
 

第４章  本事業の実施内容・成果と課題 

 
４－１．事業実施内容 
１．中央企画委員会 

（１） 概要 

 中央企画委員会は計３回開催された。実施内容は以下の通りである。 
 

図表 90 委員会開催概要 

委員会 検討内容 

第１回 

（平成 21 年７月 15 日） 

これまでの取組状況と本年度の事業説明 

昨年度の事業報告 

各地域における達成したい状態・抱える課題 

昨年度の事業成果を踏まえた今年度の展望について（宮本座長による

講演） 

第２回 

（平成 21 年 11 月 5 日） 

子ども・若者育成支援推進法について 

子ども・若者地域支援協議会設置に関する考え方について（モデル事業

実施地域からの発表） 

第３回 

（平成 22 年 3 月 11 日） 

中央企画委員による講演 

 
（２） 委員名簿 

【中央企画委員会学識経験者】（◎は座長） 
委   員  ◎宮本 みち子（放送大学教養学部教授） 

梶野 光信 （東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課計画担当係長） 
        工藤  啓 （特定非営利活動法人「育て上げ」ネット理事長） 
       齊藤 万比古（国立国際医療センター国府台病院第二病棟部長） 

長須 正明 （東京聖栄大学健康栄養学部（管理栄養学科）准教授） 
 

２．地方企画委員会・ユースアドバイザー定例会議・ユースアドバイザー養成講習会 

 本事業実施地域においては、それぞれ「地方企画委員会」「ユースアドバイザー定例会議」

「ユースアドバイザー養成講習会」を実施した。 
 

図表 91 各地域における実施項目 

会議 実施時期 議題・テーマ 参加者 

地 方 企 画

委員会 

平成 21 年７月～平

成 22 年３月 

各地域にて実施 

本事業の進め方 

課題整理 

地域の支援体制の整理等 

地方企画委員会有識者 

公的機関・民間団体の関係

機関の長、定例会議の参

加者 



 

ユースアド

バ イ ザ ー

定例会議 

平成 21 年７月～平

成 22 年３月 

各地域にて実施 

参加機関の事業内容の紹介 

意見交換会 

ケース検討（モデルケース、過去の

ケース、一部現在のケース） 

教育・福祉・就労・医療・警

察等の公的・民間の関係機

関 

ユースアド

バ イ ザ ー

養 成 講 習

会 

平成 21 年７月～平

成 22 年３月 

各地域にて実施 

制度概要、教育、福祉、就労、医療

等の領域における若者支援に関す

る問題をテーマにした講義 

ケース検討、アセスメント（査定）、イ

ンテーク（初対面の面接）、支援計画

作成、SST（ソーシャル・スキルズ・トレ

ーニング）、アウトリーチ（訪問支援）

をテーマにした実習 

講師：各地域を中心に全国の大学研

究者、実務家、行政機関の職員等 

教育・福祉・就労・医療・警

察等の公的・民間の関係機

関 

 
３．コーディネーター養成研修 

 各実施地域の中核機関において、調整事務を担当する相談員を養成するためのコーディネ

ーター養成研修を実施した。 
（１） 出席者 

 本事業実施 15地域から各２名ずつの相談員が出席。 
（２） 研修内容 

 研修においては、以下の内容に関する講義及び演習を実施した。 
ア．講義 

若者の実態及び支援の重要性、ユースアドバイザー役割、関連機関の連携及びその方向性

について。 

イ．事例紹介 

先進地域の取組の紹介。 

ウ．演習 

モデル事業実施 15地域がそれぞれ事業実施計画を作成し、地域同士の意見交換、講師に
よる助言を実施。 



 

図表 92 コーディネーター研修スケジュール・研修内容 

日程 時間 研修項目 内容 講師 備考

12:30 集合 － － －

13:00 挨拶 挨拶
西沢 立志氏
（内閣府青少年支援担当参事
官）

－

13:05～13:30 オリエンテーション
・グループでの自己紹介
・合宿の狙い、スケジュールのご説
明

NRI －

15:00～15:10 休憩 － － －

16:15～16:25 休憩 － － －

17:15 会場撤収 － － －

8:55 集合 － － －

10:20～10:30 休憩 － － －

12:00～13:00 休憩 － － －

13:00～14:00 講義③
「行政機関とNPOとのネットワーク
化・総合調整及びNPOにおける若
者支援のあり方」

工藤　啓氏
（特定非営利活動法人「育て上
げ」ネット理事長）

50分講義、10分質疑

14:00～15:00 講義④
「地域での若者支援施策における
行政機関連携・施策及び支援員養
成の在り方」

長須　正明氏
（東京聖栄大学健康栄養学部
（管理栄養学科）准教授）

45分講義、15分質疑

15:00～15:10 休憩 － － －

15:10～16:45 実習①
「事業計画に関するワークショップ」
（事業計画の発表、意見交換）

NRIがファシリテーター
宮本委員、工藤委員、梶野委
員、長須委員による助言

－

16:45～17:00 懇親会のご案内 －

17:15 会場撤収 － － －

18:00～ 懇親会 － － －

8:55 集合 － － －

10:00～11:30 実習②
「事業計画の発表」及び委員による
助言

助言委員：齊藤　万比古氏
（国立国際医療センター国府台
病院第二病棟部長）

4地域発表

11:30～11:45 総括 総括コメント
塩島　かおり氏
（内閣府青少年支援担当調査
官）

－

12:00 会場撤収 － － －

「地域における若者支援のあり方」
齊藤　万比古氏
（国立国際医療センター国府台
病院第二病棟部長）

関口昌幸　係長
(横浜市こども青少年局青少年
育成課)

