性がある。 

障害者に関する分野，教育，心理，福祉等

の専門性がある。 

訓練施設での指導経験がある。 

精神保健分野や就労支援の経験及び経験

から得た知識がある。 

コーディネートのためには各機関に営

業・広報活動や助言ができる。 

相談員につ

いて 

育成 相談員の養成は困難である。 

一般職員については，公務員としての研修

がある。 

電話相談の専門家や大学教員，課内の職員

を講師とする研修で，電話の受け方，電話相

談や教育相談関係についての講義，来所相談

の事例検討，電話相談のロールプレイングを

実施している。 

経験を積んだ相談員が，未経験の相談員の

指導をしている。 

相談員は各分野におけるエキスパートな

ので，学会へ出席したり，書籍を読んだりと

いう自己研さんを進めている。 

ケース検討会議を実施している。 

親や学校の先生から「満足度評価」を受け，

マイナスの評価が出てきた場合には必ず本

人にフィードバックしている。 

生涯学習関連のコーディネーター養成プ

ログラムを応用し，長期の養成プログラムの

開発を予定している。 

職員を対象とした研修会を開催し，勉強会

やケース共有をしている組織の役割分担を

確認する場にもなる。 

情報が必要な場合には，相談員が情報を整

理して収集するようにしている。 

メンタルヘルスや発達障害等のテーマ別

に専門家を招いて研修を実施している。 

講義形式，ケーススタディ，ロールプレイ

ング，指導員による個別指導，通信教育，ホ

ームヘルパー養成講座があり，指導員にも資

格を取得させている。 

相談の受付方法 相談機関ではないので，子どもや保護者か

らの直接的な相談は受けていない。 

電話とメールにて，相談を受け付けてい

る。 

来所による相談を基本としている。 若者を対象とした相談窓口，精神保健分野

の相談窓口，児童に関する相談窓口等を設け

ており，相談業務については各担当部署が対

応している。 

日中は来所による相談が基本である。夜

間・休日は電話による相談も受けている。 

電話，FAX，面談，メールによる相談を受

け付けている。 
相談業務に

ついて 

相談・支援機関と

の連携状況 

大学，教育委員会内各部課，地方自治体の

青少年担当課，NPO法人（校長のOBが設立

した組織等）等と連携をとっている。 

具体的に何をするのかを明確にし，役割分

担を決めることが求められる。 

定期的に共通の課題を把握できる体制を

各機関が持つ必要がある。 

公立の高等学校，教育相談センターと連携

をとっている。 

NPO法人とは連携をとっていない。 

通常の支援業務があり，連携のためには時

間や場所の調整が難しい。日常的なネットワ

ークづくりと情報共有をどのように図って

いくかが大切である。 

自治体の子育て支援関係部署（相談を受け

る。），ハローワーク(情報提供を受ける。）等

と連携をとっている。 

障害児の問題においては，企業，家庭，支

援機関がバラバラ動いているように感じて

いる。 

青少年相談センター，サポートステーショ

ン，各区役所，NPO法人等と連携をとってい

る。 

相談者を一つの機関で抱え込まないよう

にすること，同分野のNPO法人同士の友好的

な連携を保つことが課題である。 

連携先は，市区町村の福祉事務所，医療機

関である。個別ケースの情報共有を実施し，

必要があれば相談者に同行して関連機関へ

の紹介を行っている。本人に事情を説明し，

同意を得てから，紹介先へ本人の情報を事前

に提供する場合もある。NPO法人とも適宜連

携している。 

自組織は精神保健分野を専門的に扱って

いることもあり，他機関の要請もあるため，

今後サポートステーションや教育委員会等

と連携していく予定である。 

ハローワーク，身体障害者のリハビリセン

ター，障害者職業センター，地域の就労支援

機関，生活支援センター，デイケア施設等と

連携をとっている。 

いろいろな支援対象者と接することや，他

機関，他職種の人と接することがより効果的

な障害者支援につながると考える。そういっ

た交流が課題である。 

ユースアドバイザーの検討に

ついて 

既に卒業した人に対して，学校が協力する

のは難しい。在学生の対応で手一杯である。

現状の学校制度においても，卒業生に対する

支援の枠組みはなく，それらの人に対する支

援は必要である。 

ユースアドバイザーの指示と各機関の行

動をつなげるためには，仕組みと権限をうま

く設定しなければ難しい。 

支援対象者がうまく就職先が決まらなか

ったような場合に，適切にアセスメントし，

具体的に支援できる人が求められる。 

相談・支援機関間の相互の連携においては，

それぞれの窓口ができるだけ連絡を密に取

り合い，お互いの情報を共有することが重要

である。 

若者が学校卒業後，最初の就職においてつ

まずいた場合に第一報を入れられるような

窓口があると良い。その組織が調整・適切な

機関への振り分けができれば良い。就職後の

フォローアップも必要である。若者の就労支

援に当たっては，一定期間就職先に同行して

職場に適応させるジョブコーチのような支

援が求められる。 

幼児・児童期は保健師が支援を継続的に実

施するが，思春期にはそのようなものが途切

れてしまうことになる。この点をカバーして

ほしいと思う。 

教育，医学，福祉，就労等多方面にわたっ

てコーディネートができるような素養が必

要である。 

若者は，地域で働いていくことが多く，若

者を地域に送り出すサポートが求められ，サ

ポートする側が地域で尊敬されているよう

