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２－９．愛知県豊橋市（平成 22年 11 月 15 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 

・ 平成 21年度における非行や不良行為の補導総件数は、平成 12年度に比べて約 1.5倍に

増加している。 

・ 不登校について、小中学校では様々な支援が展開され一定の効果が出てきてはいるが、

問題は義務教育終了と同時にそれまでの支援が終わってしまうことである。 

・ 平成 17年の国勢調査では、若年無業者は 1,027人、35歳未満の完全失業者は 4,398人

であり、年齢が高い男性の就業が難しい現状である。 

・ 高校退学者の出現率は３年間で 8～10％、１学年 300人前後で推移し、特に男性が高止

まりしている。これは、近隣都市に比べても高い比率であるため、原因の究明が急務であ

り、不登校、高校退学者、ニート・ひきこもりといった自立に困難を有する子ども・若者

の包括的・継続的な支援の取組と体制整備が求められている。とりわけ学校教育からの切

れ目のない支援が課題となっている。 

・ ブラジル・ペルー籍を始めとした外国人青少年が集住しているが、日本語の能力や家庭

の経済状況等によって不就学に陥ったり、中学卒業後における進路や就労環境が日本人に

比べて一層厳しく、不就労に陥ったりという現状がある。「多文化共生」のまちづくりの具

体的な取組を推進するとともに、外国人青少年の進路やキャリア形成を図る支援体制の整

備が必要である。 

・ この 10年間の変化として、ひとり親家庭の増加がある。親子の触れ合いの時間減少や経

済的事由により、家庭教育力の低下、子どもの貧困や貧困の世代間連鎖とも密接に結び付

き、様々な格差の要因となることが推測される。 

 

イ．現在の支援の状況 

・ 「とよはし若者サポートステーション」において就労が困難となっている若者に対する

相談事業を実施しており、「居場所・宿泊訓練事業」としてニート・ひきこもりなどの子ど

も・若者の居場所・宿泊訓練を行い、「就労体験事業」「外国人就労支援事業」として就労

が困難となっている若者に対する、農業・介護などの労働体験を実施している。このよう

な入口から出口までの支援事業システムによって、就業・社会的自立を目指す子ども・若

者への支援を行っている。 

・ 「豊橋市若者自立支援ネットワーク協議会（平成 21年 10月 15日設立）」において実務

者レベルの情報共有を図ってきたが、更なる支援体制の整備・充実のため「豊橋市子ども・

若者支援地域協議会（平成 22年 11月 15日設立）」へ発展的に移行・設置した。 

 

ウ．協議会設置に向けた準備状況 
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設置時期：平成 22年 11月 15日 

主たる支援対象：ニート、ひきこもり、高校中退者等の子ども・若者 

設置主体：市町村（単独設置） 

運営方法：代表者会議、担当者会議 

既存組織との役割分担： 要保護、障がい者などのほかの既存ネットワークと連携してい

く中で、本協議会としての方向性を見出していく。 

調整機関とその役割：豊橋市教育委員会／会議の開催、事務局 

指定支援機関とその役割： NPO法人いまから／子ども・若者総合相談窓口としての機能

を担い、支援のコーディネートを行っている（ほかに地域若者

サポートステーション、居場所・宿泊事業、就労体験事業を実

施している）。 

子ども・若者総合相談窓口とその役割：子ども・若者総合相談窓口は、平成 23年４月に少

年愛護センターととよはし若者サポートステーションを併設させ、それぞれの相談機能を活

かして相談窓口のワンストップ化を図る。 
 
（２）協議会設置に向けた課題 

・ 支援を行うに当たり、県教育委員会・高等学校・教師との連携不足が課題である。 

・ 各支援機関において組織内の情報共有が図られていないため、個々の支援員における協

議会や他支援機関への認識不足のケースがある。 

 

（３）本年度における達成目標 

協議会の設計という観点から、総合相談窓口の職員の確保と、事例に対応した速やかな個

別ケース検討会議の開催・協議の実施が目標である。また、相談員・支援員の養成という観

点では、市民の発掘、多方面の基礎的な知識（若者の現況）の習得などが目標である。 

 

（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 

本協議会を継続的に運営できる体制の整備、創設についての市民・関係支援機関への周知、

ユースアドバイザーの募集・養成 

 

イ．地方企画委員会 

年２回開催を基本とする。今年度は 11月 15日に設立総会を開催し、各支援機関の情報共

有を図った。 

３月に本協議会運営マニュアル、とよはし子ども・若者育成プラン、今年度事業報告及び

来年度事業計画等を承認する。 
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ウ．ユースアドバイザー定例会議 