40分プレゼン、5分質
疑

「北九州市の取組紹介」

45分プレゼン、15分質
疑

「那覇市の取組紹介」
講師：大川　実氏
（那覇市教育委員会総合青少
年課指導主事）

研
修
　
第
3
日
目

研
修
　
1
日
目

長谷川　隆則氏
（北九州市子ども総合センター
教育相談係長）

・内閣府の若者支援施策について
・「子ども・若者育成支援推進法」の
概要

内閣府

「横浜市の取組紹介」

9:00～10:00

9:00～10:20
昨年度実施地域
のプレゼンテーショ
ン②

講義⑤

1時間講義、30分質疑

15:10～16:15 講義②

13:30～15：00 講義①
「自立に困難を抱える若者の実態と
地域における関連機関連携の重要
性及びユースアドバイザーの役割」

宮本みち子
（放送大学教養学部教授）

50分講義、15分質疑

40分プレゼン、20分質
疑
20分委員からの助言
※助言委員：工藤委
員、梶野委員

研
修
　
第
2
日
目

40分プレゼン、20分質
疑
20分委員からの助言
※助言委員：工藤委
員、梶野委員

10:30～11:50
昨年度実施地域
のプレゼンテーショ
ン②

16:25～17:10
昨年度実施地域
のプレゼンテーショ
ン①

 



 

４－２．事業成果 
１．連携体制の整備における成果 

（１） 地域における若者支援に関する社会資源・若者の状況把握 

ア．地域における若者支援に関する社会資源の把握 

（ア） 昨年度の顔の見える関係から、地域の社会資源を可視化する動き（北九州市、焼津市、盛岡

市、横浜市） 

本事業では、昨年度に各地域で地方企画委員会、定例会議、養成講習会の実施によって、

各関係機関の業務内容への理解とともに、困ったときに直接相談できる、顔の見える関係が

構築できた。 
一方で、各地域にどのような相談機関、支援機関が活動しているのか、またその対応可能

領域について不明確であった。今年度、北九州市、焼津市、横浜市、盛岡市（盛岡市は平成

21年度新規地域）で業務内容や支援範囲等の可視化への取り組みが見られた。 
 

【各地域における事例】 
・ 今年度、市内の相談・支援機関の業務内容の調査を行なった。これによって、

大規模な都市が抱える、そもそもどのような機関があるのかを網羅的、具体的に

把握した。（北九州市） 
・ 各関係機関の業務内容等を統一フォーマットで整理することで、ネットワーク

内の各関係機関の業務範囲をある程度明確化した。（焼津市） 
・ アンケートを実施して、各関係機関の事業内容、強み・弱みやそれぞれの機関

の連携状況の把握をした。（横浜市） 
・ 地域における社会視点（ここでは関連機関）の支援可能範囲をツール（若者の

抱える問題と支援プロセス別に関連機関を位置づけるツール）を使ってマッピン

グした。（盛岡市） 
 

イ．地域における若者の抱える問題把握 

（ア） 実際にどの程度困難を抱えた困難を抱える可能性の高い若者が存在するのかを具体的に調

査（那覇市） 

地域において、各地域が抱える問題に対して有効に機能するように、ネットワークを構築

する必要がある。非行や罪を犯す反社会的な若者は実数を補足することができるが、非行や

罪を犯す可能性があり、かつ困難を抱えている若者がどこに、どれくらいいるかを把握し、

ネットワークが働き掛けることが必要である。 
そこで今年度、那覇市等で定量的・定性的な困難を抱える若者の問題把握を試みた。 

 
【各地域における事例】 

過卒生（中学卒業後、就職も進学もしない者）の実数把握を行なった。これによ

って、那覇市では今年度当初現在で既に全卒業生約 3、000名のうちの約 90名が過



 

卒生となっていることがわかった。また、過卒生に対しての支援のニーズについて

も調査を行なった。（那覇市） 
 
（２） 協議会のあり方の検討 

ア．設置単位・構成範囲の検討 

（ア） 県が本事業のネットワークに積極的に参画し、協議会設置にむけて支援を行う動き。（松江市） 

地域によっては、各市町村の規模が小さく、市町村単位での支援ネットワークが困難な場

合も想定される。また、支援機関や相談機関も機関によって、国、県、市町村と所管がまた

がっている場合もあり、県や近隣地域の協力が必要となる場合がある。 
このような中で今年度、松江市では、県や近隣地域も巻き込んだネットワーク形成が行わ

れた。 
 

【各地域における事例】 
松江市では、隣接する東出雲町などを巻き込んだ広域連携によるネットワークの

構築を行なった。今後、島根県では、松江市他に県内を３つの地域に分けて、それ

ぞれに協議会を設置するための準備を行う予定である。（松江市） 
 

（イ） 中核機関が、協議会の調整機関として役割を果たすのにより適切な組織をネットワーク内に巻

き込むことができた。（立川市、北九州市） 

本事業では、主に青少年センターや青少年所管課が中核機関として事務局機能を担ってき

た。しかし、子ども・若者育成支援推進法の成立を受けて、より適切な中核機関が、協議会

設置に向けて事務局を担う必要が出てきた。そして今年度、立川市や北九州市、盛岡市で中

核機関の変更や、変更に向けてより適切な機関をネットワークに巻き込む動きが見られた。 
 

【各地域における事例】 
・ 中核機関を産業振興課から子育て育成課に変更した。これは、元々行政機関を

サポートしていたたちかわ若者サポートステーションとの関係が深かった産業振

興課が中核機関を担っていたが、新法の成立によって子ども・若者部局への変更

を行なったものである。産業振興課は引き続き、としてネットワークに参加して

いる。（立川市） 
・ これまで中核機関であった子ども総合センターから、若者支援をより部局横断

的に進めるために所掌範囲の広い青少年課に新たに中核機関を移行し、協議会設

置に向けて動き出す予定である。（北九州市） 
 

（ウ） 一部地域において、参画する関係機関を組み直し、連携体制の再構築を行なった。（北九州

市、焼津市） 

昨年度は、調整がうまくいかず行政機関の参画が得られにくかった地域や医療や教育機関



 