な人であり，地域活性化の視点を持っている

ことが求められる。地域でのネットワークが

ある人が子どもたちをいかしていける。 

非社会性と反社会性など分野によって，相

談員に求められる素養も大きく違うため，分

野ごとにユースアドバイザーをおいた方が

良いのではないか。 

NPO法人同士で，ポリシーに違いがある等

の理由で連携がとられにくい場合があり，

NPO法人との連携のための調整を行うことも

地方自治体の役割であると考えられる。さら

に，支援者が集まる場，包括的な協議の場を

作らなければならない。 

ユースアドバイザーのような人材は，民間

機関の活力で人材を確保していくのが良い

のではないか。 

特定の権限を与えるよりも，良い活動をし

ている団体や機関を支援していく方が良い。 

相談者について適宜情報を共有し，アドバ

イスやねぎらいをするスーパーバイザーを

置くなど，相談員をバックアップするシステ

ムが求められる。スーパーバイザーとしての

役割をユースアドバイザーに持たせるのが

良い。 

ユースアドバイザーが，各機関が連携して

支援するためのコーディネートの役割を持

つ必要がある。連携をとるための企画，仕掛

け作り，提言を行う役割が求められる。 

ユースアドバイザー同士の定期的な連絡

会議を開催し，横のつながりを持つことが必

要である。ケーススタディで事例を積み重ね

て情報共有をしていくことが求められる。 

自分の機関のみでなく，他の機関を訪問し

て問題の掘り起こしをしていく必要がある。

各機関の要望を聞いて対応するようなこと

も必要ではないか。 
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 機関の種別 NPO法人（就労支援） NPO法人（不登校児童生徒支援） NPO法人（非行少年等立ち直り支援） NPO法人（ひきこもり支援） 教育研究所 家庭児童相談室 

分野 就労支援・ひきこもり支援 不登校・ひきこもり支援 非行立ち直り支援 不登校・ひきこもり支援 学校・教育 児童・家庭支援 相談・支援機

関について 対象 フリーター，ひきこもり等自立を目指す若者及

びその保護者。若者に対して宿泊型の職業訓練機

会を提供している。 

不登校・ひきこもり状態にある人とその親（小・

中・高・大学生から大人（40代）までの広い範囲）

を対象として，カウンセリング等を実施し，不登

校を脱するまでの継続的な支援を行う。 

主に非行関係の問題を抱える若者とその保護者

が対象である。 

カウンセリング等の支援を行っている。 

経済的自立を目指す若者とその保護者が対象で

ある。様々な体験活動の機会を設定したり，ネッ

トワークを形成することによって，支援対象者が

社会性を身に付けられるよう活動を行っている。 

いじめ・不登校・教師・教育・心理・友人・社

会・健康・暴力・ひきこもり・幼児関係等に関す

る相談を受け付けており，対象者は多岐にわたる

（相談窓口は複数）。相談の内容に応じて，適切

な窓口を紹介している。 

０～２歳の子どもを持つ保護者（育児，発達，

病気等に関する悩みを持つ親）に対して，育児相

談等を実施している。 

素養 

（専門分野・経

験・職歴・適性） 

個人を見立て，最適な場所へつないでいき，調

整しながら，進行させるという複雑な業務なので，

総合力が必要である。 

社会人としてのキャリアがある。 

人に対する強い関心がある。 

人間の多様性を理解できる。 

年齢が比較的若い（30代前後）。 

総合力がある。 

 

いろいろな経験を持っている（支援先が多様で

あるため）。 

心理系の専門性がある。 

困っている人が心を開いて相談できる雰囲気，

笑顔，その人が持っている全体から出てくるもの

を持っている。 

一度会っただけで，この人はいい人だと思える

ような人である。 

子どもとのかかわりの経験がある。 

子どもが好きである。 

知識のための勉強をする意欲がある。 

業務を行うことで金銭対価を求めない。 

物事に正面から向き合える。 

子ども，大人にしっかりしかることができる。 

少年法を始めとする法律，心理学，社会学，子

どもの障害に関する知識等がある。 

専門家としては，心理系又はキャリア系の知

識・経験があり，キャリア・カウンセラー，臨床

心理士，コーチングの専門家等が登録している。 

若者の間ではやっているものへの関心がある。 

対象者との話題が作れる（視点が柔軟である。）。 

現場にてすぐ支援ができることが必要である。 

支援活動の経験がある人が望ましい。 

自分の専門外で対応できない場合，適切な紹介

を行うことができる。 

教員免許，臨床心理士，医師，幼稚園教諭等の

免許を持ち，それぞれの相談員が学校教育，心理，

医療，福祉，育児に関する専門知識を持っている。

特に教育関連の相談の場合は学校教育の現場経験

が求められる。 

職務に関する目的，意欲，問題意識がある。 

社会福祉士，保健師等の資格を保有している。 

学校校長経験者（教育相談員の場合）である。 

心理に関する専門知識がある（学校カウンセラ

ーの場合）。 

相談員につ

いて 

育成 支援体制は，アウトリーチ（家庭訪問）３

名の体制である。ひきこもり対応，一般対応，

生活保護世帯対応，職場開拓対応など複数の

訪問マニュアルを作っている。 

連携機関で実施される外部研修を随時勧めてい

る。 

心理学等の理論，食事，薬害等について，講演，

体験プログラム，ケーススタディー等の形式で実

施している。 

警察，裁判所，大学等での勉強会参加，サポー

トステーションでの派遣研修を実施している。 

 

