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イ．地域における若者の有する問題把握 

「子ども・若者育成支援推進法」において、協議会による支援の対象者は、「修学及び就業

のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む

上での困難を有するもの」とある。支援者の立場から言い換えると「関係機関が密接に連携

して総合的に対処する必要のあるもの」といえる。 

協議会の運営において、支援の有効性を高めるためには、支援対象者の実態を定性的・定

量的の両面で把握することが必要となる。 

そこで今年度、春日井市等では国勢調査結果を活用した困難を有する子ども・若者の人数

の推計に取り組み、北九州市では独自のアンケート調査によって実態把握を行った。 

 

【各地域における事例】 

・ 国勢調査における非労働力人口のうち、家事、通学している者を除く「その他」

人口を困難を抱える若者の母数として推計した。（春日井市） 

・ 青少年総合支援センターが主催したひきこもりの青少年を社会参加へ促すため

の料理教室では、ユースアドバイザーが補助スタッフとして参加した。また、青

少年総合支援センターの敷地内にある農園での野菜作りや福祉系イベントである

『あいあい祭り』で、若者のサポートスタッフとして参加するなど、ユースアド

バイザーの試験的な活用が始まっている。今年度を含めた 3 か年のユースアドバ

イザー養成講習会・定例会によって、顔の見える関係ができ、信頼を持って支援

の依頼ができるようになった。（亀山市） 

・ 平成 22年 7月～8月にかけて 15‐40歳男女 3,000人を対象に、不安定雇用下

にある人材の実態把握（アンケート調査。層化二段無作為抽出。調査方法は郵送

により調査票を配布及び回収。回収数 719（24％）。）を実施し、地域在住の、支

援を要する若者の現状の定量的把握を行った。調査項目としては、基本的属性、

就学・就労状況、就業観、日常生活、家族・学校・職場での経験、若者の自立支

援策について、ボランティア活動・地域活動について、を設定した。（北九州市）

 

（２）関係機関における顔の見える関係の構築 

本事業では、各地域で地方企画委員会、定例会議、養成講習会の実施及びその実施過程に

おいて中核的な機関から関係機関への働き掛けによって、各関係機関の業務内容への理解と

ともに、困ったときに直接相談できる、顔の見える関係が構築できてきている。 

 

【各地域における事例】 

・ 青少年指導センターが子ども・若者支援の中心となっている宇治市では、教育

機関とのネットワークが主になっており、他分野の関係機関とのネットワークが

ない状態であった。そこで、２年間かけながら各関係機関に赴き、連携に関する

必要性を説明したり、市外の活動団体にも連携の呼び掛けを行ったりすることで
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少しずつ連携先を広げていき、関係機関と連携した子ども・若者支援体制が構築

されつつある。（宇治市） 

・ 萩市ではモデル事業以前から不登校対策を中心に中学校と市役所関係課、NPO

等との連携は密にあり、ケース検討会などを重ねてきた。しかし、高等学校との

連携はあまりなかった。今回のモデル事業の講習会やその後の参加者間での情報

交換の場では、多くの高校関係者の参加があり、中学校卒業後も切れ目のない支

援を行う上で重要な関係づくりが進んでいる。（萩市） 

 

（３） 協議会の枠組みの設計 

ア．設置単位・構成範囲の検討 

（ア） 県が全県をカバーするの協議会の枠組みを検討 

地域によっては、必ずしも全ての市町村が市町村単位で協議会を設置することには、社会

資源の不足や取組を主導する組織が不足している等の要因で困難を伴う場合が想定される。

また、支援機関や相談機関も機関によって、国、県、市町村と所管がまたがっている場合も

あり、県や近隣地域の協力が必要となる場合がある。 

このような中で今年度、千葉県では、県としてどのような協議会を設置するかについて検

討を行った。その結果、県域で 1つの協議会を設置し、県内の関係機関や市町村代表を交え

た代表者会議及び担当者会議を開催し、情報提供や人材育成を行うことを通じて、今後の各

市町村による協議会の設置を支援していくことを考えている。 

 