からの参加が少ないなど、それぞれの地域が課題を抱えていた。 
今年度、多くの地域で連携体制の再構築が行なわれ、より効果的なネットワーク構築がで

きた。 
 

【各地域における事例】 
・ 事例を検討、支援を協議する際に、医療機関（精神科医）や民間団体などとの

ネットワークが弱いといわれていた。そこで今年度は、医療機関への働き掛けを

強化し、有識者や関係機関としての参画を得られた。（北九州市） 
・ 昨年度の事業実施時においては、組織間調整ができずに参画を見送った焼津市

の福祉・就労部局や民間支援団体等に参画を依頼し、今年度は行政部局の参画が

増加した。その結果、実際のケース検討でも保護司、行政機関がそれぞれの情報

を元にケース検討を行うことができ、より効果的なネットワーク構築ができつつ

ある。（焼津市） 
 

イ．調整機関、指定支援機関、子ども若者相談センターの検討 

（ア） 既存のネットワークを活用した協議会のネットワーク構成を試みる動きがあった。（前橋市、三

条市） 

各地域に、既存のネットワークが存在している場合もあり、新たなネットワーク構築には、

費用面からもハードルが高い。そこで、三条市や前橋市では、既存のネットワークを活用す

ることによって、より効率的、効果的なネットワーク構築を図った。 
 

【各地域における事例】 
・ 今年度のモデル事業の実施の過程で、従来から市内に存在していた 2 つの若者
支援ネットワークを統合し、協議会設置に向けて準備を進めている。（前橋市） 
・ 三条市では、乳児から就労自立まで子ども・若者を切れ目なく支援するサポー

ト体制（三条市子ども・若者総合サポートシステム）の構築を進めてきた。本事

業で、若者支援機能を担うネットワーク組織の構築を進めた。（三条市） 
 

ウ．関係機関への呼びかけや巻き込み、連携体制の確立における成果 

（ア） 中核機関の果たすべきコーディネーター機能がより明確化した（那覇市） 

昨年度は、中核機関が果たすべき役割が不明確であるとの課題も指摘されるなど、手探り

での事業運営がなされていた。 
そこで今年度は、昨年度構築してきたネットワークを活用して、事業計画段階から有識者

や関係機関を巻き込んで事業を展開する地域もあった。 
 

【各地域における事例】 
年度当初に有識者と NPOを交えて今年度の事業計画等について話し合った。この



 

話し合いと中核機関である総合青少年課内での調整によって、過卒生のアンケート

実施や実際に困難を抱えた若者のケースを継続検討することによって定例会議を充

実させるといった方針が打ち出された。 
今年度は、定例会議に加えて、より密度の高いケース検討を行うために個別ケー

ス検討会議を持った。今年度、中核機関が実施したコーディネーター機能の概要は、

以下の通りである。（那覇市） 
♦ 有識者との会議を受けた事業計画の作成 
♦ 過卒生に関するアンケートの実施 
♦ 定例会議や養成講習会への参画機関・講師への呼びかけ・調整 
♦ 個別ケース検討を行うのに参画が望まれる機関への呼びかけ・調整 
♦ 次年度に以降の取り組みに向けた有識者との会議・とりまとめ 
♦ 次年度の計画策定 

 
（イ） 現在困難を抱える若者を継続支援するケース検討体制が確立（松江市、那覇市） 

昨年度は、個別ケース検討を実施し、一部事例では状況が改善されるなどケース検討の体

制が構築されつつあった。 
今年度は、複数の地域で実際に困難を抱えている若者のケースを個別のケースに応じて検

討する体制が構築された。具体的には、各地域のネットワークにおいて、各地域での支援員

が抱える実際の困難事例をどのように持ち込み、検討を重ねて支援を継続していく仕組みの

構築である。これは、協議会が設置された場合、その協議会が各地域において有効に機能す

るためにも重要なことである。 
 

【各地域における事例】 
・ 個別のケースを検討する体制はできあがっていたが、それぞれの担当者が横断

的に現状の問題点の共有や支援のあり方について検討する場を設置することにし

た。具体的には、年数回の代表者会議（地方企画委員会）、月 1回程度の担当者会
議（定例会議）、各ケースに応じて必要なメンバー（モデル事業に参画する機関以

外も多数参画）が適宜（月 1、2回程度が多い）集まって検討するケース検討会議
を実施した。（松江市） 

・ 定例会議で、あまり関係の深くない機関を集めてのケース検討は、参加者への

負担が大きいとの判断からこれとは別に、個別ケース検討会議を実施した。個別

ケース検討会議の実施の際には、検討する事例に合った参加機関に会議への参加

を呼び掛けた。実際に、事例として取り上げた若者が居住する地域の民生委員や

保護司、保健師との検討によって、支援者もより幅広い支援の選択肢を得ること

ができた。（那覇市） 
 
 



 

（ウ） 複数の地域におけるケース検討によって、困難を抱える若者の状況が改善された。（松江市、

立川市） 

昨年度は、亀山市や松江市などで、実際に困難を抱える若者のケースを継続的に検討した

結果、状況が好転した事例が見られた。 
今年度も、継続的なケース検討の実施によって、その助言や参画機関とのつながりから若

者の状況が改善された地域が見られた。 
 

【各地域における事例】 
たちかわ若者サポートステーションの支援員が中心となって、困難を抱える若者の

事例を継続支援、また事例の情報提供を行なった。参画機関の紹介によって新たなネ

ットワークとのつながりでき、予防的効果のある支援が行なえるようになった。例え

ば、このネットワークによって鑑別所での出張講義を行うようになり、その結果、鑑

別所出所後の若者がサポーステーションを訪れる等、再犯を予防するだけでなく、就

労支援をスムーズに始めることができた。（立川市） 
 

（エ） 組織長の積極的な関与やメッセージを発信することによって、より多くの関係機関が参加した。

（上板町） 

組織長が積極的にメッセージを発信することで、多くの参画機関が得られた地域があった。

協議会設置に向けても、組織長のメッセージの発信が重要な鍵になると思われる事例である。 
 

【各地域における事例】 
教育長が「心の居場所作り」というタイトルで地域の若者への居場所を提供しよう

と他地域も含めた参加を呼びかけた。その結果、上板町内だけでなく、隣接地域から

の参画も得られた。（上板町） 
 
（３） 協議会の運営 

ア．協議会の構造（内容、開催場所等）、開催方法を決定し運営 

（ア） 行政機関と NPO が連携した事業運営（上田市、立川市、那覇市） 

協議会においても、事務局機能を担う行政の調整機関だけでなく、NPO等民間団体との連
携が想定されている。このように、行政機関と民間団体との連携によって、より効率的・効