現状では，月に１度，相談員が集まる会合を開

催している。 

外部の研修を紹介している。 

即戦力を採用しているため，養成は余りしてい

ない。 

保健師・社会福祉職員には，市が独自の育成プ

ログラムを実施（身体障害者福祉，子ども，知的

障害に関すること等の研修）している。 

市区町村職員に対する研修（個人情報保護，接

遇研修，ISO，人権についての講義，事例検討会，

ディスカッション）にも参加している。講師，教

材は自治体職員又は外部講師による。 

相談の受付方法 来所による相談の後，就労までの継続的な支援

を行う。 

若者の個人的な相談に乗り，就労訓練の場を探

し，その橋渡しをしている。 

電話，メール等によっても相談は受けているが，

基本は来所による相談である。 

相談はほとんど理事長が個人で受け付け，24時

間体制で対応している。電話相談，来所による相

談とも受け付けている。 

来所による相談を受け付けている。 電話，FAX，学校からの依頼によって相談を受け

付けている。 

電話，FAX，来所による相談を受け付けている。

また保健師は，地域における母親学級等で育児に

関する相談を受けることもある。 

相談業務に

ついて 

相談・支援機関と 

の連携状況 

児童相談所，民生委員，NPO法人等と連携をとっ

ている。 

保護司，民生委員，ケースワーカー，保健師，

企業等と総合的に協力する必要がある。 

NPO法人等と連携をとっている。 

支援先と支援者が地域をまたぐこともあるので

留意が必要である。 

相談・支援機関相互の連携のため，協議会等を

作って頻繁に会議をしていくことが，特に当初は

必要である。 

個人情報保護の観点から相談・支援機関間の情

報融通ができないため，スムーズな紹介ができて

いないことが課題である。 

警察，児童相談所，教育委員会，サポートステ

ーション，家庭裁判所，厚生労働省，企業等と連

携をとっている。 

相談者のプライバシーを保護するため，NPO法人

との連携はしていない。 

他のNPO法人の相談員個人を紹介したり，ハロー

ワークの担当者を決めてその人に紹介したりする

場合がある。異動が多い機関への引継ぎは難しい。

行政機関の場合，特定の民間団体と連携を持つこ

とが難しいようである。 

プライバシー保護の観点から情報を事前に渡す

ことができず，本人が自分のセンシティブな話を

紹介先で何度も話すような場合がある。紹介先と

の情報共有の仕組みが求められる。 

各種公的機関（学校，教育委員会，警察等），

各種医療機関（センター病院，精神医療センター

等），近隣の大学等と連携をとっている。 

不登校の続いた子どもが期間をおいて高校に通

学する場合，どこに相談したらよいかというよう

な進学の問題が多い。この場合は受入先の高校の

対応が重要になる。 

保育園，幼稚園，学校，病院，児童相談所，地

域団体，教育委員会，NPO法人，虐待連絡会等と連

携をとっている。 

現状では個別対応の業務が多く，本来的な行政

の役割であるコーディネートが十分システム化で

きていない。 

ユースアドバイザーの検討に  

ついて 

５年以上継続して実施することが必要である。 

最終的には地方自治体で引き継ぐ等の措置が必

要である。 

地方自治体の方が複数の施策を統合することが

容易なため，地方自治体を中心に進めるべきであ

る。 

臨床心理士やキャリア・コンサルタントなどの

資格はあっても，現場経験の蓄積がなければ機能

しない。 

ユースアドバイザーは家庭に訪問し，若者に働

きかけを行い，お誘い行動を行う。話合いの段階

で，心身に問題がある場合には適切な場所を紹介

する必要がある。 

支援対象は本人のみでなく，家庭，学校，地域

社会等でなければならない。ユースアドバイザー

としては，友達感覚で話ができる同年齢の人と，

支援対象者の周囲とも話ができる経験豊かな人が

求められる。アドバイザー同士の連携として，報

告会等を実施し，共通の認識を持つことが大切で

ある。 

各機関が把握した問題を吸い上げる中央組織を

設置し，その中の一員としてアドバイザーがいる

ことが望ましい。 

イギリスのCCISのように，コードを入れればど

こでも相談者の情報を見ることができる仕組みが

必要である。いじめの経験などのトラウマ体験を，

機関が変わるたびに説明をするというのは，相談

者本人にとっても負担である。 

現在活躍している人にユースアドバイザーのよ

うな資格を付与するのが良い。 

ユースアドバイザーとして現場で働ける人は実

際にいるか疑問である。 

相談・支援機関で実際に支援対象者の相談に乗

るアドバイザーと，そのアドバイザーを教育する

アドバイザーが必要である。 

問題を抱える若者，その親，関係者等からの相

談を地域レベルで包括的に受け付けるとともに，

関係機関と連携をとり，継続的に若者を支援する

とともに，ユースアドバイザーの育成を図る中核

機関が各都道府県に一つずつあれば良いと思う。 

関係機関に関する知識を持ち，総合窓口になり，

適切なところへ紹介することができる人材が求め

られる。各機関の相談員に関する情報を持ち，ど

このだれに紹介したらよいかを判断できることが

大切である。対象者の違いや本人か保護者かによ

って求められる素養が大きく異なる。 

だれでもなれるようでは困るので，入口のとこ

ろでハードルを設けることは重要である。コーデ

ィネートの機能が果たせる人としては今後の団塊

の世代に期待している。 

ユースアドバイザーになった後の就職先が明確

でなければならない。相談・支援機関に関する知

識と，相談・支援機関での現場経験が必要である。

各分野の機関においてインターンシップを実施す

るのが良い。 

コーディネーターとしては，課題の本質を即座

に見極められる人，いじめに精通した人，子ども

の相談が整理できる人，広く物事を知っている人，

若者にかかわる全機関での活動等を経験したよう

な人が求められる。さらに，制度にどう結び付け

ていくかが重要である。 

コーディネートをするに当たってはよほどの権

限を与えないと，各部門が動かない。調整が入っ

た際に優先させるためには単なる調整役という立

場では力が弱い。 

幅広い視点を持っていること，いろいろな人の

話を聞くことができること，対人関係をきちんと

構築できること，様々な関係機関の情報を持ち，

各機関の状況を把握するために，各機関とこまめ

に調整し，誠意を持って対応し，各機関にネット

ワークを広げていくことができることが求められ

る。 

スーパーバイザーのような役割を担う人がいる

と大変助かる。専門職のスーパーバイザーが，業

務上のマネジメントを行ってくれると良いと思

う。 

ユースアドバイザーの各機関内での役割や動き

方が明確である必要がある。 
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 機関の種別 少年鑑別所 法務局・地方法務局 人材派遣会社 

