
「地域における若者支援のための体制整備モデル事業」実施地域別現状

体制整備・関連機関連携の
面

①業務別に構築されている既存ネットワークを一元化し，本
事業に対する認識を共有する。

①担当分野ごとに設置又は設置準備を進めているネット
ワークの機能強化に努めている段階であること，対象範囲
が広すぎること，総合的なネットワーク化を行う場合の費用
対効果が試算できない等の理由から消極的な意見がある。

支援員養成の面

①できるだけ多くの関係機関等にユースアドバイザー講習
会を受講してもらう。
②ユースアドバイザーの役割を理解させる。

①ネットワーク参加機関等（見込み）にユースアドバイザー
を配置できるかどうか目途が立っていない。
②現在雇用している相談員の殆どは，非常勤職員であり，
専属的かつ継続的な専門職としての人材確保策を検討する

その他 -

①事業評価のためのモデル事業か本格実施に向けたモデ
ル事業かを明確にされたい。
②縦割りとなっている国の制度を一元化しなければ，地方
自治体における事業の実施は難しい。
③事業実施に当たっては，コーディネーター及びユースアド
バイザーの資質が重要であることから，公的な資格として位
置付けるよう検討されたい。
④モデル事業では縦割り行政による効果の不十分さの原因
を分野別の支援事業又はネットワークにあると指摘する一
方で，先進地事例として分野別の支援事業又はネットワー
クを紹介しているが矛盾しないか。

体制整備・関連機関連携の
面

・関係する機関がお互いの役割を確認し、情報共有できる
状態。
・中学卒業も支援できる体制の整備

・問題を抱える子どもの保護者への支援のあり方（役割分担
や支援方法等）
・不登校・ひきこもりの支援については、中学校卒業後に途
切れてしまうこと

支援員養成の面
・青少年支援センターの担当者に限らず、関係機関におけ
る支援員・相談員が基礎知識を体系的に習得し、共通の認
識を持つことができる状態。

・支援者・相談者が限られており、ネットワークを有効に活用
できる人材が必要である

体制整備・関連機関連携の
面

・関連機関との連携を強化することはもとより、定例の会議
を開催し、若者にとって実行性のある体制整備を確立した
い。

・相談を連絡調整できる部署（総合窓口的な機関）がないた
め、総合的な横の連携が取れていない。今後、この事業を
どの課が担当するのか、課題は残る。

支援員養成の面
・幅広い知識を身につけ、実際の相談活動に活躍できる人
材を育成したい。

・職員の研修については、通常業務がある中、短期間で多く
の研修に参加できるか課題がある。また、半年の講習でど
れだけの力量がつくか疑問である。

体制整備・関連機関連携の
面

・若者支援は、多くの機関が真剣に関わらなければ解決に
向かわないことが実感できた。それを多くの人に理解しても
らい、非行対策活動だけでなく、引きこもり・就労支援対策を
市行政とともに作り出す。

・現状の業務の中心である、非行少年の対策支援も大変で
あるが、引きこもりや、若者の就労支援も連携を確立する。

支援員養成の面

・問題を抱える若者は、相談場所になかなか来れないもの。
相談業務に当たる専門員のほかに、地域の全体にも知識を
持った相談員の配置が必要であると感じた。できるだけ多く
の支援員を養成したい。

・地域で活躍する人たちの関心は高まっているが、各機関で
相談に当たる人たちが自分の仕事が多忙でなかなか講座
に参加できない事情がある。

現状の課題モデル事業で達成したいこと
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「地域における若者支援のための体制整備モデル事業」実施地域別現状

