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２－４．神奈川県横浜市（平成 22年 7月 26 日設置済み） 

１．事業計画 

（1）現状 

ア．地域における若者の現状 

・ ひきこもりや若年無業者（いわゆる「ニート」）など働きたくても働くことができず、社

会生活を営む上での困難を有する若者の問題が深刻な状況である。 

・ また、貧困や虐待、不登校やいじめ、非行、発達障害など、子ども・若者をめぐる課題

はますます複雑化、深刻化している状況である。 

・ 横浜市では、20歳代から 30歳代の生活保護受給率が増加している。 

・ これらの困難を抱える子ども・若者たちの、社会・経済的な自立に向けた新たなスター

トを社会全体で応援する環境が必要である。また、全ての子ども・若者が自己を確立し、

自立していくための支援を行う、関係機関のネットワーク形成と機関の機能強化などとと

もに、新たな仕組みづくりが必要である。 

 

イ．現在の支援の状況 

・ 横浜市では、無業やひきこもり状態などにある若者の社会・経済的な自立に向けて、様々

な施策や事業に取り組んでおり、平成 18年 12月には若者の職業的自立に向けた総合相談

や継続的支援を行う「よこはま若者サポートステーション」を、平成 22 年 6 月には全国

初の取組である自治体連携により運営を支える「湘南・横浜若者サポートステーション」

を設置しました。また、平成 19年 10月（西部）、平成 20年 11月（南部）及び平成 22年

3 月（北部）には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の支所的機能

を有し、地域において若者の自立に向けた相談・支援を行う「地域ユースプラザ」（市内４

か所整備予定）を、NPO 法人との協働によりそれぞれ開設した。これにより、「横浜市青

少年相談センター」、「若者サポートステーション」及び「地域ユースプラザ」が連携する

ことにより、一人一人の若者の自立を包括的に支援することを可能にする、いわゆる「ユ

ーストライアングル」を核とした若者の自立支援の体制整備を進めている。また、平成 20

年度からは、共同生活を基軸としてボランティア活動や職業体験等のプログラム実施によ

り社会参加や職業的自立に向けた支援を行う「よこはま型若者自立塾」を展開している。 

・ また、若者の自立支援に関係する機関として、義務教育年齢の児童の教育相談や不登校・

いじめ等に関する相談支援を行う「教育総合相談センター（教育委員会）」や、18 歳未満

の児童に関する養育・非行・障がい等の総合的な相談支援を行う「児童相談所（こども青

少年局）」、精神疾患を伴うひきこもり等に関する相談を行う「こころの健康相談センター

（健康福祉局）」、各区の「福祉保健センター」のほか、神奈川県の機関、就労支援機関、

民間企業、民間支援団体や親の会等との連携に取り組んでいる。 

・ さらに、平成 20年度からは内閣府による「地域における若者支援のための体制整備モデ

ル事業」による取組を導入し、福祉、教育、就労、司法等多分野にわたる関係機関の支援

ネットワークや支援者育成の在り方について検討を行うため、地方企画委員会、実務者に
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よる定例会議、ユースアドバイザー養成講習会等の開催を通じて、連携の促進と支援者の

人材育成に取り組んでいる。 

 

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） 

・ 青少年相談センター、若者サポートステーション、地域ユースプラザの相談支援実務者

による「ユーストライアングル実務者連絡会・支援者学習会」を開催し、支援困難ケース

や複数機関利用ケースについて、モデル事例による支援方法の検討、本人同意が得られた

場合の情報共有を行っている。 

・ 地域ユースプラザを中心に、市内方面別に関係行政機関及び地域の NPO 法人・親の会

等との連携を進めるため、「地域若者支援連絡会議」を設け、各機関・団体の活動内容に関

する情報交換、研修会・学習会等を行っている。 

・ 若者の自立支援に対応する専門的な相談員（ユースアドバイザー）を対象とした講習会

を実施し、ネットワークを有効に活用できる人材の養成を進めている。 

 

エ．協議会設置に向けた準備状況 

・ 設置時期：平成 22年７月 26日設置 

・ 主たる支援対象となる子ども・若者像：社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・

若者 

・ 設置主体：横浜市 

・ 協議会の名称：横浜市子ども・若者支援協議会 
 
（２）協議会設置に向けた課題 

・ 制度設計についての課題として、広範にわたる子ども・若者の有する問題を協議するた

め、部会及び連絡会議ごとに協議をし、座長・副座長で構成する代表者会議及び協議会に

おいて、情報交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行うことが重要である。 

・ 支援の実施における課題として、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者

のために、１つの構成機関が支援するだけではなく、ネットワークを形成し、関係機関等

が行う支援を適切に組み合わせることにより、効果的かつ円滑な支援の実施が必要である。 

 