分野 非行立ち直り支援 人権 就労支援 相談・支援機

関について 対象 非行関係の問題がある未成年者のほか，そ

の保護者，学校の教諭などの関係者が主な対

象である。相談や心理検査等の依頼に応じて

いる。 

家庭内暴力，学校での体罰，「いじめ」等の

問題を抱えている人，配偶者から暴力を受け

ている人，障害を理由に差別を受けた人など，

人権問題について悩みを抱えている人から

様々な相談を受け付けている。相談内容に応

じ，人権侵害による被害者の申告を受けて，

人権侵犯事件として調査を開始し，適切な措

置を講じている。 

15歳から34歳までのフリーターで，就労し

たいという意欲はあるがうまくいかない人に

対して，数か月にわたる職業訓練や研修等を

通して就労支援を行っている。 

素養 

（専門分野・経

験・職歴・適性） 

大学や大学院等で心理学等を学んだ臨床心

理学等の専門家が相談に応じており，臨床心

理士の資格を有している者もいる。また，コ

ミュニケーション能力，傾聴し，きちんと言

葉を返す力が必要である。 

様々な支援ケースに関する知識・経験を有

し，問題点等を正しく把握できることが重要

である。 

人権擁護に関する理解がある。 

法務局では法務大臣からの委嘱を受けたボ

ランティア職（人権擁護委員）が相談を行う。

職業は農業従事者，宗教関係者，会社役員，

教育関係者，弁護士等様々である。 

活発で意欲のある人が望ましい。 

マネージャークラスの勤務を経験し，将来

を見越したカウンセリングができる，若手で

接しやすさがある（２人で対応することを想

定）。 

社会性がある。 

気長に話が聞ける。 

カウンセリングの技能がある。 

ビジネス経験・失職や転職時に悩んだ経験

があり，若者の悩みを理解できる。 

相談員につ

いて 

育成 定期的なケース検討会を少年鑑別所内で実

施している。近隣の少年鑑別所が実施するケ

ース検討会や研修等に参加する場合もある。 

若手職員に対しては，スーパーバイザーを

付けて指導しているほか，勤務年数等に応じ

て，心理系の専門研修を実施している。 

ベテランの相談員や外部講師による研修を

実施している（人権全般についての新人研修，

人権に関する講義と演習問題の研修，人権相

談技法，啓発技法，男女共同参画社会に関す

る知識・技能の研修）。 

再就職支援に申し込む人材は，ビジネス経

験があり，また失職や転職時に悩んだ経験も

あるため，再就職支援を申し込んできた人の

中から，素養のある人材を引き抜いて採用し

ている。その後，産業カウンセラー等の資格

を取ってもらい，理論やテクニックは必要に

応じて使えるようにしている。 

各分野の専門研修に同席して学ぶ。自分で

複数分野の研修が行えるようにする。 

相談の受付方法 電話相談，来所による相談を受け付けてお

り，本人のみでなく，保護者との面談や他機

関の相談員を交えた面談を行う場合もある。

現場の管理者が支援対象者と相談員の組み合

わせを行う。鑑別所内の会議やケース検討会

等において，相談員と管理者の情報共有が行

われている。 

面談，電話，メールによる相談を受け付け

ている。 

来所による相談が基本である。 相談業務に

ついて 

相談・支援機関と

の連携状況 

児童相談所，教育相談所（非行関係であっ

たり，年齢が上である場合に紹介を受ける。）

等と連携をとっている。 

NPO法人への紹介実績はない。 

地方自治体の関係部門，児童相談所，教育

委員会，人権擁護委員連合会，子どもの人権

専門委員会等と連携しているほか，都道府県

単位又は市町村単位で「人権啓発ネットワー

ク協議会」を組織するなどして，関係機関等

との連携を図っている。連携に当たっては相

談内容の秘密を厳守している。 

なお，これら関係機関の連携を通じて，人

権擁護委員制度の周知も図っている。 

現状では特になし 

ユースアドバイザーの検討に 

ついて 

通常の業務の中で調整を実施しているよう

なところの人がふさわしいのではないか。コ

ーディネーターは本人以外にも，保護者，学

校，地域などを幅広く見ていく必要がある。

例えば，保護観察官，ケースワーカー，家庭

裁判所調査官等が挙げられる。 

ある程度の立場になれば，支援対象者と相

談員のマッチングの判断ができる必要がある

（支援対象者を見て，性別，保護者の雰囲気，

本人の雰囲気を見てだれを充てることが適切

かを判断すること。）。 

各事例において，各機関が得意分野をいか

すことのできるようなネットワークを組んで

支援していくことが求められる。 

育成のためには，カウンセリング技法やケ

ース研究が必要である。それぞれの支援機関

が主催しているものに参加して情報共有をす

ることが求められる。 

連携に当たっての成功例・失敗例の分析が

必要である。 

個人情報を扱うリスク管理について十分な

配慮が必要である。 

既存のキャリア・アドバイザーは，対象者

のこれまでのキャリアを整理して職業とマッ

チングを行うが，キャリアがない若者への対

応には必ずしもたけていない。そもそもキャ

リア開発が必要な若者に対しては，就労まで

のステップを描かなければならず，そういっ

た支援がユースアドバイザーに求められる。 

ユースアドバイザーを資格として想定する

場合，資格保有者の働き口があるかどうか，

キャリアパスや収入があるかどうかが課題と

なる。ユースアドバイザーは，中央組織で養

成プログラムを組んで養成するのが効率的で

ある。 