果的な事務局運営、ネットワーク支援を行なうことが重要である。本モデル事業では、NPO
と行政機関の役割分担が、事務局機能と支援を中心的に運営、事務局機能を会議別に分担、

個別ケース検討での中心的なかかわりといった３つの役割分担をみることができた。 
 

【各地域における事例】 
事務局機能を会議体別に行政と NPO で分担する例や、立川市のように、事務局機

能とネットワークでの支援機能を NPO が中心的に担い、そのサポートを行政が行な



 

う例、那覇市のように、NPO が継続ケースの提供を行い、中心的に支援を行なった
例もある。（上田市、立川市、那覇市） 

 

（イ） 協議会を設置した際にどのよう事例が持ち込まれる可能性があるかについて、シミュレーション

を実施。（盛岡市） 

協議会設置を見据えて、関係機関と共に具体的なシミュレーションを行った地域があった。 
 

【各地域における事例】 
最終回の養成講習会で協議会設置時を想定して、実際に協議会にケースが持ち込ま

れた場合を想定したシミュレーションを実施した。これによって、協議会の運営や関

連機関役割をイメージアップすることにより、各関係機関が協議会により円滑に参加

できるようになるものと考えられる。（盛岡市） 
 
２．ユースアドバイザーの養成における成果 

（１） 全体的な成果 

（ア） 発展段階に応じた養成講習会の実施 

昨年度から継続して事業を実施している地域では、実践的な内容を中心とした講座を実施

して実際の支援に必要なスキルの向上をはかった。また、本年度新規地域でも、積極的な講

習会の実施によって顔の見える関係を構築するなど、発展段階に応じた養成講習会が実施で

きた。 
（イ） 他の実施地域から講師の紹介を受けるなど、全国的なネットワークの活用 

地域よっては、実施地域内で養成講習会のカリキュラム内容を講義できる人材を確保する

のに苦労した。しかし、別の地域で講師を務めた方からの紹介で新たに講師を確保できたケ

ースもあった。 
 

【各地域における事例】 
地元の大学とのつながりはあったものの、実践的な内容を講義し演習できる人材

の確保に苦労していた。そこで、焼津市は、松江市で講師を務めた臨床心理士会の

先生に講師を依頼した。臨床心理士会は全国組織であることから、松江市の先生の

ご紹介で静岡県の臨床心理士会の先生を講師に招くことができ、近隣地域に新たな

ネットワークを構築することができた。（焼津市） 
 

（ウ） 養成講習会の講師を務めることで、本事業への理解が深まり、関係機関として参画するような

例も見られた。 

本事業では、実施地域は、関係機関としてネットワークに参画するだけでなく、多くの機

関と講師や会議での発表などで接点を持つことができた。昨年度講師を務めたり、発表を行

った機関が、翌年参画機関になった例も見られた。 



 

 
【各地域における事例】 

昨年度の定例会議において要保護児童対策協議会について会の構成機関から発表

をしてもらった。発表と質疑応答によって、本ネットワークと要保護児童対策協議

会との相互理解が深まった。 
そして今年度は、要保護児童対策協議会に関わる構成機関が、本事業に参画し、

松江市におけるネットワークに広がりができた。（松江市） 
 
（２） ユースアドバイザーの養成講習会に関する成果 

15つの実施地域で、ユースアドバイザー養成講習を実施し、修了証を配布した。修了証は、
①ユースアドバイザー養成講習会への出席率（出席回数／総回数）が８割以上、②受講者レ

ポートの提出という２つの基準を満たした出席者に付与された。 
また、養成講習会の効果を図るため、各地域の養成講習会の受講生に対して、『初回』と『最

終回』に養成講習会で取り扱う知識・スキルに関する自己能力評価を実施した。自己能力評

価に加えて、最終回には養成講習会の内容に関するアンケートを実施し、受講者の講習会に

対する満足度等について調査した。以下は、自己能力評価と講習会の満足度アンケートの結

果である。 
 

（ア） 知識・スキルに関する自己評価 

自己評価シートのうち、「知識項目」における受講生の事前評価平均が 3.12、事後評価平
均が 3.75 であった。また、スキル項目における受講生の事前評価平均が 2.97、事後評価平
均が 3.66 であった。事前評価と事後評価を比較すると知識項目が 0.63、スキル項目が 0.69
上昇している。 

 
【参考：平成 20年度 知識スキル項目の事前・事後自己評価】 
・ 知識項目 事前評価平均 3.25、事後評価平均が 3.78 
・ スキル項目 事前評価平均 2.77、事後評価平均 3.71 



 

図表 93 調査結果：自己評価（知識項目）の変化 
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3.46
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1.　ユースアドバイザーの役割や若者支援ネットワーク構想の経緯を理解してい