月１回開催し、協議会の運営マニュアル、支援機関マップ、とよはし子ども・若者育成プ

ラン等の作成・検討を行う。ほかに個別ケース検討会議を必要に応じて実施する。 

 

エ．ユースアドバイザー養成講習会 

講義：10日 16単元 

対象：各支援機関の相談員、少年愛護センター補導委員、公募した市民 

目標：今年度は、受講生が多方面にわたる今日の若者の現況と課題を認識し、様々な自立支

援の必要性を理解すること。 

 

２．実施事項 

（１）地方企画委員会 

第１回を「子ども・若者支援地域協議会」の設立総会と位置付け、代表者会議兼実務者会

議として開催した。 

第２回は「子ども・若者支援地域協議会」の継続的運営を図るため、運営マニュアル及び

来年度事業について承認を得た。 

 

図表 57 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 11／15 

1.子ども・若者育成支援推進法に
ついて 
2.本市の取組について（子ども・
若者支援地域協議会、本市の課題

について、実施事業について） 

・子ども・若者支援地域協議会の設

置について、合意を得た。 
・課題、実施事業について、共通認

識とした。 

２ ３／16 

1.とよはし子ども・若者育成プラ
ンについて 
2.協議会運営マニュアルについ
て 
3.今年度及び来年度事業につい
て（子ども・若者総合相談窓口の

設置等） 

・とよはし子ども・若者育成プラン

を承認した。 
・協議会運営マニュアルを承認し

た。 
・今年度及び来年度事業を承認し

た。 

 



 

96 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

子ども・若者支援地域協議会設立以降は、当該協議会の実務者会議として開催された。 

 

図表 58 定例会議実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ ８／６ 

1.子ども・若者ビジョンについて
（子ども・若者育成支援推進大綱）

2.協議会に参加して頂きたい団体
に関して 

・協議会に参加して頂きたい団体に

関して、既存の参加機関から積極的

な意見が出された。 

２ ９／10 

1.子ども・若者支援地域協議会につ
いて 
2.ユースアドバイザー養成講習会
について 
3.ケース検討モデル事例 

・本年度事業について、事務局より

説明がなされた。 
・ケース検討においては、各機関か

ら積極的な質問・意見が出され、活

発な議論が行われた。 

３ 10／15 

1.子ども・若者支援地域協議会につ
いて 
2.ユースアドバイザー養成講習会
について 
3.支援機関マップについて 
4. ケース検討モデル事例 

・各機関に支援機関マップ作成に対

する協力を依頼した。 
・ケース検討においては、今後より

具体的な支援に結びつけるため、承

諾書の問題が論点として挙げられ

た。 

４ 12／10 

1.モデル事業の継続について 
2.ユースアドバイザー養成講習会
について 
3.支援機関マップについて 
 

・来年度のモデル事業に継続希望を

出すことが承認された。 
・各機関の近況報告や、本協議会に

新たに加わった機関の紹介等が実

施された。 

５ １／14 

1.支援機関マップについて 
2.とよはし子ども・若者育成プラン
（案）について 
3.若者サポートステーションの現
況について 

・各機関の近況報告が実施された。

・第 3回定例会議で取り上げたケー
スの事後報告が行われた。 

６ ２／15 
1.協議会運営マニュアルについて 
2.協議会設置要綱について 

・協議会運営マニュアル及び要綱

（案）が示され、討議が行われた。

７ ３／16 

1.とよはし子ども・若者育成プラン
について 
2.協議会運営マニュアルについて 
3. 今年度及び来年度事業について
（子ども・若者総合相談窓口の設置

等） 

・とよはし子ども・若者育成プラン

を承認した。 
・協議会運営マニュアルを承認し

た。 
・今年度及び来年度事業を承認し

た。 
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（３）ユースアドバイザー養成講習会 

今年度は、今日の若者を取り巻く現況と課題について理解を得ることを目標とした。講師

は有識者、地元の実務担当者等から幅広く選出し、市民が広く参加できる日程を考慮して開

催した。さらに、講師から承諾を得られた講義については、土曜日・日曜日に補講という形

でビデオ放映を行った。 

 

図表 59 豊橋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 ９／17 
1．つまづく若者を放置しない社会
をめざして 
～若者をめぐる状況と自立支援～