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（３）有識者等ヒアリング調査結果のまとめ 

ニート，ひきこもり，不登校等若者の社会的自立に係る有識者等に対し，我が国に

おける支援の現状と，ユースアドバイザーの在り方に関する意見についてヒアリング調

査を実施した。 

ヒアリングを実施した有識者等は以下の４名である（敬称略）。 

・ 宮本 みち子（放送大学教養学部教授） 

（本調査研究に係る検討会座長） 

・ 研究者（専門分野：精神神経科学） 

・ 研究者（専門分野：家族社会学，感情社会学，ジェンダー論） 

・ 実務経験者（ひきこもり・不登校の相談，講演，執筆活動等） 

ア 宮本 みち子（放送大学教養学部教授） 

（ア）支援の現状について 

現状の相談活動，支援活動においては，支援対象者を適切に相談・支援機関に

紹介できる人材が求められている。最近の状況を見ると，若者の社会的自立に係

る包括的な支援は，サポートステーション等において，先行的に進められている

と考える。 

日本では，支援は家族が主体となるという考え方が強い傾向にあり，包括的支

援の概念は比較的新しいものである。地域のコミュニティがかつて行ってきたこ

との代わりとなるような支援の仕組みをどう作っていくかが課題である。 

NPO法人や若者自立塾等では，交流会を開催している事例があるなどNPO法人が

多い地域では，比較的連携が進んでいるところもあるが，特に地方の場合には，

連携が不十分なところもある。 

（イ）ユースアドバイザーに関する検討の進め方 

アンケート調査では，研修制度，採用制度・基準・資格など，相談員のバック

グラウンドなどを組織に聞くことが有益である。 

熱心な自治体のケーススタディとして，横浜市を採り上げてはどうか。横浜市

は独自の予算で取り組んでおり，ニートを対象とした調査を実施する等，担当者

も熱心に進めている。また，実態に沿った情報を得るため，サポートステーショ

ンやNPO法人等へヒアリング調査を実施するのが良いのではないか。 

（ウ）ユースアドバイザーについて 

ユースアドバイザーの研修・養成プログラムの検討に当たっては，キャリア・

コンサルタントやキャリア・カウンセラーの養成プログラム等，既に研修のノウ

ハウがある分野のものが参考になるのではないか。 

また，他機関への紹介のノウハウについては，そのような仕組みが比較的発達

している児童分野や精神保健分野のものを参考にするとよい。 

イ 研究者（専門分野：精神神経科学） 
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（ア）支援の現状について 

精神保健やひきこもりの分野においては，特に高等教育以降の年代の若者を対

象とした相談・支援機関が少なく，支援が手薄になっている。また，ニートは従

来の精神保健分野の支援対象の範囲に合致するかが不明で，グレーゾーンの場合

が多く，支援が難しくなっている。 

NPO法人は資金不足の機関が多く，法的枠組みによる費用負担などの保護が受け

られない場合もあり，効果的な紹介の機能が持ちにくい場合がある。 

（イ）ユースアドバイザーについて 

ａ ユースアドバイザーの位置付け 

ユースアドバイザーを自立支援の中核となる機関に置く場合には，行政の規

模は市区町村のレベルが適切であろうが，就職先の企業を確保する視点からは，

地域によっては，近辺の企業や職種に限りがあるため，場合によってはその枠

を越える必要がある。 

ｂ ユースアドバイザーの役割 

ケースマネージャー（ケースワーカー），精神科医，エンプロイメント・スペ

シャリスト（以下「ES」という。）で，ケース別にチームを組んで対応している

プロジェクトでは，ESの役割が特に必要とされていることから，ユースアドバ

イザーは，就労支援を専門とするのが良いのではないか。 

ESは，支援対象者のニーズアセスメントを行い，講座を実施するなどしてモ

チベーションを高め，受入先企業を開拓する。役割としては，支援者のアセス

メント，モチベーション向上，受入先企業の開拓などがある。支援対象者と一

緒に仕事を探し，その際に心配されることの相談に乗ったり，履歴書の書き方

を指導するなど，具体的なサポートが想定される。 

特に，就労先を探す機能を有していることが重要であり，その上で，支援対

象者を労働力として企業へ紹介できる人材が求められる。なお，支援対象者に

よっては，まずは就労してみて，就労中のサポートを継続的に行うという考え

方が必要になる場合がある。 

また，支援対象者の就職がうまく決まらないというときに，具体的な相談が

できる人がいれば良いのではないか。例えば，支援対象者に発達障害13がある場

合，対応する人は発達障害に関する知識を有し，就職がうまくいかない理由・

原因を突き止めるための専門知識を持って連携先の機関につなぐことが必要で

ある。ハローワークとの連携の例でいうと，現在障害を持つ人向けの支援制度

で，「ジョブコーチ」という制度がある。この制度は支援対象者の就職先にジョ

ブコーチが同行し，一定期間は一緒に付いて職場に適応させるという内容のも

のである。若者の支援については，ジョブコーチ制度のような支援が求められ

                             
13 発達障害者支援法（平成16年12月法律第167号）に定めるところの「発達障害」を想定している。 
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るのではないかと考える。 