（３）本年度における達成目標 

若者支援者の育成については、ユースアドバイザー養成講習会（相談員合同研修会）の実

施のほか、若者支援の人材発掘・人材育成の在り方や NPO 法人の継続性の担保について検

討する。 

協議会については、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子ども・若者を支援するた

めのネットワークを形成し、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることにより、効果

的かつ円滑な実施を図る。 
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（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 

広範にわたる子ども・若者の有する問題を協議するため、部会及び連絡会議ごとに協議を

し、代表者会議及び協議会において情報を共有し、包括的な子ども・若者支援の体系を構築

する。 

 

イ．横浜市子ども・若者支援協議会（地方企画委員会） 

年２回開催。第１回は７月、第２回は３月に実施。 

 

ウ．ユースアドバイザー定例会議 

部会及び連絡会議ごとに３回、検討会議を実施する。協議会の組織構成は図表○の通りで

ある。 

 横浜・神奈川若者連絡会議 

 第一部会 思春期問題部会 

 第二部会 相談ネットワーク部会 

 第三部会 人材育成部会 

 第四部会 就労促進部会 

 

図表 22  横浜市子ども・若者支援協議会の構成 

横浜市子ども・若者支援協議会

横浜・神奈川
若者支援連絡会議

横浜市子ども・若者支援協議会の構成

就労促進部会

困難を抱える若

者への職業教育、
中間的就労の場
の創出や定着支
援など若者の就

労支援のあり方
について

困難を抱える若
者への支援のあ
り方について、県
や周辺の自治体、
県内で活動する
若者支援のNPO
と連携して協議し
ます。

第一部会
思春期問題部会

青少年相談セン
ター、若者サポート
ステーション、地域
ユースプラザの3機
関を中心とした関係

機関との連携強化
について

座長 宮本みち子氏 （放送大学教養学部教授 ）
構成メンバー 全委員

第二部会
相談ネットワーク部会

第四部会

深夜徘徊への
対応や居場所
づくりなど、孤立
し困難を抱える
思春期の子ども

たちへの支援の
あり方について

・協議会は全体の進行管理を行うと共に、情報
を共有化し、包括的な子ども・若者支援の体系
を構築します。

・部会及び連絡会議の所掌事項は以下の通り
です。

第三部会
人材育成部会

ユースアドバイ
ザーなど若者支
援者の人材育成
やNPO法人の継
続性を担保する

ための人材発掘
や育成について

（実務者会議、ケース検討会議）

地域若者支援連絡会議
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エ．ユースアドバイザー養成講習会 

全９回実施。相談員を対象に、機関連携の核となる人材「ユースアドバイザー」的な資質

を有した支援者を広く養成することで、横浜市全体の支援者のスキルアップを図る。講習内

容は、昨年度と同様の内容を予定。 

 

２．実施事項 

（１）横浜市子ども・若者支援協議会（地方企画委員会） 

全２回実施した。第 2回はシンポジウム形式で開催し、各部会での検討課題と今後の方向

性について市民、関係者に広く周知した。 

 

図表 23 横浜市における子ども・若者支援協議会実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ ７／26 

1. 横浜市子ども・若者支援協議会
について 

2. 委嘱状交付 
3. 今年度の横浜市の若者支援モ
デル事業の取組について 

4. 基調提言（花園大学 客員教授
水谷 修） 

5. 意見交換 

・ 子ども・若者支援協議会の設置

について合意 
・ 各部会での検討テーマの理解 
・ 子ども・若者の抱えている問

題・課題について情報共有 

２ ３／27 ※震災により４月に延期 
 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

検討テーマ別の部会、横浜・神奈川若者支援連絡会議、代表者会議（座長及び各部会長）

を全 15回開催した。 

第三回第一部会においては、横浜市内の青少年関連施設を視察し、各施設での支援の状況

や課題について情報を共有した。視察には、第一部会以外の委員の参加を得た。 

また第四回思春期フォーラムでは、市内支援機関や関係団体のほか、高校生、大学生も参

加し、青少年の居場所づくりについて活発な議論が行われた。 

 