体制整備・関連機関連携の
面

・YAチームを結成し、複数のケースを定点観測しながらネッ
トワークで支援する。効果を検証するとともに、ネットワーク
での可能性と限界を探る

・2008年度事業を通じ、当該地域周辺のネットワークは構
築。実際のケースに際し、どの程度機能するのか不明

支援員養成の面
・複数のケースを追っていくなかで、現状では不足している
知識やノウハウの充足を目指す

・2008年度事業を通じ、基礎的な養成レベルは終了したが、
実際のケースに際して、不足知識が有り得る

体制整備・関連機関連携の
面

・思春期に対する健全育成的な視点も含めて、関連機関に
よる包括的な支援のネットワークを構築する。

・10代から30代前半まで幅広い年齢の子ども・若者を継続
的に支援するネットワークの推進が必要である。

支援員養成の面

・今年度も引き続き、専門機関の相談・支援者を対象に、専
門分野以外の社会資源や支援方法についての知識・技能
を習得する機会として、ニーズに即した内容の講習会を実
施する。また、講習での事例検討やワークショップ等を通じ
て、各相談員が意見交換をすることで、各機関の業務につ
いての理解の促進や今後の具体的な連携に向けた相談員
相互の関係づくりに役立てる。

・ユースアドバイザーの機能と役割について、国の考え方と
整合性を図りながら、横浜市として制度のあり方を検討して
いく必要がある。
・１年単位の講習会に１人の相談・支援者が連続して参加す
るのは難しい状況があるため、ユースアドバイザーの継続し
た育成方法（数年間で研修を終了できる仕組みなど）を検討
していく必要がある。
・専門機関の相談・支援者の育成とともに、地域のボラン
ティアやNPO団体等の支援者の育成を図る必要がある。

体制整備・関連機関連携の
面

・不登校から義務教育修了後の生徒の情報共有や各関係
機関（高校等）との連携強化により引きこもり青少年を若者
サポートステーションにつなげていく総合サポートシステム

・不登校だった生徒の進路は中学校卒業段階では押さえて
いるものの、その後のサポートが途切れている。また、高校
中退や転職などの情報すらほとんど関知されていない。

支援員養成の面
・各関係機関及び関係団体の担当者のスキルアップを図
り、支援員としての役割を担えるようにする。

・各機関とも最少の人数で最大の業務を日々遂行している
中、よほど業務に関係したものでなければ新たな研修会等
の参加は難しい状況である。また、各機関の職員について
は人事異動があり定着は難しい。
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「地域における若者支援のための体制整備モデル事業」実施地域別現状

体制整備・関連機関連携の
面

　ニートの高齢化が危惧される中、具体的個別な支援体制
の整備を図り、サポステ及び関係機関の連携（ネットワーク）
により、個別で継続的な支援を進める。
　ひきこもりを含め、支援を必要とする若者が家庭内に隠れ
てしまう状況をサポステ及び関係機関との協働により打開し
たい。
　本年度上田市はサポステにおける臨床心理士事業を委託
しており、専門家による診たてを開始する。支援を必要とす
る若者の心理状態を分析することにより、最適なネットワー
ク構成団体への誘導による支援を進めていく。また、ネット
ワーク構成団体においても、サポステの臨床心理士の診た
てに誘導するなど 相互に有機的な支援連携体制を構築し

　当市では若者の職業的自立支援事業を平成18年度に手
探りで開始した。平成20年度若者サポートステーションが開
所になり、地域のネットワーク会議も新たに立ち上がる状況
である。
　ニートの親を手ががりに相談事業を展開することにより、
本人への支援をめざしてきたが、月２－３人程度、年間でも
延べで数十人と接触ができた状況にある。就業が実現した
事例はごくわずかであった。
　長野県内に３箇所サポステが設置されているが、東信（東
信濃）地区では上田が唯一のサポステであり、市外からも
多数の皆さんが相談に訪れている。
市町村が連携し サポステを支援するとともに 県による

支援員養成の面

　支援を必要とする者に対する関係機関による現状の支援
方法を、より効果的なものにすることにより、最良の支援を
行える体制を構築する。
　支援員養成プログラムによりネットワーク構成団体職員の
業務知識拡大を図る。

　支援員がそれぞれの部署の担当範囲（専門の範囲）で自
立のための方策について支援及びアドバイスしている。
　この担当範囲に隙間があり、そこで支援が止まることがあ
る。