【各地域における事例】 

千葉県では、将来的には市町村において協議会が設置されることが望ましいと考

えるが、当面は県内ほとんどの市町村で協議会未設置の状態が続くと考えている。

そのため、当面は県として協議会を設置し、県内の支援体制を整備していくことを

考えている。 

協議会設置の検討に当たっては、県をいくつかのブロックに分けて、代表者によ

る会議や担当者による会議を各ブロックに設置することも検討した。しかしながら、

支援範囲や支援対象者数に大きな差が出ないようなブロックの設定が難しいこと

や、ブロックごとに運営事務局を設けると運営負担が大きくなったり、県で１つの

機関が複数回の参加が必要になったりすることなどの問題点が挙がった。このため、

運営側にも参加者側にも負担が少なく分かりやすいとして県域で一つの協議会を設

置する方向で検討を進めている。 

県が設置する協議会は、代表者会議や担当者会議を通じて、困難を有する子ども・

若者の問題等についての情報提供や市町村の機関を含めた人材の育成などを行うこ

とで、今後の市町村による協議会設置を県として支援していくことを考えている。

（千葉県） 
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（イ）既存ネットワークとの連携を模索 

各地域に、既存のネットワークが存在している場合もあり、新たなネットワーク構築には、

機能の重複や費用面からもハードルが高い。そこで、三条市や春日井市では、既存のネット

ワークを協議会に包含することによって、より効率的かつ効果的なネットワーク構築を図っ

た。 

 

【各地域における事例】 

・ 三条市では、乳児から就労自立まで子ども・若者を切れ目なく支援するサポー

ト体制（三条市子ども・若者総合サポートシステム）の構築を進めてきた。本事

業で、若者支援機能を担うネットワーク組織の構築を進めた。（三条市） 

・ 春日井市では、要保護児童対策協議会の構成機関と、地域協議会の想定構成機

関がほぼ重複していた。このため、協議会に要保護児童支援及び社会生活を円滑

に営む上で困難を有する子ども・若者支援に関係する機関が、適切に連携し、関

係機関等による総合的かつ効果的な支援を実施するため、地域協議会のネットワ

ークの中に要保護児童対策協議会のネットワークも組み入れている。このことで、

二つのネットワークがシームレスに連携することが可能となるとともに、類似し

た機能や参画機関を持つ協議会が複数設置されることによる機能重複等の非効率

なコストが削減されることが期待される。（春日井市） 

 

イ．運営方法を検討 

協議会の運営方法は、設置主体が都道府県か市町村か、市町村であっても大規模か小規模

かなどにより事情が異なるため一律に考えることはできないが、「子ども・若者支援地域協議

会設置・運営指針」（平成 22年２月３日 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）決定）で

は、理想的には①構成機関の代表者会議によって組織される代表者会議、②実務者によって

組織し、進行管理等を担う実務者会議、③個別のケースを担当者レベルで適宜検討する個別

ケース検討会議の三層構造とすることを推奨している。ただし、地域の実状に応じて二層構

造も想定されている。 

このような中で、京都市では三層構造が、札幌市では二層構造が採用されている。 

 

【各地域における事例】 
・ 京都市子ども・若者支援地域協議会は、①構成機関の代表者が参画し、協議を

行う代表者会議、②構成機関の実務責任者が参画し、情報交換や今後の対応策を

検討する実務者会議、③個別ケースに関係する構成機関の担当者が適宜検討を行

う個別ケース検討会議により構成している。（京都市） 
・ さっぽろ子ども・若者支援地域協議会は、①構成機関の代表者が協議会の基本

的な運営方針や困難ケースの支援方針を協議する代表者会議、②構成機関の実務

担当者が支援方針の策定や支援状況の進行管理等を行う実務者会議により構成し

ている。（札幌市） 
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２．協議会の仕組み構築に関する成果 

（１）協議会の枠組み設計 

ア．調整機関とその役割の検討 

協議会の調整機関は、代表者会議、実務者会議、ケース検討会議のそれぞれの運営主体と

して、様々な関係機関の取組をコーディネートする役割が期待されている。 

このような中で、千葉市ではそれぞれの長所を活かして健全育成課と青少年サポートセン

ターが合同で調整機関を担い、三条市では、行政内に分散されていた子ども・若者関連部局

を統合した子育て支援課を設置し、調整機関としての役割も付与している。 

 

【各地域における事例】 

・ 千葉市では、協議会の事務局の機能を果たし、運営の中核として支援の状況を

的確に把握して必要に応じて他の関係機関との連絡調整を行う機関としての調整

機関を健全育成課及び青少年サポートセンターとで担うことを検討している。青

少年サポートセンターは、青少年の非行防止と健全な育成を図ることを目的とし

た健全育成課が所管する組織であり、市内 5 か所で、情報提供や相談活動、関係

機関との連携などを行っている。健全育成課は相談実務を行っていないため、支

援現場の実態をより把握している青少年サポートセンターと連携しながら調整機

関の役割を担うことで、より支援の実態を踏まえた協議・検討が行われることを

目指している。具体的には、代表者会議、実務者会議は健全育成課が、個別ケー

ス検討会議は青少年サポートセンターが事務局を担うという役割分担を想定して

いる。（千葉市） 

・ 三条市では、様々な活動を進めていく中で、子ども・若者の支援を担う組織が

行政内に分散しており、行政組織の縦割りの弊害も生じていた。このことにより、

子ども・若者に必要なサポートが検討・提供されていないという問題があったた

め、総合的に必要な支援が行えるよう、教育委員会を子ども行政に特化した組織

として、乳幼児から若者まで一貫して支援する中核組織として、子育て支援課を

創設した。このように、分野横断で子ども・若者支援を担う組織を中核機関とし

て設置することで、関係機関のコーディネーションの円滑化を狙っている。（三条

市） 

 