チームで訪問型の支援をしており，チーム内にスーパーバイザーとしての役

割を持つESと，就職支援を行うESがいる。スーパーバイザーは，活動するES

が，自分の「就労支援」という活動の位置付けが分からなくなった場合のサポ

ーターとして存在する部分が大きい。 

ｃ ユースアドバイザーに求められる素養と育成について 

上記ESのような就労支援担当の相談員としての役割を果たすためには，企業

の人事担当とのネットワークを持ち，人材を適切に紹介できる能力が求められ

る。経験面では，企業での勤務経験があることが望ましく，ひきこもり分野で

の支援経験はなくても，新鮮な視点で支援対象者をとらえ，支援できる方が良

い場合もある。 

また，短期間・短時間の労働でも良いと考える前向きな姿勢を持っているこ

と，対象者の興味や力量を把握し本人の可能性を示せること，職業適性を見極

め，判断できること，支援対象者が言葉で表現することをその背景まで把握し，

本当に求めている仕事は何かを判断できること，コミュニケーションができる

こと，などが求められる。 

育成については，障害の分野ではジョブコーチのトレーニングプログラムが

あり，参考になると考えられる。 

ウ 研究者（専門分野：家族社会学，感情社会学，ジェンダー論） 

（ア）支援の現状について 

ひきこもりの原因は，家族・親子関係，学校等における対人関係，先天的な要

素（非常に繊細な性格など），社会状況（若者を育てる社会的風潮・風土の不足）

など様々である。支援対象者の心の健康に問題がある場合，必ずしも病院で治療

すれば自立できる者ばかりではなく，コミュニケーションを学んでいけるような

支援が重要である。 

ひきこもりの問題を抱える若者が社会的に自立するためには，長期間の支援を

要する場合も少なくないため，長期的な視点で取り組む必要がある。また，支援

の方法は，支援対象者の抱える問題や自立へ向けてどの段階にあるかなどによっ

て異なり，対応する相談員に求められる素養も異なる。 

連携における課題については，NPO法人等の相談・支援機関は，自機関単独で支

援対象者に対応しようとする傾向がある面も見受けられ，ミスマッチが起きる場

合もある。 

（イ）ユースアドバイザーについて 

ａ ユースアドバイザーの役割 

ユースアドバイザーは，上記のような，NPO法人同士が支援対象者を互いに紹

介しにくいという問題について，適切な受渡しや振り分けをコーディネートで
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きる人材である必要がある。 

ｂ 相談員やユースアドバイザーに求められる素養，研修・養成プログラムにつ

いて 

心理分野の相談員には，支援対象者の悩みをうまくくみ取ることができるこ

と，対象者に対して自然体でいられること，産業や企業の現場を知っているこ

と，根気があり，気長に付き合えること，知識や先入観なく若者と付き合える

こと，相手に必要以上のプレッシャーを与えないこと，前向きであること，細

かいことを気にしないこと，などが求められる。 

キャリア分野の相談員であれば，産業や企業の現場を詳しく知っていること

に加え，支援対象者の繊細な感情を理解できるなど心理分野にも理解があるこ

とが求められる。 

エ 実務経験者（ひきこもり・不登校の相談，講演，執筆活動等） 

（ア）支援の現状について 

ニートと呼ばれる若者の問題については，意欲を持って社会に出ても，支援対

象者によっては単純労働に意欲を持ち続けにくい場合もある。そのため，意欲を

持てるような仕事に就くことが必要である。 

なお，日本におけるニートは，学歴や職歴，その雇用形態など，背景が多様で

あり，ある一定の層に焦点を当てることが難しい。 

（イ）ユースアドバイザーについて 

困難を抱える人に対しては，その人を包括的に支援していける人が必要である。

NPO法人の中には，包括的な支援を実践している機関もあり，そのような機関を支

援していくことが求められる。 

日本の中規模の地方都市では，効果的な支援が可能な場合もあるが，大都市な

ど，住居，学校，職場などが多様で，近所のコミュニティの機能が薄いような場

合は，国が総合的に支援していくことが求められる。 

（４）相談・支援機関利用経験者ヒアリング調査結果のまとめ 

若者の社会的自立にかかわる相談・支援機関の利用経験者に実施したヒアリング調

査では，相談・支援機関の在り方や相談員に求められる素養について以下のような意

見があった。 

ア 相談・支援機関利用経験者の背景 

ヒアリング対象者14は，企業勤務時に生じた対人コミュニケーション面での問題や

上司との関係における悩みから家にひきこもった経験を持つ。一定期間を経て，テ

レビ番組で情報を得た母親から相談・支援機関を紹介された。１年間通う中で農業

体験等様々な職業訓練を受け，職業や対人関係に関する自信を取り戻し現在はIT関

連企業に正社員として就職している。 

                             
14 ヒアリングの対象者は1名である。 
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イ 相談・支援機関の課題について 

