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２－３．千葉県千葉市 

１．事業計画 

（1）現状 

ア．地域における若者の現状 

【補導状況について】 

平成 21 年度の補導状況は、補導件数延べ 2,612 件で、増え続けていた件数が初めて減

少に転じたが、平成 19 年度と比べてはまだ多い状況にある。（前年比 763 件減）。主な補

導行為は、喫煙、自転車の二人乗り、不良交友、怠学、窃盗等であり、その中で前年度に

比べて、怠学、不良交友は約半減したが、窃盗は増えている。 

【児童生徒の問題行動の現状について】 

本市における平成 21年度の暴力発生件数は、小学校 33件、中学校 517件で、前年度よ

り小学校 11件、中学校 110件の増となっている。特に中学校の暴力行為の状況において、

対教師暴力は、48件（61件）と減少したものの、生徒間暴力は、210件（166件）と増加

している（（ ）内は平成 20年度）。 

【不登校について】 

平成 21年度は、小学校 143人、中学校 646人で、全児童生徒数に占める割合は、0.27％、

2.76％と全国の割合（0.32％、2.77％）に比べ、小学校では低くなっているものの、中学

校ではほぼ同程度である。 

【いじめについて】 

平成 21年度は、小学校 29校 67件、中学校 38校 267件で、学校数に占める割合は、

24.2（24.2％）％、66.7（71.9％）％となり、平成 20年度に比べて、中学校は減少してい

る（( )内は平成 20年度）。 

【ひきこもり、ニートの状況について】 

千葉市におけるニートの数（ニートの状態に近いと思われる若年無業者数）は、平成 17

年国勢調査によると、2,963 人である。この割合は、15 歳から 34 歳までの千葉市におけ

る人口（平成 17年 9月 30日現在 249,048人）の 1.19％にあたる。 

また、ひきこもりについての状況は、把握できていない。 

【児童虐待について】 

千葉市児童相談所における平成 21年度児童虐待の対応件数は、360件となっており、平

成 20年度と比較すると 46件少なかった。しかし、平成 15年度と比べると 3.3倍と依然

高い状況が続いている。 

通告・相談経路別件数は、近隣知人が 148件と最も多く、警察 68件、学校 31件、家族

29 件と続く。対象児童年齢別件数では、小学生の 128件、3歳以上就学前が 98件、3歳

未満 81件、中学生 37件、高校生その他 16件となっている。また、その内容は、心理的

虐待が 155件、身体的虐待 101件、ネグレクト 101件、性的虐待 3件となり、心理的虐待

は、DVによるものが多くなっている。 
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【青少年育成行動計画基礎調査より（平成 18年）】 

高校生を対象とした現在の心境についての質問『あなたは、将来希望する仕事につける

か』の問に「不安である」又は「わりと不安である」と回答した割合は、79.0％であった。

また、質問『周囲の人とうまくやっていけるか』との問に「不安である」と否定的に回答

した割合は、半分であった。現在の社会情勢を表す結果となっているものと考えられる。 

 