図表 24 横浜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 ８／30 

（第一回第一部会） 
1.「子ども・若者育成支援推進法」
と「横浜市子ども・若者地域支援

協議会」設置までの経過について

2.委員活動紹介 
3.意見交換 

・部会長からの提案（ハイリスクアプ

ローチとポピュレーションアプロー

チについて） 
・思春期関連データの提示、共有 
・思春期問題の現状と課題について情

報共有、論点抽出 
・部会の検討テーマ・論点の確認 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 

2 ９／７ 

（第一回第二部会） 
1.「子ども・若者育成支援推進法」
と「横浜市子ども・若者地域支援

協議会」設置までの経過について

2.委員活動紹介 
3.意見交換 

・部会長からの提案（ネットワークに

ついて） 
・相談ネットワークの現状と課題につ

いて情報共有、論点抽出 
・困難を有する若者支援に係るほか機

関との連携状況アンケート結果につ

いて共有 
・部会の検討テーマ・論点の確認 

３ ９／８ 

（第一回第三部会） 
1.「子ども・若者育成支援推進法」
と「横浜市子ども・若者地域支援

協議会」設置までの経過について

2.委員活動紹介 
3.意見交換 

・よこはま若者サポートステーション

の利用者状況と求められる人材・課題

について報告（鈴木委員） 
・若者支援者の役割・機能別の比較、

支援モデルの提示 
・人材育成の現状と課題について情報

共有、論点抽出 
・部会の検討テーマ・論点の確認 

４ ９／９ 

（第一回第四部会） 
1.「子ども・若者育成支援推進法」
と「横浜市子ども・若者地域支援

協議会」設置までの経過について

2.委員活動紹介 
3.意見交換 

・部会長からの提案（現代の若者にと

って教育と仕事はいかなる問題をは

らんでいるか） 
・若者の就労の現状と課題についての

情報共有、論点抽出 
・部会の検討テーマ・論点の確認 

５ 10／22 

（第二回第一部会） 
1.対処すべき「リスク」と取組の
方向性について 
2.意見交換 

・部会長からの提案（対処すべきリス

クと取組の方向性） 
・少年非行の状況について報告（阿部

委員） 
・市青少年関連事業について共有 
・課題の共有 
・取組の方向性と具体策の検討 

６ 10／22 

（第二回第二部会） 
1.相談ネットワークの在り方につ
いて 
2.意見交換 

・検討課題・方向性・具体策について

提示、協議 
・部会の目指すものの確認 
・課題について協議、整理 

７ 11／12 

（第二回第四部会） 
1.横浜市の関連施策・事業の紹介
2.定時制高校の状況について 
3.意見交換 

・横浜市の発達障害者支援体制及び雇

用・就業等に関する取組について（各

所管局より報告） 
・戸塚高校定時制の課題について報告

・課題について協議、整理 

８ 11／16 

（第二回第三部会） 
1.事例紹介 
2.意見交換 

・愛媛県愛南町の取組紹介（津富副部

会長） 
・部会の目指すものと検討すべきこと

の確認 
・課題について協議、整理 

９ 11／25 

（横浜・神奈川若者支援連絡会議）

1.若者支援団体の現状報告 
2.神奈川県青少年部からの報告 
3.意見交換 

・神奈川県、周辺自治体、県内若者支

援団体との情報共有 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 

10 １／７ 

（代表者会議） 
1. 各部会、横浜・神奈川若者支援
連絡会議の進捗について 
2. 第二回「横浜市子ども・若者支
援協議会」における提言について

3.意見交換 

・各部会での検討内容の確認、情報の

共有 
・主に、青少年の居場所の機能につい

て、中間的就労について、普通科高校

の状況について、協議会が支援対象と

する子ども・若者について意見交換 

11 １／20 

（第三回第三部会） 
1.検討課題の確認 
2.意見交換 

・第二回協議会における部会の報告に

向けて検討課題の確認、協議 
・次年度に向けた方向性の確認 
・主に、支援機関と地域との関わり、

人材育成機関やプログラムの在り方、

行政と民間の役割分担、グランドデザ

インについて意見交換 

12 １／26 

（第三回第一部会）市内青少年関

連施設視察 
・岡村中学校（子どもの幸せを実

現する会） 
・Ｋ２インターナショナル（にこ

まる食堂） 
・ことぶき学童保育 

・課題の共有、各施設関係者との情報

交換 
・岡村中学校：学校と地域の連携強化

による子どもの健全育成支援 
・Ｋ２インターナショナル：生活訓練、

就労支援を軸に、一人一人の成長ステ

ージや状況に応じた支援 
・ことぶき学童保育：福祉の町の中の

子ども・若者の居場所 
 

13 ２／２ 

（第三回第四部会） 
1.検討課題の確認 
2.意見交換 

・第二回協議会における部会の報告に

向けて検討課題の確認、協議 
・次年度に向けた方向性の確認 
・主に、中間的就労について、インタ

ーンシップの受入企業の状況につい

て、若者の就労支援を支える人材や仕

組みについて意見交換 

14 ２／７ 

（第三回第二部会） 
1.検討課題の確認 
2.意見交換 

・第二回協議会における部会の報告に

向けて検討課題の確認、協議 
・次年度に向けた方向性の確認 
・実務者会議での検討内容、支援機関

マップについて報告 
・主に、協議会及び部会の守備範囲に

ついて、区役所における若者支援部門

の強化について、青少年相談センター

機能の充実強化について意見交換 
 

15 ２／11 

（第四回第一部会）思春期フォー

ラム 
1.青少年の居場所の紹介 
2.思春期問題部会での検討内容 
3.意見交換 

・関係機関、支援者、市民に広く思春

期問題や若者の居場所の問題につい

て周知 
・参加者との積極的な情報交換、意見

交換 

 