（ア）支援内容について 

・ 最初から周囲の者と話すことを目的とするのではなく，掃除等の取り組みや

すい活動を通して，掃除の仕方を聞く等多く話さなくてもよいが，話さなけれ

ばならない局面もあるというところから始めると良いのではないか。 

・ 相談員だけでなく，同世代の対象者が多くいた方が良い。同じ問題を抱える

人が周りにいる方が話しやすく，いろいろなことに気付くきっかけにもなる。 

・ いろいろな経験ができる方が良い。就職活動の場面において，履歴書に何も

書くことがない，面接で何も話すことがないなどの理由により，自信がなく，

面接を通らないケースがほとんどである。いろいろな経験をすることで自信を

持って自己の経験を語ることができる。 

（イ）運営方法について 

・ 活動については，最初は１人（相談員とペア）又は少人数から始めた方が良

い。 

・ 決まった曜日・時間で運営してもらいたい。毎日でない方が良い。また，同

じ曜日・時間であれば，来る人達も同じであるため，今日は違う人がいるので

はないかと不安にならなくてすむ。 

・ 「合宿型」もあるが，「通所型」がもっと増えた方がいい。合宿型は入所への

心理的ハードルが高い。 

・ 相談・支援機関に関する広報が足りない。困っている若者は多いと思うが，

どこに行けばいいのかが分からない。情報が少ないという課題がある。相談・

支援機関について知れば，行きたいと思う若者は多いはずである。 

・ 若者から能動的に相談・支援機関について調べたりすることはないため，調

べなくても自然に情報が耳に入ってくる状態でないといけない。 

（ウ）紹介について 

・ 関係機関へ紹介する際には，基本的に相談員が引率すべきである。支援対象

者に対して「行ってきて。」と言うだけでは恐くて行けない。NPO法人（ひきこ

もり支援）から就労支援機関を紹介された際に，紹介先の機関の内容の説明が

十分でなく，どのような人が対応してくれるのかも分からないまま出向くこと

になり，結局うまく自分の状況を説明できず再度ひきこもることになったとい

う事例を聞いたことがある。 

・ 他機関へ紹介する際には，相談員が事前に紹介先機関に対して，支援対象者

がどのような人物で，どのような経験があり，今どのような状態であるのかと

いうことをきちんと説明し，状況に合わせた支援内容を調整してほしい。 

イ 相談・支援機関の課題を踏まえたユースアドバイザーに求められる機能について 

（ア）ユースアドバイザーの必要性・機能について 
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・ 若者の悩みや問題点を深く把握して，適切な支援や相談・支援機関の説明・

紹介ができる人が本当に必要である。問題を抱える若者は多い中，支援できる

人が今は少ないのではないか。 

・ 若者の抱える問題点を理解するための幅広い知識・経験を持ち，若者の持つ

問題点や悩みに沿った形で適切な支援や相談・支援機関の説明・紹介をしてく

れることが重要ではないか。 

・ それぞれの個人の状態に応じた支援計画を作ることのできる人が求められて

いる。状態に応じて必要な支援を積み上げていける人が望ましい。 

（イ）ユースアドバイザーに求められる素養について 

    ａ 知識・経験 

・ 若者の興味関心に関する知識 

・ 幅広い経験 

    ｂ 能力・スキル 

・ 対象者の状態や思いにさりげなく気付くことができる，さりげなく聞き出

すことができる。 

・ 専門性（心理分野の専門性，コーディネーターとしての専門性等）がある。 

・ 他の相談・支援機関について詳しく，他機関と連携する際には引率し，適

切に引き継ぐことができる。 

    ｃ 適性 

・ 年齢が若い方が望ましい。 

・ 一生懸命学ぼうとする姿勢（対象者の状態を見て，自分に必要な知識やス

キルに気付き，自ら学べる人）がある。 

     一方で，相談員に向かない人としては，以下のような意見があった。 

・ 相談員が若過ぎると不安である。大学等を卒業してすぐ相談員になったよう

な場合では，信頼しにくいと感じることもある。 

・ 何でもできるような人は気後れしてしまうこともある。 

（５）横浜市の事例 

ア 横浜市における若年無業者の現状 

横浜市において，15～34歳の若年者数に占める無業者の割合は，平成２年には

4.1％であったのが，平成17年では8.1％とほぼ倍増している。 
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図 2 － 43 横浜市における15～34歳の若年者数に占める若年無業者の割合 
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イ 若者支援政策の目的と対象 

横浜市では，若年無業者や社会的ひきこもりなど社会経済的に自立が困難な若者

を支援するための包括的な政策体系を構築しており，政策の目的を実現するために，

若者の社会的自立にかかわる相談・支援機関相互の連携を図り，またキャリアコー

ディネーターを養成する計画を進めている（実際の養成は平成20年度以降）。 

横浜市では，若年無業者の定義を，「学校に通学せず，独身で，収入を伴う仕事を

していない 15～34歳の個人」とし，「求職型」無業者（現在無職ではあるが，求職

活動を行っている層。社会統計上のいわゆる失業者），不安定な就労状態にある層（派

遣・パート労働者，フリーター）も含めて，政策のターゲットとしている。 

ウ 施策の視点と方向性 

横浜市では，若者支援について，次のような方向性での事業を計画している。 

（ア）若者一人一人の多様な自立へのプロセスに柔軟に対応する。 

ａ 社会との関係が希薄な層への自立支援：ひきこもり状態にある若年者への相

談や社会参加の場や機会の拡大 

ｂ 不安定な就労状態にある層への支援：受入先となる企業の開拓や就職に向け

たジョブトレーニング，就労後のカウンセリングなど持続可能な就労の場や機

会の拡充 

ｃ 低所得層や家庭的なひ護が得にくい若者に対する自立支援の機会や場の拡充 

ｄ 発達障害者のための社会経済的な自立支援事業の展開 

（イ）各々の立場や領域を越え，社会全体で若者の自立を支援する。 

ａ 多様な主体の連携・協働による自立支援のためのネットワーク形成 

ｂ 地域における自立のための支援・ネットワークの拠点作り 

（ウ）子どもの時から社会や仕事に触れて，自らキャリアを描き出す。 
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ａ 不登校の児童・生徒への相談活動や居場所作りの拡充 