講義 120分
放送大学教養学部 
教授 宮本 みち子 

２ 11／１ 

1．不登校、高校中退、若者のひき
こもりについて 

講義 90分
愛知教育大学大学院教育実践

研究科 准教授 川北 稔 
2．働く世代 若者のメンタルヘル
スについて 
～多様化する労働環境から見える

もの～ 

講義 90分
社会福祉法人新城福祉会レイ

ンボーはうす 
渡辺 竜夫 

３ 11／27 
1． ネットいじめ・ケータイ依存
から子どもを守る 

講義 120分
全国 webカウンセリング協議会 
安川 雅史 

４ 11／30 

1．薬物問題について考える～非行
と犯罪の指導に携わる者として～

講義 90分
豊橋刑務所法務教官 
濱野 智浩 

2．薬物依存について～この地域の
状況と家族支援～ 

講義 90分
NPO法人三河ダルク 
代表 松浦 良昭 

５ 12／16 

1．新規大卒者の就業をめぐる現状
～人と組織との結合～ 

講義 90分
愛知大学文学部人文社会学科

教授 武田 圭太 

2．魅力ある学校づくり 講義 90分
豊橋市立豊橋高等学校 
教諭 河合 伸治 

６ １／18 

1．社会保障、地域福祉、児童福祉
の仕組み 

講義 90分
豊橋市福祉部 
福祉政策課長 氏原 祥元 

2．公的扶助、障がい者福祉の仕組
み 

講義 90分
豊橋市福祉部 
障害福祉課長 井口 健二 

７ ２／18 
1．少年司法の仕組みについて 講義 90分

名古屋保護観察所豊橋駐在官

事務所 宮端 隆平 
2．本市の労働環境について、就労
支援について（仮題） 

講義 90分
豊橋公共職業安定所 
伊藤 草一郎 

８ ２／20 
1．ＮＨＫスペシャル「ワーキング
プア～無縁社会」の取材を経験して

講義 90分
ＮＨＫ新潟放送局 
記者 大河内 直人 

９ ３／１ 1．非行と虐待への支援（仮題） 講義 90分
立命館大学産業社会学部 
大学院応用人間科学研究科 
教授 野田 正人 

10 ３／11 
1．NPOの取組について（仮題） 講義 90分

NPO法人いまから 
理事長 中田 直助 

2．NPOの取組について（仮題） 講義 90分
NPO 法人外国人就労支援セン
ター 渡邊 潤平 
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（４）参加主体 

地方企画委員会及び定例会議は、参加主体は同一であるが、地方企画委員会を代表者会議、

定例会議を実務者会議とすることで、各会議の趣旨にそった参加者を選定した。 

養成講習会は、地方企画委員会及び定例会議の参加者のみならず、相談員・志のある市民

を対象に広く実施した。 

 

図表 60 参加主体一覧 

区分 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 
 
定例会議 

機関 

・愛知県立

高 等 学 校

長会 
・愛知県率

私 学 協 会

三河支部 
・豊橋市立

豊 橋 高 等

学校 
・豊橋市文

化 市 民 部

多 文 化 共

生・国際課 
・豊橋市教

育 委 員 会

教 育 部 学

校教育課 

・愛知県東

三河児童・

障害者相談

センター 
・豊橋市社

会福祉協議

会 
・豊橋市民

生委員・児

童委員協議

会 
・豊橋市福

祉部子育て

支援課 
・豊橋市福

祉部障害福

祉課 

・豊橋市医師

会 
・豊橋市健康

部健康増進

課 
・豊橋市こど

も発達セン

ター 

・名古屋保護観

察所豊橋駐在

官事務所 
・豊橋保護区保

護司会 
・豊橋市少年愛

護センター 
・豊橋市少年愛

護センター補

導委員会 
・NPO 法人三
河ダルク 

・愛知県豊

橋警察署 
 

・豊橋公共

職業安定所

・豊橋商工

会議所 
・とよはし

若者サポー

トステーシ

ョン 
・NPO法人
外国人就労

支援センタ

ー 
・NPO法人
いまから 
・豊橋市産

業部工業勤

労課 

・青少年育

成市民会議 
・おやじの

いる会 

 

３．成果 

（１）協議会設置に向けた検討・準備における成果 

・ 本市には、民間支援機関が存在しており、NPO法人取得を機に平成 20年度から本市教

育委員会青少年課との市民協働事業「居場所・宿泊事業」「外国人就労支援教室」を行って

きた。また、「豊橋市若者自立支援ネットワーク協議会」において実務者レベルの情報共有

を行うことにより、ネットワークの必要性について、一定の理解が得られていた。そのた

め、「豊橋市子ども・若者支援地域協議会」設置に向けて、ある程度スムーズな移行が可能

であった。 

・ 協議会の枠組みについては、前身となった「豊橋市若者自立支援ネットワーク協議会」

で交わされた意見交換やケース検討を基に、リファーする支援機関への参画を呼び掛けた。 

・ 各支援機関は参画するメリットとして、就労支援のネットワークが広がること、機関自

体の知名度が上がること等が挙げられている。 

・ 平成 23年３月に「とよはし子ども・若者育成プラン」が作成され、子ども・若者支援地

域協議会の位置付け・役割が明記されたことにより市民への周知につながった。 
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（２）協議会設置後の運営における成果 