イ．現在の支援の状況 

【教育委員会指導課】 

市内各中学校にスクールカウンセラーを 1名配置し、児童生徒及び保護者の相談活動を

行っている。また重大事案が発生したときには、スーパーバイザーと教育委員会が協議し、

学校や児童生徒への支援を行っている。 

平成 21 年度の学校における相談件数は 18,834 件で内訳は児童生徒 7,405 件、保護者

2,425件、児童生徒と保護者 693件、教職員 8,311件になっている。主な相談内容を多い

順に並べると、不登校、対人関係、性格身体、家庭の問題となっている。 

【教育センター】 

教育上の悩みを持つ幼児から高校生年齢の青少年とその保護者、教職員を対象に電話相

談、来所相談、医療相談、家庭訪問相談員派遣等を実施している。また不登校の児童生徒

のために、市内小学校内 4か所に適応指導教室（ライトポート）を設置し、少人数での個

別指導を中心に学習指導やスポーツ活動を行い、学校生活復帰を目指した段階的な適応指

導を行っている。 

【養護教育センター】 

障がい等がある児童生徒と保護者への電話相談や来所相談、教職員の相談業務を行って

いる。市内小中学校では、通常の学級に在籍する ADHD等と思われる児童生徒に係る問題

も多くなっており、学校訪問や特別支援教育指導員を派遣する等して対応している。来所

相談は、年々増加していて、平成 21年度の来所相談は、846件 5,979回である。 

市内小中学校では、児童・生徒の問題に対して、関係機関と連携したケース会議を開催す

ることが多くなった。教育相談担当者の活動もセンター内だけではなくなっているので、6

人の指導主事で対応しているが厳しい状況にある。 

【青少年サポートセンター】 

問題行動をもつ児童生徒及び無職少年やその保護者への支援を行っている。平成 21年度

は、対象者 22人に対して、延べ 329件の継続支援を行った。 

また、来所相談のほか、電話相談も行っている。相談内容は多岐にわたり、述べ 159件

の相談を受けた。 

【市児童相談所】 

相談件数の約 1割が児童虐待であり、可能な限り 24時間以内の対応に努めている。 

ほかに、義務教育終了後の進路や就労後すぐに辞めてしまった方の相談対応なども行っ

ている。このような子どもの保護者は、なんとかこの状況を解決したいという意識が低い
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ことが多く、そのような保護者への対応が課題である。 

【こども家庭課】 

児童の虐待が増えてきている。様々な組織と連携して児童虐待に対応していくための役

割分担等を検討している。 

【発達障害者支援センター】 

平成 20年 1月に設立され、述べ相談件数は平成 20年度が 900件であったのに対し、平

成 21年度が 1,900件と倍増した。今年度は年間 2,700件に届くようなペースである。 

発達障害を持っている方が対象ではあるが、ひきこもり、ニートなど様々な方の支援を

行っている。ひきこもり、ニートなどは当センターだけでは対応できないため、警察署な

どと連携して対応している。 

【こころの健康センター】 

メンタルヘルスの相談業務が中心である。セミナー等を開催したり、電話相談を受け付

けたりしている。 

【産業支援課雇用推進室】 

雇用を促進する各種相談やセミナー、若者や障がい者を対象とした合同面接会の開催な

どによって就労を支援している。 

 

ウ．昨年度のモデル事業をきっかけとした新しい取組（継続地域のみ） 

・ 平成 23年度内の協議会設置を目標に地方企画委員会でその位置付けや役割等を具体的に

協議しながら、要綱等を策定する。 

・ 講習会参加対象者を拡大し、支援員拡充を図るとともに、定例会議でのケース検討会を

継続的に実施し、モデル事業の充実を図る。 

 

エ．協議会設置に向けた準備状況 

・ 設置時期：平成 23年度末までに設置予定。 

・ 主たる支援対象となる子ども・若者像：０歳から 30歳代までの子ども・若者 

・ 設置主体： 千葉市 

・ 協議会の名称：千葉市子ども・若者地域協議会(仮称） 

・ 構成機関：千葉市における地方企画委員会の参加主体を中心に検討 

・ 運営方法：モデル事業の地方企画委員会を核とした委員構成を検討している。また、外

部委員として、学識経験者を３名程度予定している。会の開催回数は、地方企画委員会で

協議していく。 

・ 既存組織との役割分担：それぞれの機関の業務を勘案し、モデル事業を通して、検討し

ていく。 

・ 調整機関とその役割：健全育成課と青少年サポートセンターを中心に検討していく。役

割については、協議会が効果的に機能するために事務局の機能を果たし、運営の中核とし

て支援の状況を的確に把握し、必要に応じてほかの関係機関との連絡調整を行う。 
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・ 指定支援機関とその役割： 

NPOの実態を把握しながら、指定支援機関の指定の可能性を検討していく。 

・ 子ども・若者総合相談センターとその役割： 

総合相談センターについては、青少年サポートセンターを中心に検討を進めるが、人員配

置等の課題もあることから、協議会設置と同時に設置できるかは、協議を重ねる。役割とし

ては、ワンストップ窓口的な役割を考えている。支援員は、相談の中で、関係機関につなぐ

役割を担い、複合的な問題については、協議会で協議することとする。総合相談センターで

の問題解決は、考えていない。あくまでも、次の支援機関につなぐ役割を想定している。 
 
（２）協議会設置に向けた課題 

【制度設計についての課題】 

NPOを含めた民間団体と庁内機関等がどこまで連携できるかが課題である。まず、その

実態を把握するため、関係団体の調査を実施したい。 

また、組織を大きくしてしまうと、議論が深まらないのではないかと危惧してしまう。

現在考えているのは、学識経験者を含めて 20名位を考えているが、その規模が適当である

かの判断が難しい。 

将来、子ども・若者支援の総合相談窓口の開設が可能となれば、若者に対しての継続的・

総括的な支援体制ができるので、その設置に向け、どの機関がその役割を担うのか協議を

重ねていきたい。仮に候補の機関が絞られても、人員の配置等の課題がある。 

 

【支援の実施における課題】 

市の財政状況を考慮すると、予算確保や職員配置が課題となる。 

 