体制整備・関連機関連携の
面

･支援を行っている各機関・団体のネットワーク化を図り、地
域ネットワークの関係図を作成する。
・各機関･団体の役割をそれぞれ認識し、情報共有できるよ
うにする。

・若者支援のためのネットワークは構築されておらず、前年
度のモデル事業においても、福祉サイドからの参画が十分
ではなかった。

支援員養成の面
･支援を行っている各機関･団体の相談員（支援員）が、基礎
知識を習得し、相談者に的確なアドバイスができる状態を目
指す。

･若者支援のための専門的な研修会等、知識を学ぶ機会が
準備されていない。

体制整備・関連機関連携の
面

・青少年総合支援センター（平成21年立ち上げ）における青
少年の自立支援に向けた機能充実
・事例検討とその活用

･課題の明確化と改善に向けての検討（青少年総合支援セ
ンターの機能･運営）、YA（公務につく者）の実働と活用等）
・事例検討のノウハウの蓄積と実効性を高めること

支援員養成の面 ・YAのスキルアップと活用 ･研修メニューの充実

体制整備・関連機関連携の
面

・行政も含めた実施機関相互の連携づくり。「顔の見える」関
係づくり

・福祉、保健、教育等行政関係機関からの継続的な参画が
得られていない。

支援員養成の面
・相談員、支援員が支援について相互に議論できる能力を
つける。

・現場で相談に携わっている実務者の参加が得られない

体制整備・関連機関連携の
面

・前年度のモデル事業の取り組みを通じて、体制整備、連携
面については、概ね軌道にのったものと考えている。
・今年度の取り組みにおいてはネットワークの拡大と、各機
関が取り組んでいる若者支援関連事業等を相互に有機的
につなげ　　　　　　　　て支援にあたる等、効果的な若者支
援活動を図っていく方針。
・各機関が抱えている難易度の高い要支援事案を抽出し、

・松江市青少年支援センターは、本年７月から無料職業紹
介業務を開始しており、、同業務を円滑に進めるため、就労
支援関係機関とのより緊密な連携を図ることはもとより、特
に若者支援に理解のある雇用先の開拓を計画的に進めて
いく必要がある。
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「地域における若者支援のための体制整備モデル事業」実施地域別現状

支援員養成の面
・ユースアドバイザー講習会についての認知が拡がり、希望
者が増えてきている。特に中・高の教員、民生児童委員、保
護司等の参加を拡げたい。

・関係機関の人事異動による受講者の転出入があり、年度
が改まったとき、受講内容を単純にバージョンアップしていく
ことが難しい。

体制整備・関連機関連携の
面

・若者の居場所づくりのため、関係機関同士で役割の確認
をし、情報共有できる状態。

・若者の支援を効果的に行うために、歩道センター組合を中
核と氏、教育・福祉等の関係機関の支援ネットワークの整備
を図っていきたい。現在は全く整備出来ていない。

支援員養成の面
・就労・社会参加に向けた支援を行えるように、より多くの方
にユースアドバイザー研修を受講してもらい、基礎的知識を
身に付け、実践に役立てたい。

・中学校卒業者・高校中退者の未就労者が、気軽に相談で
きる機関が本町にない。相談・支援ができる人材育成が課
題である。

体制整備・関連機関連携の
面

・官・民のバランスの取れたネットワークの構築
・中核機関に過度に依存しない、参加機関同士の協力関
係、協働の広がり

・行政中心のネットワーク（福祉・教育にやや偏っている）
・少年非行が深刻なため中学校との密接な連携・支援が一
層必要

支援員養成の面
・官・民を問わず幅広い機関での支援員の養成
・養成講習会の内容の充実と社会資源の活用

・昨年は民間からの参加が少なかった
・講習を終えた支援員が活躍できる場をつくること

体制整備・関連機関連携の
面

・サポステと連携し、個別な事例に対応しながら、関係機関
へ繋いでいく
・モデルとなる中学校区を選定し、集中してケースの支援を
行っていく
・職親を焦点にして、繋いでいく

・就労関係の機関の参加が少ないことが、課題としてあげら
れるので、県とも連携を取りながら、協力機関を増やしてい
く

支援員養成の面

・講習会に参加した方が、ケースの立ち上げ方、記録の取り
方、シートの取り方、支援ツールの作り方等、参加者全員が
活用できる講座を企画し、昨年度の講座の上にスキルアッ
プを図る

・機関によっては、年度が替わり、前年度参加した方が、異
動したりしているため、講座をどう組み立てるか。
・養成講習会や定例会議の持ち方、時間の確保など参加可
能な取り組み。
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