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図表 27  横浜市子ども・若者支援協議会 各部会報告資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市子ども・若者支援協議会　各部会報告資料

第三部会 人材育成部会

第二部会 相談ネットワーク部会第一部会 思春期問題部会

第四部会 就労促進部会

横浜・神奈川若者支援連絡会議

【背景・現状】

・無業、ひきこもり、不登校、発達障害、精

神疾患など子ども・若者の抱える問題の

深刻化

・従来の個別分野における縦割り的な対応

では限界

【背景・現状】

・支援対象者の様々な状況・ニーズに対応

できる人材が必要

・他機関と連携し、支援をコーディネートして

いく人材が必要

【背景・現状】

・支援対象者の抱える困難の状態や段階に

応じた就労支援プログラムが必要

・困難を抱えていたとしても働き続けること

ができる就労の場と環境が必要

【背景・現状】

・家庭・学校・地域のつながりの希薄化によ

る思春期の青少年の育成・自立のための

社会基盤の脆弱化

・不登校や非行などに陥るリスクを潜在的に

抱える子どもたちの増加

子ども・若者を支える地域社会のネットワーク

すべての子ども・若者 ・貧困や虐待など ・ひきこもり ・不登校 ・非行

困難を抱えるリスクを ・発達障害 ・精神疾患

抱える子ども・若者 ・無業 ・経済的困窮 ．．．等

Ｄ 他機関との連携のあり方

Ｃ 各機関の役割・あり方

青少年関係機関

教育関係機関

福祉関係機関

就労支援関係機関

保健・医療関係機関

更生・保護関係機関

【ユーストライアングル】

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

Ｂ 入口支援

～地域から支援機関につなげるために

Ｅ ネットワークの拡大

～新たな連携先を拡げていくために

【支援機関のネットワーク】

（各機関で専門的支援を行うケースは除く）

【安定した生活を営んでいる状態（自律・自立）】

中間的就労(※)

起業
企業

（２次産業・３次産業）

農業・漁業・林業

（１次産業）

困難を抱える若者たち

商店街

Ｆ 出口支援

～地域で若者を受け入れるために

Ｇ 中間的就労の場の創出や

定着支援を行うために

福祉制度

【検討課題】

◆ 当事者本人及び家族への支援、社会への啓発、後

継者の育成という３つの視点を備えた若者支援者

を育成する。

◆ 人材育成機関の設置を検討する。（研修の充実

等）

◆ 地域において新たに若者支援を担う人材（既存の

地域人材、地元企業、個人事業主等）を発掘・育成

する。

◆ 様々な地域人材が継続的に若者支援に関わること

ができ、相互交流が図れる場づくりを進める。

◆ 専門性、支援のコーディネート力、ネットワーク

の開拓力を持つ若者支援者を育成する。

◆ 若者支援者へのスーパーヴィジョン体制を充実す

る。

◆ NPO等の継続性の担保を検討する。

**********************************************

検討課題の主たるステージ：Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

【検討課題】

◆ 困難を抱える若者の就労に向けて、企業、教育

機関、行政など全ての主体が若者の就労支援を通

じて相互に育て合い成長する社会を構築する。

◆ 困難を抱える高校生に対する学校から社会への

移行支援を充実する。

◆社会全体で若者を支援するためのシンボリックで

広がりのあるプロモーション活動を展開する。

◆若者の「インターンシップから就労へ」の流れを

社会全体に広げるため、市役所から取り組みを進

めると共に企業のインセンティブを高めるための

試みを進める。

◆中間的就労(※)の定義を明確にし、場を創出する。

※非市場的就労、半福祉半就労等。

◆農業などの分野で大学生の社会的起業を支援し、

あわせて困難を抱える若者の就労の場を開拓する

など起業による就労支援プロジェクトを推進する。

**********************************************

検討課題の主たるステージ：Ｃ Ｄ Ｆ Ｇ

【検討課題】

◆自治体とNPOが広域で連携するにあたっての役割分担を検討する。 検討課題の主たるステージ：Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ

◆県レベルで設置する協議会と本市協議会との役割分担を検討する。

◆湘南・横浜若者サポートステーションの運営にあたっての自治体間での役割分担と連携について検討する。

【背景・現状】

・県レベルの広域連携で子ども・若者を育成支援する仕組みづくりが必要

【検討課題】

◆ 個別的、継続的、分野横断的な若者支援を推進す

る。

◆ 地域で若者を支えるネットワークを充実する。

◆ 支援につながっていない当事者へのアプローチを

進める。（学校・地域へのアウトリーチ等）

◆ 身近な相談窓口を充実する。（区役所におけるひ

きこもり等若者支援部門の強化等）

◆ 他機関への紹介のあり方（共有すべき情報の内容

の整理、個人情報の取扱い等）を検討する。

◆ 関係機関での統一した対応（支援方針の共有）を

行う。

◆ 機関連携の調整役の設置を検討する。

◆ 当事者の課題や状況に応じたネットワーク規模を

検討する。

**********************************************

検討課題の主たるステージ：Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

【検討課題】

◆ すべての青少年に対する「健全育成」の取り組み（ポ

ピュレーションアプローチ）と、困難を抱える

子どもに向けたきめ細やかな支援の取り組み

（ハイリスクアプローチ）との使い分けと

施策への反映について検討する。

◆すべての青少年を対象とした「第２・第３の家

庭」としての「居場所」を地域に創る。

◆地域の「居場所」と学校教育機関の役割分担を

明確にし、その上での連携関係を構築する。

◆思春期の青少年向けのソーシャル・ワーカーを

育成・配置する。

◆子ども・若者型「地域包括支援センター」を設置する。

◆性犯罪などの低年齢化や青少年の自殺の増加など

の問題行動と携帯・インターネットとの関係性に

ついて検討・検証する。

**********************************************

検討課題の主たるステージ：Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

一体的に検討

困難度
Ａ 子ども・若者の現状
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ウ．窓口の設置及び受付状況 

・ 一人一人の子ども・若者の発達段階や状況に応じた支援を行っていくためには、多様な

支援の入口を開いていくことが必要である。横浜市子ども・若者支援機関マップを整理す

ることにより、各機関の対象者、支援内容等について情報発信を図ることができた。 

 

ウ．支援に関する成果、事例 

・ 「ユーストライアングル実務者連絡会・支援者学習会」において、今年度は「他機関を

紹介（並行支援を含む）する場合の紹介先との情報共有の在り方」を中心に検討を行った。

来年度も引き続き、ユーストライアングル機関内の連携におけるルールづくり等に向けて、

検討を行う予定である。 

 

（３）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 

・ 昨年度同様、NPO等市内民間団体に広く声をかけ、各団体から積極的な参加があった。 

・ 専門以外の様々な知識や情報を体系的に習得できる機会となり、講習内容やテーマにつ

いても、参加者のニーズに即したものとなっており、高い評価が得られた。 

・ 講習会の中で、所属機関の異なる受講者が同じテーブルでグループワークを行ったり、

団体の活動紹介を行ったりする機会を設けることにより、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作りに役立てることができた。 
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図表 28  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） 

4.23

4.28

4.27

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 29  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 3.92 2.48 1.44

6 支援者の実態を理解している 3.50 2.84 0.66

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 4.08 3.36 0.72

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 3.84 3.36 0.48

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 3.88 3.30 0.58

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 4.00 3.32 0.68

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 4.16 3.68 0.48

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 3.68 2.84 0.84

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 3.80 3.44 0.36

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 3.96 3.13 0.84

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 3.88 3.12 0.76

「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 4.12 3.48 0.64

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 3.76 3.24 0.52

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 

・ 横浜市子ども・若者支援協議会の設置・運営を通じて、市内の関係機関にとどまらず、

幅広い領域の専門家、支援機関、民間企業等ともつながりをもつことができ、支援のネッ

トワークを広げることができた。 

・ また中央企画委員会への参加等を通じ、モデル事業に参画する他都市の情報を得ること

で、若者支援体制の整備・推進に関して多くの示唆を得ることができた。 

 

４．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

・ 今年度各部会において活発な議論が展開され、多くの貴重な意見が出されたが、これら
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を施策・事業につなげていくための、具体的な検討・調整が必要である。同時に、既存の

行政施策・事業の整理と、行政と民間との役割分担の明確化も求められる。 

・ 子ども・若者問題の理解と支援の必要性について、市民や企業の理解を促進するような

取組が求められる。 

 

（２）人材育成に関する課題 

・ 人材育成については、第三部会人材育成部会を中心に検討が行われ、「当事者本人及び家

族への支援、社会への啓発、後継者の育成という３つの視点を備えた若者支援者を育成す

る」、「人材育成機関の設置」などの課題が出された。また支援者の育成だけでなく、定着

に向けた支援策も必要である。現在実施しているユースアドバイザー養成講習会を含めて、

体系的な人材育成の仕組みづくりが求められる。 

 