イ．指定支援機関とその役割の検討 

指定支援機関は、実際の支援主体として、従来公的機関では対応が困難であったひきこも

り状態にある子ども・若者への、訪問支援も含めた支援の展開が期待されている。 

このため、指定支援機関には子ども・若者支援の専門的ノウハウ・知見や実績が求められ

る。 

このような中で、京都市や札幌市では子ども・若者支援において専門的ノウハウを持ち、

関係機関とも従来より連携しながら支援を進めてきた実績がある機関を指定支援機関として
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指定している。 

 

【各地域における事例】 

・ 札幌市では、財団法人札幌市青少年女性活動協会を指定支援機関として指定し

て、調整機関と連携し、協議会運営の円滑化を図っている。（札幌市） 

・ 京都市では、財団法人京都市ユースサービス協会を指定支援機関に指定し、支

援コーディネーターを配置している。指定支援機関では、支援対象者に関する情

報収集や支援機関の選定、個別ケース検討会議の開催等を通じて、支援対象者一

人一人の状況に応じた支援方法をコーディネートするとともに、支援の進行管理

を行っている。（京都市） 

 

ウ．子ども・若者総合相談センターとその役割の検討 

子ども・若者総合相談センターは、子ども・若者が相談する際の「たらい回し」を防ぐ「ワ

ンストップ相談窓口」としての機能が期待されている。また、自ら対応できない案件につい

ては適切な機関を紹介するなど相談の一時的な受け皿となることがその機能として求められ

ている。 

このような中で、京都市や札幌市では子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機

関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う機能を持つ総合相談センターを市内の複

数か所に設置している。 

 

【各地域における事例】 

・ 札幌市では、従来の相談窓口である「子どもアシストセンター（原則 18歳未満

の子どもを対象とする）」及び「札幌市若者支援総合センター（概ね 15歳から 40

歳までの若者を対象とする）」を子ども・若者総合相談センターとして活用し、子

ども・若者育成支援に関する相談への対応、関係機関の紹介やその他の情報提供

及び助言を行っている。（札幌市） 

・ 京都市では、「中京青少年活動センター」及び「教育相談総合センター」に新た

に『子ども・若者総合相談窓口』を設置し、様々な相談に対する助言や情報提供、

関係機関の紹介や引継ぎ等を行っている。また、京都市の専門相談機関である「教

育相談総合センター」・「こころの健康増進センター」・「児童福祉センター」・「中

京青少年活動センター」・「若者サポートステーション」を『子ども・若者支援総

合相談リンク』と位置付け、『子ども・若者総合相談窓口』との連携を図っている。

（京都市） 

 

エ．医療機関との連携の模索 

ケース検討会議において多面的なアセスメント、支援計画策定等に取り組む過程において、

医療機関との連携も重要である。医療機関は、アセスメントにおける専門的見地からの助言
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や、支援過程において協働での支援実施主体としても期待される。 

このような中で、豊橋市や京都市では、詳細な支援フローの設計と関係機関からのフィー

ドバック、修正を繰り返すことで支援フローの現実性を高めていった。 

 

【各地域における事例】 

・ 札幌市では、協議会の構成機関に「市立札幌病院静療院」が入っていて、精神

科で発達障害等を持った子どもとその保護者の支援を行っている精神科医が協議

会に参画している。（札幌市） 

・ 春日井市では、協議会設置に向けた作業チームを設置し、年間６度にわたる検

討を実施しているが、作業チームに精神科医の参画を得ることで、医療的見地か

ら協議会に求める機能や支援の流れ等に対する助言を得ることができている。（春

日井市） 

 

オ．相談から支援に至るまでの流れ 

協議会の設置後、実際に扱う支援ケースが増加することを想定すると、支援ケースの発見・

評価から誘導、支援実施、クロージングまでの一連の流れを組み立て、シミュレーションと

改善点の発見・修正を実施しておく必要がある。 

このような中で、春日井市と京都市では、詳細な支援フローの設計と関係機関からのフィ

ードバック、修正を繰り返すことで支援フローの現実性を高めていった。 

 