ア．協議会の枠組み設計に関する成果 

個人情報の取り扱い、子ども・若者総合相談窓口を中心として支援体制を確立・継承する

ために、「協議会運営マニュアル」の当初バージョンを策定した。 

 

イ． 協議会の概要 

・ 設置時期：平成 22年 11月 15日 

・ 主たる支援対象：ニート、ひきこもり、高校中退者等の子ども・若者 

・  設置主体：市町村（単独設置） 

・  運営方法：代表者会議、担当者会議 

・  既存組織との役割分担： 要保護、障がい者などのほかの既存ネットワークと連携して

いく中で、本協議会としての方向性を見出していく。 

・  調整機関とその役割：豊橋市教育委員会／会議の開催、事務局 

・ 指定支援機関とその役割： NPO法人いまから／子ども・若者総合相談窓口としての機

能を担い、支援のコーディネートを行っている（ほかに地域若者サポートステーション、

居場所・宿泊事業、就労体験事業を実施している）。 

・ 子ども・若者総合相談窓口とその役割：子ども・若者総合相談窓口は、平成 23年４月に

少年愛護センターととよはし若者サポートステーションを併設し、それぞれの相談機能を

活かして相談窓口のワンストップ化を図る。 

・ 秘密保持義務：運営マニュアルにて同意書、相談票等を作成。 

 

ウ．窓口の設置及び受付状況 

平成 23 年４月 15 日（予定）、既存の「とよはし若者サポートステーション」と「豊橋市

少年愛護センター」を豊橋市青少年センター内に併設し、子ども・若者総合相談窓口機能を

設置する。なお、改装費は内閣府地域活性化推進室が予算要求した「住民生活に光をそそぐ

交付金」を活用する。 

 

エ．支援に関する成果、事例 

「協議会運営マニュアル」策定後、本格的な個別ケース検討会議を開催していく予定であ

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 

養成講習会を広く市民に開放することで、通常の講義では 70名程度、有識者等の特別講義

では 200名程度の参加があり、子ども・若者支援に対する理解者を増やすことができた。 
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図表 61  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） 

3.87

3.97

3.98

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 62  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 3.57 3.35 0.22

6 支援者の実態を理解している 3.37 3.00 0.37

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 3.70 3.35 0.35

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 3.58 3.21 0.37

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 3.86 3.66 0.20

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 3.64 3.57 0.08

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 3.37 3.45 (0.08)

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 3.74 3.37 0.37

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 3.07 2.76 0.31

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 3.28 3.23 0.05

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 2.56 2.67 (0.11)

「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 2.96 2.76 0.20

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 2.96 2.73 0.23

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 

・ 「豊橋市若者自立支援ネットワーク協議会」立ち上げ以前から、NPOとの協働事業によ

り、地域でのネットワーク形成に務めてきたため、地域の実務担当者と顔の見える関係を

築いていたが、協議会設立、支援機関マップ作成の過程を通して、各支援機関のより詳細

な業務内容を理解した。 

・ 中央企画委員会等をきっかけとし、他都市の人材との交流の機会を持ち、課題認識を共

有するにとどまらず、マニュアル・運営方法を相談し合うといった関係構築につながった。 
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４．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

・ 当初、座長を行政職員としたが、構成委員から意見などを聞きにくいなどの問題点があ

り、有識者として大学教授等を依頼することで改善を図った。 

・ メンバーが多すぎて意見が出にくい傾向があるため、実務者会議の運営方法にはより一

層の工夫が必要である。 

・ 高等学校との連携が不可欠であるため、私立・県立・市立の各代表に参画いただいてい

るが、それぞれの 11校に情報が伝わりにくく、今後全校に実務者会議への出席を依頼する

のかが課題である。従来から各校に合同補導などをお願いしている中、業務の統合・連携

の方策を検討する必要がある。 

・ 本市にも多様な協議会・ネットワークが存在するが、本協議会としてはそれらの協議会

との役割分担の整理を検討したが、結果的には整理せずに設立した。今後は、運営してく

中で連携や合同の可能性について協議していきたい。 

 

（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において、子ども・若者支援の理解者は広がったが、講

義中心だったこともあり、支援者のより実践的なスキルアップが来年度以降の課題である。 

・ 特に行政職員は定期的な人事異動を伴うため、継続的な支援体制を維持するには、マニ

ュアルを作成するなど、支援機関相互及び各組織内での情報共有に努める必要がある。 

 