る

2.　対象者の早期発見による支援開始の意義を理解している

3.　生活訓練、就労体験、職業体験の効果を理解している

4.　個別のニーズに対応した包括的で継続的な支援の意義を理解している

5.　海外での若者支援における関係機関の連携の状況やその意義を理解してい

る

6.　支援者の実態を理解している

7.　研修・養成プログラムの定型化の重要性を理解している

8.　海外（イギリス・オーストラリア・フランス）における若者自立支援の概要とそ

のしくみを理解している

9.　社会的排除に対する海外の経験について理解し、若者自立支援の今後の課

題を理解している

10.　若者の人口・世帯構造の変化（少子化、晩婚・非婚化）について理解してい

る

11.　若者の自立支援の現状について理解している

12.　学校から職業生活への移行過程の現状について理解している

13.　不登校、高校中退について、その特徴と対応の在り方について理解してい

る

14.　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ついて理解

している

15.　労働環境（職業紹介を含む）の仕組みを理解し、支援する際に活用できる

16.　公的扶助の仕組みを理解し、支援する際に活用できる

17.　障害者福祉の仕組みを理解し、支援する際に活用できる

18.　知的障害、発達障害について、その特徴と対応の在り方について理解して

いる

19.　精神障害（社会不安障害を含む）について、その特徴と対応の在り方につ

いて理解している

20.　若者の非行及び犯罪の現状について理解している

21.　若者のひきこもりについて、その特徴と対応の在り方について理解している

22.　非行、犯罪について、その特徴と対応の在り方について理解している

23.　少年司法の仕組みを理解し、支援する際に活用できる

24.　ネットワークを構築する意味を理解している

25.　個人情報の保護・管理に関する基礎的な知識を持っている

26.　個人情報を関係機関内において共有するために必要な方策について理解

し、実行できる

27.　若者支援ネットワークにおける個人情報の共有の考え方について理解し、

実行できる

事前平均

事後平均



 

 
図表 94 調査結果：自己評価（スキル項目）の変化 
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28.　生活保護ソーシャルワーカーの関係機関・関連専門職との連携、協働の

意義について理解している

29.　子どもの心の問題をめぐるネットワーク構築の必要性についてその意義を

理解している

30.　若者支援ネットワークに望まれる特性について、その意義を理解している

31.　アセスメント（対象者の現状・問題点等の査定）のための面接の方法を理

解し、実行できる

32.　アセスメント（対象者の現状・問題点等の査定）のための心理検査におけ

る留意点や主な心理検査について、理解している

33.　アセスメント（対象者の現状・問題点等の査定）のまとめ方を理解し、実行

できる

34.　ニーズにあった支援計画の作成及び評価方法を理解した上で支援計画を

作成できる

35.　ケース検討会、担当者レベルでの会合の進め方について理解している

36.　動機付け面接の意義を理解している

37.　動機付け面接の基礎知識を理解し、支援する際に活用できる

38.　グループワーク（グループを用いた支援）の意義やその概要を理解してい

る

39.　若者の発達課題とそれに対応したグループワーク（グループを用いた支

援）のもつ効果について理解している

40.　グループワーク（グループを用いた支援）の方法、技法について理解し、実

行できる

41.　認知行動療法の内容・原則や活用場面などについて理解している

42.　SST（ｿｰｼｬﾙ・ｽｷﾙｽﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）の内容・流れについて理解している

43.　アウトリーチ（訪問支援）の目的や概要を理解している

44.　アウトリーチ（訪問支援）におけるユースアドバイザーの役割を理解し、実

行できる

45.　相談室対応とは異なるアウトリーチの特殊性を理解している

46.　アウトリーチ（訪問支援）の様々な形式や支援過程について理解し、実行

できる

事前平均

事後平均



 

また、事前評価と事後評価を比較した際に、数値の向上が高かった上位 10項目を見てみる
と、昨年度に引き続いてアウトリーチの項目が多いのに加えて、制度や若者の現状に関する

分野の理解が進んでいることが示唆される。 
 

図表 95 調査結果：自己評価において点数が向上した上位 10 項目 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考：平成 20年度の自己評価数値上昇上位 10項目】 
1. 43.アウトリーチ（訪問支援）の目的や概要を理解している 
2. 45.相談室対応とは異なるアウトリーチの特殊性を理解している 
3. 44.アウトリーチ（訪問支援）におけるユースアドバイザーの役割を理解し、

実行できる 
4. 46.アウトリーチ（訪問支援）の様々な形式や支援過程について理解し、実
行できる 

5. 36.動機付け面接の意義を理解している 
6. 42.SST（ｿｰｼｬﾙ・ｽｷﾙｽﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）の内容・流れについて理解している 
7. 39.若者の発達課題とそれに対応したグループワーク（グループを用いた支
援）のもつ効果について理解している 

8. 37.動機付け面接の基礎知識を理解し、支援する際に活用できる 
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1.　ユースアドバイザーの役割や若者支援ネットワーク構

想の経緯を理解している

45.　相談室対応とは異なるアウトリーチの特殊性を理解し

ている

46.　アウトリーチ（訪問支援）の様々な形式や支援過程に

ついて理解し、実行できる

44.　アウトリーチ（訪問支援）におけるユースアドバイザー

の役割を理解し、実行できる

7.　研修・養成プログラムの定型化の重要性を理解してい

る

6.　支援者の実態を理解している

38.　グループワーク（グループを用いた支援）の意義やそ

の概要を理解している

41.　認知行動療法の内容・原則や活用場面などについて

理解している

4.　個別のニーズに対応した包括的で継続的な支援の意

義を理解している

9.　社会的排除に対する海外の経験について理解し、若者

自立支援の今後の課題を理解している

40.　グループワーク（グループを用いた支援）の方法、技法

について理解し、実行できる

事前平均

事後平均



 

9. 41.認知行動療法の内容・原則や活用場面などについて理解している 
10. 38.グループワーク（グループを用いた支援）の意義やその概要を理解して
いる 

 

 

（イ） 養成講習会についてのアンケート結果 

各実施地域における最終回の養成講習会にて、受講者に対して、a）講習理解度・満足度に
関する項目（養成講習会での研修テーマ・内容、研修の実施方法について）、b）来年度の養
成講習会の受講希望、c）来年度以降掘り下げるべきテーマについての５段階評価のアンケー
トを実施した。 
講習理解度・満足度に関する項目：養成講習会のテーマ、内容についての満足度は５段階