【支援員に関する課題】 

庁内及び関係各機関等へ講習会への職員の参加を依頼しているが、どの部署も人員に余

裕がなく、職員の出席が厳しい状況にある。民間等の青少年育成団体からの講習会への参

加協力は得られるが、講習終了後にユースアドバイザーとして、活動（活躍）できる環境

の確保や 8回の講習でどこまで幅広い知識を身に付けスキルアップさせる講習を開催でき

るかについても課題である。 

 

（３）本年度における達成目標 

・ 関係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

性のある体制整備の確立を目指す。 

・ ケーススタディ等を通して、それぞれの機関で何が対応可能であるか見極め、各機関で

抱える事例に対し、より多角的・多面的な支援を可能にする。また、それぞれの機関の役

割を明確にする。 

・ 庁内連携体制の合意を得る。 
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・ 協議会設置後の運営イメージを明らかにする。 

・ ユースアドバイザー養成講習会や定例会議への参加を通じて、幅広い知識やスキルを身

に付け、実際の相談活動に活躍できる人材を育成し、各機関の業務内容（支援の範囲）を

把握することより積極的に若者支援に対応できる人のつながりを構築する。 

 

（４）本年度モデル事業の実行計画 

ア．本年度モデル事業にて特に注力する点 

・ 平成 23年度内の地域協議会の設立や早期の総合相談センターの設置に向けて、その位置

付けや役割等を協議し、連携機関等との合意を図る。 

・ 講習会参加者を拡大し、支援員の拡充を図るとともに、定例会議でのケース検討会を継

続的に実施し、事業の充実を図る。 

 

イ．地方企画委員会 

若者支援に関連する分野においてそれぞれ中心的な役割を果たす機関によって、千葉市に

おける子ども・若者支援地域協議会の設置に向けた協議を行う。年３回の開催を予定。 

 

 

ウ．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終了後にケース検討会議を実施する。 

 

エ．ユースアドバイザー養成講習会 

概ね月１回（定例会議と同日開催）、相談員を対象にユースアドバイザー養成講習会を実施

する。 

 

２．実施事項 

（１）地方企画委員会 

千葉市では、全３回の地方企画委員会を開催した。千葉市において設置する子ども・若者

支援地域協議会の支援者対象者や構成機関、設置主体、設置時期などについて、また、調整

機関、指定支援機関、子ども・若者総合相談センターの役割や設置の在り方などについて検

討した。 

 

図表 16 千葉市における地方企画委員会実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ ７／22 

1．子ども・若者支援地域協議会体制
整備モデル事業について 
2．「千葉市子ども・若者支援地域協
議会体制整備モデル事業」計画及び方
針について 
3．各機関の相談状況及び協議会につ
いて 

・子ども・若者を取り巻く現状及び本

モデル事業の目的についての共有 
・千葉市におけるモデル事業計画と方

針についての共有 
・各機関の相談状況及び協議会の現状

の共有 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 

２ 10／14 
1．地方企画委員会、YA 講習会・定
例会議実施報告 
2．地域協議会設置について 

・地域協議会の支援対象者、構成機関、

設置主体、設置時期などについての検

討 

３ ２／10 

1．地方企画委員会、YA 講習会・定
例会議実施報告 
2．地域協議会設置について 

・千葉市において設置する地域協議会

及び関係機関（調整機関、指定支援機

関、子ども・若者総合相談センター）

の具体的イメージについての検討 
・今後の予定についての確認 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

各関係機関の代表職員及び、保護司、青少年相談員、青少年補導員等の代表により、「子ど

も・若者支援」に関して、事例を基に、その対応策や支援の方向性を協議する「ケース検討」

を中心に８回実施した。 

 

図表 17 千葉市における定例会議実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ ７／26 
1．自己紹介 
2．今年度の定例会議の持ち方につい
て 

・参加者による自己紹介 
・今後の定例会議における事例検討の

進め方について共有 

２ ８／24 
1．各関係機関における事業概要につ
いて 

・各関係機関における事業概要の共有

３ 10／20 
1．各関係機関における事業概要につ
いて 

・各関係機関における事業概要の共有

４ 11／８ 
1．事例検討 
2．情報交換 

・不登校に関するケースを検討し、今

後の同分野の支援の進め方について

共有 

５ 11／22 
1．事例検討 
2．情報交換 

・ADHD（注意欠陥多動性障害）に
関するケースを検討し、今後の同分野

の支援の進め方について共有 

６ 12／21 
1．事例検討 
2．情報交換 

・不登校に関するケースを検討し、今

後の同分野の支援の進め方について

共有 

７ １／20 
1．事例検討 
2．情報交換 

・不登校に関するケースを検討し、今

後の同分野の支援の進め方について

共有 

８ ２／３ 

1．事例検討 
2．課題と今後の方向性について 

・不登校に関するケースを検討し、今

後の同分野の支援の進め方について

共有 
・課題と今後の方向性についての検討

及び共有 

 