ｂ 市内の全児童・生徒を対象とした社会参加や職業体験のプログラムの展開 

エ 対面による支援とITを活用した支援の２方向での支援 

横浜市では，相談・支援機関に来所した上での対面による支援と，ITを活用した

インターネット上での支援の二つの方向性での支援を検討している。対面による支

援では，相談・支援機関において相談員が個別に支援を行うことになる。ITを活用

したインターネット上での支援においては，対面での相談には抵抗のある対象者に

対して，インターネット上での相談を可能としたものである。横浜市は，人口 100

万人を超える政令指定都市であり，若年無業者数も５万人を超えている現状におい

て，インターネットを活用することにより支援対象者の範囲を拡大することにもつ

ながっている。 

オ 若者の自立を包括的に支援する「ユース・トライアングル」の形成 

（ア）ユース・トライアングルの概要 

「よこはま若者サポートステーション」と「青少年相談センター」のそれぞれ

の機能拡充を図るとともに，その両者の支所的機能を持つ若者の自立支援のため

の総合相談窓口として市内４か所に市民に身近な総合相談窓口として「地域ユー

スプラザ」を設置する。この３者が相互に「ユース・トライアングル」として連

動することで，若者の多様な社会的状態やニーズに柔軟に対応できる包括的な自

立支援のシステムを形成する。 

地域ユースプラザが一次的な総合相談窓口として位置付けられている。地域ユ

ースプラザにおいて，支援対象者の状況を把握・判断し，適切な相談・支援機関

に紹介されることになる。地域ユースプラザと特に深く連携する主体が青少年相

談センターとよこはま若者サポートステーションである。青少年相談センターは，

支援対象者の多くを占めるひきこもりの若者に対する支援を行う。よこはま若者

サポートステーションは，ひきこもり状態から脱却しつつある支援対象者に対し

て，就労支援につなげるための支援を行う（ひきこもり状態から脱却してすぐに

就労支援へと進むことは困難であるため）。 
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図 2 － 44 若者自立支援のためのユース・トライアングル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）横浜市の役割 

横浜市は，関係する相談・支援機関を集めて協議会（青少年自立支援協議会：

仮称）を作るなど，ネットワーク形成の役割を果たしている。地方自治体が NPO

法人の目利きをし，公的機関や NPO法人同士の連携を導くことが重要であると考

えている。NPO法人がNPO法人の調整役を担う事は困難であるため，包括的な協議

の場を作ること，そのマネジメントをするのが行政の仕事である。 

（ウ）キャリアコーディネーターの位置付け 

キャリアコーディネーターには二つの機能がある。一つはユースプラザにおい

て，一次的な総合相談を行う機能である。もう一つは，e-若者サポートステーシ

ョン（次のカで詳述）において，インターネット上で Eラーニングやキャリアに

関する相談対応などの支援を行う機能である。 

カ e-若者サポートステーションの形成 

若者の自立を支援する総合ポータルサイト「e-若者サポートステーション」（仮称）

を核にして，キャリアコーディネーターや市内中小企業，大学・専門学校，行政等

による自立支援のための取組をインターネット上で結び付け，ITを活用した様々な

自立支援のためのメニューを提供する。 

キ 地域貢献型自立支援事業の展開 

横浜市では，商店街や農地，学校，社会福祉施設などそれぞれの地域の特色ある

既存の社会資源を活用し，青少年の社会体験や職業教育の場を形作るとともに，そ

地域ユースプラザ（市内4か所設置）

目的：青少年相談センターや若者サポートステーション
のブランチ的機能を有し，思春期・青少年問題
の一次的な総合相談・青少年の居場所を運営
するなど，地域に密着した活動を行う。

対象： 15～35歳未満の，自立支援が必要な若年者と
家族

機能：一次的な総合相談（電話相談，来所相談等），
ひきこもり回復期にある青少年の居場所の運営，
社会体験・就労体験のプログラムの実施，地域
の関係支援機関との連携及び地域ネットワーク
の構築

よこはま若者サポートステーション

目的：青少年の職業的自立支援を基本に置き，学齢期
からの一貫した取組を関係機関と連携して行う。

対象：主に15～35歳未満の若年無業者及びその家族
機能：他の支援機関との連携とネットワーク，就労に関

する個別相談（社会的自立相談含む），自立支
援プログラムの作成・体験事業の実施，学齢期か
らの就業意識の醸成，若年無業者への理解を深
めるための普及啓発

青少年相談センター

目的：青少年の総合的な相談及び自立支援を行う。
対象：15から20歳代の青少年（自立支援が必要な青少

年）と家族
機能：総合相談及び支援活動（訪問・グループなど），

関係機関への支援（コーディネート機能），処遇
困難ケースへの対応（地域活動支援），市民啓
発・人材育成（NPO・区・関係団体職員等），総合
的な地域ネットワークの確立，社会的ニーズに即
した先駆的事業の実施，社会的就労体験事業
の実施

キャリアコーディネータ
地域ユースプラザの総合相談について
ある程度のノウハウを持ち，幅広く青少
年問題全般を扱う専門家として育成す
る予定

青少年自立支援協議会
（仮称）

児童相談所

精神保健
福祉センター

福祉事務所
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