評価のうち、平均は 3.95 であった。また、研修の実施方法についての満足度は 3.94 であっ
た。 
特に満足度の高い上位３項目は、「若者をめぐる状況と自立支援の現状」（4.17）、「ユース
アドバイザーの役割」（4.12）、「不登校、高校中退、若者のひきこもりについて」（4.09）で
あった。 
研修の実施方法については、「ユースアドバイザー養成プログラム（テキスト）の活用度」

（3.58）、「講義と演習の割合の適切さ」（3.69）、「ユースアドバイザー養成プログラム（テキ
スト）の難易度」（3.78）がやや低い水準である。 

 
【参考：平成 20年度 養成講習会アンケート結果】 
講習理解度・満足度（養成講習会のテーマ、内容について）：平均 3.84 
講習理解度・満足度（研修の実施方法について）：平均 3.87 
特に満足度の高い上位３項目 
1. 「ユースアドバイザーの役割」（4.07） 
2. 「アウトリーチ（訪問支援）について」（3.98） 
3. 「ＳＳＴなどグループワーク実習」（3.97）であった。 
研修の実施方法について評価の低かった３項目 
1. ユースアドバイザー養成プログラム（テキスト）の活用度（3.53） 
2. 「講義と演習の割合の適切さ」（3.62） 
3. 「開始時間の適切さ」（3.68） 



 

図表 96 調査結果：講習理解度・満足度（5段階評価） 
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来年度の養成講習会の受講希望：今年度の受講生のうち、来年度以降同種プログラムの受

講を希望する参加者は 66％、受講を希望しない参加者は 3％、希望するかわからないと答え
た受講者は 32％であった。 
昨年度と比較して、受講を希望すると答えた割合が１ポイント低下し、受講を希望するか

わからないと答えた割合が 4ポイント上昇している。 
また、平成 20年度からの参加地域では、来年度以降同種プログラムの受講を希望する参加

者は 61％、受講を希望しない参加者は 3％、希望するかわからないと答えた受講者は 36％で
あった。平成 21年度からの参加地域では、来年度以降同種プログラムの受講を希望する参加
者は 71％、受講を希望しない参加者は 3％、希望するかわからないと答えた受講者は 26％で
あった。 

 
【参考：平成 20年度 意向希望調査結果】 
来年度以降同種プログラムの受講を希望する 65％ 
受講を希望しない ７％ 
希望するかわからない 28％。 

 



 

図表 97 調査結果：来年度の受講希望（平成 21 年度結果） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来年度以降、掘り下げるべきテーマについて上位 5項目は、「ユースアドバイザーの役割」

（50％）、「若者をめぐる状況と自立支援の現状」（45％）、「ＳＳＴなどグループワーク実習」
（39％）、「動機付け面接など効果的な面接方法の実習」（38％）「公的扶助、障害者福祉の仕
組み」（33％）、であった。 
昨年度と比較すると「ユースアドバイザーの役割について」は、引き続き掘り下げるテー

マとしてニーズが高い。 
 

【参考：平成 20年度 来年度以降、掘り下げるべきテーマについて上位 5項目】
「不登校、高校中退、若者のひきこもりについて」（53％） 
「若者のメンタルヘルスについて（知的障害、発達障害、精神障害を含む）」

（45％） 
「学校から職業生活への移行、雇用･就労をめぐる状況」 
「労働環境、就労支援について」（40％） 
「ユースアドバイザーの役割」（39％） 
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図表 98 調査結果：来年度以降、掘り下げるべきテーマ 
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３．中核機関のコーディネーター人材養成における成果 

（１） コーディネーター研修における満足度 

研修後に実施したアンケートによると、コーディネーター研修における満足度は、全項目

で平均値が 4.0を超えており、全体的に満足度が高かった。 
満足度の高かった上位 3項目は、講義④「地域での若者支援施策における行政機関連携・
施策及び支援員養成の在り方」（4.76）、講義⑤「地域における若者支援のあり方」（4.72）、
講義③「行政機関と NPOとのネットワーク化・総合調整及び NPOにおける若者支援のあり
方」（4.59）であった。 

  
図表 99 調査結果：コーディネーター研修満足度アンケート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 自由記入回答 

分類 アンケート項目 平均
①「自立に困難を抱える若者の実態と地域における関連機関
連携の重要性及びユースアドバイザーの役割」（宮本） 4.44

②内閣府の若者支援施策について/「子ども・若者育成支援推
進法」の概要
（塩島/久保田）

4.31

③「行政機関とNPOとのネットワーク化・総合調整及びNPOに
おける
若者支援のあり方」（工藤）

4.59

④「地域での若者支援施策における行政機関連携・施策及び
支援員養成の在り方」（長須） 4.76

⑤「地域における若者支援のあり方」（齋藤） 4.72
①「事業計画に関するワークショップ」
（事業計画の発表、意見交換）（NRI、宮本、工藤、梶野、長
須）

4.47

②「事業計画の発表」及び委員による助言（齋藤） 4

①「横浜市の取組紹介」（関口） 4.19

②「那覇市の取組紹介」（大川） 4.29
③「北九州市の取組紹介」（長谷川） 4.35

講義

実習

プレゼンテーション



 

（ア） 講義について 

・ 講義④は、あいまいな話がなく、話の内容も実際に取り入れられる内容が多かった。 
・ 受講した講義③～⑤がとても良かった。内容が分かり易くて納得や理解、共感、新しく

知った事、とても意義深い。 
・ 本年度の課題の一つに NPOとの連携があげられるが、NPOの実態等を含め、よくわか
った。 

・ どの発表も、それぞれ印象強いが、我々のなかなか踏み込めない分野の 3日目、齋藤先
生の話は実に参考になった。病的なものを持っている者も、非行少年も、近づく距離感が