（３）ユースアドバイザー養成講習会 

各関係機関の職員、保護司、青少年相談員、青少年補導員等を対象に、各関係機関等にお

ける実務者により「子ども・若者支援」に必要な知識やスキルの習得を目的として、全 8回

のユースアドバイザー養成講習会を実施した。 
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図表 18 千葉市ユースアドバイザー養成講習会実施事項 

回 日程 講習内容 手法 時間 講師 

１ ７／26 
1．制度の概要及び業務
の内容、若者をめぐる状

況と自立支援の現状 

講義 120分 放送大学教養学部 
教授 宮本 みち子 

２ ８／24 

1．若者の非行及び犯罪
の状況 

講義 50分 千葉中央警察署 
生活安全課長 小宮 満  

2．少年司法の仕組み 講義 50分 千葉家庭裁判所 
主任調査官 稲妻 伸一  

３ 10／20 

1．公的扶助等の仕組み 講義 50分 千葉市保健福祉局保護課 
主任主事 山﨑 一良  

2．児童福祉の仕組み 講義 50分 千葉市児童相談所 
所長 鈴木 省司  

４ 11／８ 
1．相談における基本的
な態度と心得等 

講義 120分 千葉大学大学院教育学研究科 
准教授 磯邉 聡  

５ 11／22 

1．不登校、高校中退、
若者のひきこもり、若者

のメンタルヘルス（知的

障がい・発達障害等含

む） 

講義 120分 国立国際医療研究センター 
国府台病院精神課部門 

診療部長 齊藤 万比古 

６ 12／21 
1．雇用就労の実態 講義 120分 千葉市経済農政局 

労働相談員 細野 睦生  

７ １／20 
1．ＳＳＴなどグループ
ワークの方法、技法（実

習含む） 

講義、演習 120分 臨床心理士 
齋藤 由美  

８ ２／３ 

1．アウトリーチ（訪問
支援）の実践 

講義 50分 千葉市教育センター 
指導主事 植草 伸之 

2．個人情報の保護・管
理及び情報共有の可能

性 

講義 50分 内閣府政策統括官(共生社会政
策担当)付 
青少年支援担当主査 荒巻 由

衣 
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（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 19 千葉市における参加主体一覧 

  教育 福祉 保健・医療 矯正・更生保護 警察 雇用 その他 

地方企画

委員会 

機関 

・市教育委

員 会 指 導

課 
・市教育セ

ンター 
・市養護教

育 セ ン タ

ー 
 

・市児童相

談所 
・市こども

家庭課 
・市発達障

害者支援セ

ンター 
・千葉市民

生委員児童

委員協議会 

・市こころの

健康センタ

ー 

・千葉市保護司

会連絡協議会 
・千葉市青少年

補導員連絡協

議会 
・青少年サポー

トセンター 

・県警千葉

市警察部 
・市産業支

援課雇用推

進室 

・千葉市青

少年相談員

連絡協議会 

個人 

・学識経験

者（齋藤哲

瑯  川 村

学 園 女 子

大学教授） 

・学識経験

者（寺崎眞

里  元 公

立 小 学 校

長） 

－ ・学識経験者

（ 礒 邉 聡

千葉大学大

学院教育学

研究科准教

授） 

 

－ － － － 

定例会議 

機関 

・市教育セ

ンター 
・市養護教

育 セ ン タ

ー 
 

・市こども

家庭課 
・市発達障

害者支援セ

ンター 
・千葉市民

生委員児童

委員協議会 

－ ・千葉市保護司

会連絡協議会 
・千葉市青少年

補導員連絡協

議会 
・青少年サポー

トセンター 

・県警千葉

市警察部 
－ ・千葉市青

少年相談員

連絡協議会 

個人 － － － － － － － 

養成講習

会 

機関 

・市教育委

員 会 指 導

課 
・市教育セ

ンター 
・市養護教

育 セ ン タ

ー 
 

・市こども

家庭課 
・市発達障

害者支援セ

ンター 
・千葉市民

生委員児童

委員協議会 

－ ・千葉市保護司

会連絡協議会 
・千葉市青少年

補導員連絡協

議会 
・青少年サポー

トセンター 

・県警千葉

市警察部 
－ ・千葉市青

少年相談員

連絡協議会 

個人 － － － － － － － 

 