実に大切なことであることを分かり易く説明してもらえた。 
 

（イ） ワークショップや他地域での取り組み紹介による、業務の具体的なイメージと他地域とのネット

ワーク作りができた。 

・ 昨年度実施地域のプレゼンテーションはとても参考になりました。実習①のワークショ

ップではたくさんのアドバイスを頂き、地域での体制整備の参考になりました。 
・ 講義ばかりではなく、実習として意見交換が出来る機会があった事が良かったので、実

習①がためになったと思います。ファシリテートが非常に上手で関心しました。他市の悩

んでいる所や良い所を聞けて、また自地域へのアドバイスも頂けてよかったです。 
・ 実行する段階においては当市の事業計画の見落としや今後の課題など広い意見を得られ

たことはとても有効であった。また先進事例から得られた課題等から今後の展開の道筋が

なんとなく見えてきたように思われる。 
･ いろんな地域の人と顔見知りになり、今後の情報交換も出来そうな関係になったので、中

央企画委員会にはない密な研修になった。年に 2回くらい実施しても良いのではないか 
・ 研修のみならず、コーディネーター間の情報交換または情報提供を継続的にお願いした

い。 



 

４－３．平成 21 年度モデル事業における課題 
１．連携体制の整備における課題 

 
本モデル事業は、関連機関の連携体制整備に取組み、地域協議会につなげていくことを主

たる目的としているため、ここでは地域協議会設立に向けた課題についてとりまとめた。 
 
（１） 地域における若者支援に関する社会資源・若者の状況把握 

ア．地域における若者支援に関する社会資源の把握 

（ア） 支援関連機関の顔は見えるようになったが、それぞれの機関の具体的な事業内容、得意分

野・不得意分野等の役割・機能分担に必要な詳細情報までは把握できていない 

地域にある若者支援に関する社会資源（ここでは支援関連機関）に関して、モデル事業実

施 15地域全てにおいて相互に顔の見える関係は構築できてきたが、それぞれの機関の具体的
かつ詳細な事業内容、支援における得意分野・不得意分野等の、地域における関連機関同士

の役割・機能分担を図っていく際に必要な情報まで詳細に把握できている地域は、現時点で

は一部の地域に留まっている。 
 

（イ） モデル事業で形成されているネットワークに参加していない機関又は個人として活動する支援

者にとっては関連機関の全体像が見えづらくなっている 

地域にある若者支援に関する社会資源（ここでは支援関連機関）に関して、地方企画委員

会、ユースアドバイザー定例会議、ユースアドバイザー要請講習会に参加している機関の間

ではネットワークが形成され、顔の見える関係が構築されているが、若者支援は実施してい

るが事業の中核ではないなどの理由でネットワークそのものには参加していない機関や、個

人として活動しているためネットワークに参加する機会がなかった支援者にとっては、支援

関連機関の全体像が見えづらくなっている。 
ただし、支援関連機関のリストを作成し広域的に配布することで直接的にネットワークに

参加していない機関又は個人に対する情報共有を図っている地域も出てきている。 
 
イ．地域における若者の抱える問題把握 

（ア） ネットワーク参加機関及び所属支援員の個人的な情報源に基づく把握に留まっている 

地域の若者が抱える問題状況をネットワークとして把握する際、ネットワーク参加機関お

よび所属支援員が普段の支援活動の過程で得た情報を会議等の場で共有する場合が多い。こ

のため把握できる情報は支援員個人が、現場又は周辺の関係者から入手した情報に限定され

るという課題がある。 
地域における若者が抱える問題の全体像を把握する取組と、個別的かつ詳細な情報を把握

する取組は分けて考える必要があるが、個別的かつ詳細な情報を属人的なルートで把握する

に留まっている地域がある。 
ただし、アンケートやヒアリングを実施することで全体像を把握する取組を行う動きもある。 



 

（イ） 問題を把握している若者の年齢層や問題分野が限定的である地域がある 

地域の若者が抱える問題状況について、義務教育課程に属する若者に限定した問題状況の

把握など年齢層が限定されている地域や、非行系の若者に関する問題状況の把握など問題分

野が限定されている地域がある。 
ただし、若者の年齢層や問題分野横断的に関連機関による会議、アンケート、ヒアリング

等を通じて状況を把握する動きもある。 
 

（ウ） 中学校卒業者、高校・大学中途退学者及び卒業者などの所属機関がない若者の問題把握が

不十分 

中学校卒業者、高校・大学中途退学者などの所属機関がない若者は、学校の担任や生徒指

導担当者から問題状況を把握するだけでは十分な情報は得られないため、学校経由以外のル

ートを開拓しなければならないが、十分には開拓できていない地域がある。このため、協議

会設置の必要性を定量的把握できず、予算確保が難しいと指摘する声もあった。 
ただし、一部の地域では民生委員や NPO と連携して所属機関のない若者の問題状況を把
握する取組を開始している。 

 
（２） 協議会のあり方の検討における課題 

ア．設置単位・構成範囲の検討 

（ア） 単独設置が困難な場合 

人口規模が小さく、包括的かつ継続的な若者支援に必要な関連機関が地域内に揃っていな

い地域においては、地域単独での協議会設置が困難な場合がある。そのような場合、広域で

の連携や県による設置などが求められるが、設置に向けた交渉を単独の市町村が他の市町村

や県に向けて行う場合、交渉に時間がかかる地域もある。 
 

イ．調整機関、指定支援機関、子ども若者相談センターの検討 

（ア） 若者に関する問題分野横断的な機関を調整機関として位置付けられていない場合 

本事業では、中核機関は教育関連機関、雇用関連機関、福祉関連機関、矯正・更生保護関

連機関などが担ってきたが、地域によっては若者の抱える問題分野の中でも限定的な分野の

みを扱う（例えば就労支援のみを扱うなど）機関が中核機関として位置付けられている場合

がある。本事業の取組成果を踏まえて協議会設立につなげていくためには、本事業での中核

機関がそのまま調整機関として位置付けられると、限定的な分野のみを扱う機関では分野横

断的な調整・コーディネートを期待される調整機関としての役割を十分に果たすことが難し

い可能性がある。 
このため、協議会設置に向けた課題としては、地域が抱える問題を分野横断的に扱う機関

が調整機関として位置づけられる必要がある。 
一部の地域では、行政内に分散していた若者の支援を行う部局を統合し、部門横断的な組

織を設置した上で、調整機関に位置付けるという取組を進めている。 



 