３．成果 

（１）協議会設置に向けた検討・準備における成果 

・ 協議会設置に向けて、構成機関となる予定の関係機関による協議の場（地方企画委員会）
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で、互いの取組状況や協議会に対する期待などを共有することができ、子ども・若者に対

する総合的支援の必要性についての共通理解を醸成することができた。 

・ 上記の共通理解を基に、千葉市における協議会の設置については地方企画委員会におい

て合意形成がなされ、平成 24年２月の設置（予定）に向けて、協議会の枠組みや支援対象、

構成機関、設置主体などについての検討が進んでいるところである。 

・ これまでのところ、協議会は代表者会議、実務者会議、ケース検討会議の三層構造とし、

調整機関は健全育成課と健全育成課が所管する青少年サポートセンターが担う方向性で合

意形成がなされた。代表者会議の構成員は、守秘義務遵守の観点から、公的な相談機関や

支援機関等を中心とし、活発な協議や連携がなされるよう当初は構成員の数を限定して立

ち上げることとなった。なお、各関係機関と連携のある NPO や民間団体の活用について

は、今後の課題とした。また、指定支援機関は当面指定せずに協議会を立ち上げる予定で

ある。子ども・若者総合相談センターについては、引き続き具体的な内容を検討すること

となった。 

 

（２）人材育成に関する成果 

ア．ユースアドバイザー養成に関する成果 

・ 様々な分野の講義が開催され、専門以外のほかの分野の講義を受けることにより、広い

見識や知識が得られた。また、現在の若者の課題がより一層把握され、関係者間で共有さ

れた。 

・ ほかの機関の支援者が集うことにより、それぞれの顔や名前を知ることができた。これ

により、今後支援に携わる中で、連絡や相談などの連携が取りやすくなった。 
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図表 20  ユースアドバイザー養成講習会の理解度・満足度 

（とても満足５、満足４、普通３、不満足２、とても不満足１） 

3.97

4.04

3.94

0 1 2 3 4 5

総合満足度

内容の専門性の程度

内容のわかりやすさ

 

 

図表 21  ユースアドバイザー養成講習会受講前後の知識・スキルの変化 

講習内容 受講後 受講前
受講後に伸
びた割合

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 4.07 3.54 0.53

6 支援者の実態を理解している 3.72 3.38 0.35

若者をめぐる状況と自立支援の現状 11 若者の自立支援の現状について理解している 4.03 3.71 0.33

労働環境について（職業紹介も含む）、就労支
援について

13 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 4.00 3.50 0.50

15 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 4.17 3.33 0.84

16 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 3.97 3.21 0.76

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）

17 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 4.17 3.17 1.01

若者の非行、犯罪について、少年司法の仕組に
ついて

19 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 4.24 3.67 0.57

公的扶助、障害者福祉の仕組み 23 公的扶助の仕組みを理解し、支援する際に活用できる 3.79 3.00 0.79

ネットワークの構築と個人情報保護について 31 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 3.93 3.21 0.72

ケース検討会のあり方 36 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 3.86 2.59 1.27

「動機付け面接」など効果的な面接方法の実習 39 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 4.10 2.92 1.19

アウトリーチ（訪問支援）について 44 アウトリーチ（訪問支援）の目的や概要を理解している 4.03 2.46 1.58

チェック項目

制度の内容及び業務の内容

不登校、高校中退について、若者のひきこもり
について

 

 

イ．調整機関の業務を担う人材の養成に関する成果 

・ 調整機関を担う予定である健全育成課及び青少年サポートセンターの職員もユースアド

バイザー養成講習会や定例会議に参加し、実際に子ども・若者に起こっている問題や支援

の実態の把握や支援に必要な知識やスキルを習得することができた。講習会や定例会議へ

の参加を通じて、実際の支援現場で活躍する支援員らとのネットワークも形成された。 

 

４．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

・ 市財政が厳しい中での協議会設置・運営のための予算の確保が課題である。 

・ 各構成機関の積極的な参加を促すとともに、NPO等民間支援団体について、どのような

団体をどのような位置付けで参画させていくかについての検討が必要である。 
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・ また、「千葉市青少年問題協議会」及び「千葉市要保護児童対策及び DV防止地域協議会」

といった既存の協議会との役割分担や連携の在り方等を検討していくことも課題である。 

 

（２）人材育成に関する課題 

・ ユースアドバイザー養成講習会を通じて、様々な分野の知識を習得したユースアドバイ

ザーを養成することができたが、それらの知識を実際の支援現場で実践できるまでにスキ

ルアップさせることが課題である。 