（イ） 調整機関として位置付けたい機関のノウハウや実績が不足 

調整機関には、若者支援体制整備において各関連機関間の連携をコーディネートし、地域

全体での支援が行われるような仕組みを作ることが期待されている。このため、調整機関に

は、地域の若者の問題状況把握や各関連機関やその事業内容、得意分野や不得意分野に関す

る知識が必要である。また、関連機関から適切かつスピーディに情報を集約するためには、

各関連機関からの信頼が寄せられている必要があり、それには一定の調整機関の実績も求め

られるである。 
しかし、地域によっては、調整機関として期待される機関に関連機関のコーディネートを

行い若者支援を推進してきた実績が少ないため、調整機関として位置付けるには力不足とい

う場合がある。 
ただし、実施地域の中でも、数年前から関連機関の連携のコーディネート機関としての実

績とノウハウを蓄積することで、スムーズに調整機関として位置づけられている例がある。 
 

（ウ） 指定支援機関に位置付けられる専門性を持った機関が地域にない場合 

都市圏に立地する地域以外には、指定支援機関として位置付けることができる専門性の高

い NPO 法人等の機関がない場合が多い。そのような地域では、ケース検討やアウトリーチ
などのマネジメントや支援の専門性を持って、関連機関の支援の質量の向上を牽引する機関

を設置することが難しい。 
ただし、一部の地域では地域若者ステーションなどを実施する民間機関を指定支援機関と

して位置付けることで、民間機関のノウハウを効果的に活用する取組を進めている。 
 

（エ） 子ども若者総合相談センターの設置 

協議会の設置を検討している地域においては、地域住民にとってワンストップの相談窓口

である子供総合相談センターを設置することは必須であると認識し、設置を検討している。

しかし、組織形態、人員、予算など、資源制約が厳しい環境下において、思うようにセンタ

ー設置に向けた検討が進んでいない地域もある。 
一部の地域では設置当初から豊富な人員や予算を投入して大規模に発足させるのではなく、

調整機関又は指定支援機関の一セクションとしてセンターを設置することから始めようとし

ている。 
 

ウ．関係機関への呼びかけや巻き込み、連携体制の確立における課題 

（ア） 既存の若者支援ネットワークとの相互の関係整理が必要な地域がある 

本事業で構築しているネットワークとは別に若者支援に関するネットワークが存在する地

域においては、既存のネットワークと機能補完できる点と、重複している点があり、整理が

必要となっている。 
一部の地域では既に既存のネットワークと本事業で構築したネットワークを統合し、地域

協議会に移行させることを検討している。 



 

（イ） 特に若者支援ノウハウが十分でない地域や支援の方向性が明確になっていない地域において

は、関係機関の連携だけでなく、地域の有識者と連携することが必要 

若者の抱える問題は、複合的な要因が絡み合い生じるものであるため、支援においてはそ

れに対応したノウハウが求められる。そのため、必要なノウハウを地域の関連機関だけでは

十分に獲得できていない場合は、地域の若者支援に関する専門性的知識・ノウハウを持つ有

識者と連携することが必要となっている。 
一部の地域では、有識者のノウハウを活用して若者の問題状況の把握に努めるなどの取組

が見られる。 
 

（ウ） 若者支援を包括的かつ継続的に行うために必要な関係機関をネットワークに巻き込めていな

い 

地域において若者支援体制整備を進めるに当たって、参加することが望まれる若者支援関

連機関の参加が得られていない地域がある。要因としては、連携の必要性は理解できるけれ

ども余裕が無いという場合や、そもそも連携の必要性について十分な認識が得られていない

場合がある。 
この課題に対して、先進地域は以下のような対応をしている。 

♦  体制整備開始当初からすべての関係機関の参加を実現するのではなく、2～3年
かけて徐々に実績を積み上げ、参加を図った。 

♦  この他に体制整備の中核的機関の長が連携の必要性・意義、ビジョンを熱意を

もって関連機関に語りかけることで広く参加を図った。 
♦  まずは連携の中心となる機関のみが集まり、連携における基本姿勢、連携上の

留意事項などを検討し、3機関の役割を確認した上で支援メニューの整理を実施。
3 つの機関の連携を核として他の関連機関との連携のあり方や情報共有のやり方
などの検討に広げていった。 

 
（３） 協議会の運営 

ア．協議会の構造（内容、開催場所等）決定及び運営 

（ア） 協議会において設置する会議体の設計 

協議会においてどのような会議体を設置し、それぞれの会議体の内容や会議体同士の相互

関係などについて、うまく全体像が設計できていない地域がある。 
ただし、一部の地域では、代表者会議、担当者会議、ケース検討会議という三層の連携単

位を設け、それぞれの会議の役割や出席者なども詳細に設計することで取組の効果性を高め

るなどの取組を開始している。 
 

（イ） 協議会において設置する会議体の運営 

協議会において設置される代表者会議や担当者会議において、どのよな議題を設定するの

か、誰が司会進行をするのか、適切な進行ができるのかなど、運営面での不安を抱える地域



 

がある。 
ただし、一部の地域では、若者支援に関するノウハウや実績のある NPO 法人が会議の事
務局を担うことでスムーズな運営を実現している。 

 
イ．個人情報留意 

（ア） 個人情報保護の仕組みの構築 

個人情報共有に関する基本方針や保護のための仕組みやツールが作成されていない地域に

おいては、ケース検討会議において個人情報が開示できないなどの困難が生じている。その

場合は匿名での議論を行うなどの対応が行われているが、実際の支援に結び付ける段階で個

人情報の受け渡しがうまくできない可能性がある。 
ただし、一部の地域では、個人情報保護のガイドライン作成や関連機関間で取り交わす誓

約書を作成することで個人情報の共有に関する仕組みを導入している。 