【各地域における事例】 

・ 相談受付から支援開始、クロージングまでの一連のフロー（プロセス）を詳細

に設計し、実際にフローにおいて関与することが想定される支援機関、相談機関

からフローの現実性に関する評価を受け、都度修正を行った。フローの提示とそ

れに対する評価は、５度の会議を通じて密に行われた。（春日井市） 

・ 支援機関や支援コーディネーター、相談機関と連携して、相談受付から支援機

関へのリファー、協議会における支援、クロージングまでの一連の流れを詳細に

設計し、子ども・若者総合支援マニュアルを作成した。マニュアルの内容は、協

議会において構成機関からフィードバックを受け、複数回、修正を行った。（京都

市） 

 

（２）協議会設置に向けた合意形成 

ア．組織間合意 

協議会の設置に向けて、地域内でその必要性・意義や効果、求める役割等について協議し、

設置に対する合意形成を図る必要がある。 

このことに対して、豊橋市は過去の取組の蓄積を活かした合意形成、春日井市では広く関

係機関の参画を求めたチーム組成によって合意形成を図っている。また、上板町では、教育
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長が明確なビジョンを発信することで合意形成につなげている。 

 

【各地域における事例】 

・ 豊橋市には、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となった。（豊橋市） 

・ 協議会設置に向けた作業チームを設置し、６度の開催を経て協議会設置に対す

る合意形成を図っていった。作業チームでは、困難を有する子ども・若者の人数

等を示すことで関係機関間に協議会設置の必要性・意義を訴えかけた。また、協

議会の効果に対しては要保護児童対策協議会の事例等、既存ネットワークによる

支援事例を示すことで提示した。求める役割等については、春日井市に限らず愛

知県内の支援ノウハウを持つ NPO 法人や県の機関に作業チームへの参画を求め

ることで、幅広く検討した。この結果として、関係機関においての協議会に対す

る共通認識が図られ、合意形成を実現している。（春日井市） 

・ 上板町では調整機関である上板町教育委員会の教育長が、関係機関に対して、

子ども・若者支援のビジョンを明確、かつ頻繁に発信し、関係機関の意識合わせ

を図っている。具体的には、「困難を抱える子ども・若者の多くは家庭にも学校に

も社会的にも居場所がないことが大きな課題である。」、「居場所をつくるためには

物理的な施設面の整備だけではなく、地域での理解者を増やすことが重要であ

る。」、「理解者を増やすことが困難を抱える子ども・若者の発見につながり、支援

者を増やすことにも発展する。」等である。こうした現状認識と将来像に関する共

通認識が関係機関にあるため、協議会の設置を比較的スムーズに進めることがで

きた。また、協議会の代表者会議やユースアドバイザー養成講習会では教育長が

現状認識とビジョンを語る場を設定している。協議会や講習会の実施自体が自己

目的化せず、設置・運営の原点を振り返る意味でも、ビジョンの共有は重要とな

っている。（上板町） 

 

イ．予算折衝 

協議会の設置後に向けて、調整機関、指定支援機関や総合相談センターの設置運営に必要

な費用、それらの機関で活動する支援員の人件費など、円滑な運営を実現するためには、予

算確保が求められる。 

このことに対して、立川市では平成 23年度の協議会設置に向けて庁内検討会を実施して実

務者レベルでの課題整理を行った。子ども・若者支援に係る関係機関が課題整理を行う中で、

協議会での子ども・若者支援における費用対効果の試算を実施した。 
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【各地域における事例】 

・ 立川市では、これまで 3 年間のモデル事業を通じて顔の見える関係の構築され

てきつつある。この活動を受けて立川市は、平成 23年度までの子ども・若者地域

協議会設置をめざして庁内で実務者会議を実施した。 

・ その中で、効果の試算を行った。広義で効果をとる場合には、就労者の増加に

よる税収増、所得の増加による消費の増加、生活保護費の減少による歳出減、生

活保護費の潜在的な損失回避額が考えられるが、今回は生活保護を受けて不就労

の若者が支援を受けて自立していった場合の生活保護の減少による歳出の減少と

潜在的な損失回避額を試算した。 

・ 費用については、現段階で詳細な算出は難しいことから他地域の事例から効果

を大きく上回らないものであることを確認した。（立川市） 

 

３．協議会の運営円滑化に向けた取組み・工夫における成果 

（１）予防のための仕組み構築 

協議会は、基本的には要支援状態にある子ども・若者への対応をその役割としているが、

要支援状態に至る前の予防的施策の重要性も同様に指摘しておかなければならない。 

横浜市では、このような問題意識に基づき、予防のための対応策を別途実施している。 

 

【各地域における事例】 

・ 横浜市では、子ども・若者支援において、要支援者に対する対応だけでなく、

予防に力点を置いた取組を実践している。具体的には、全市的に４つの部会を設

置しているが、そのうちの思春期問題部会において、より低年齢の子ども・若者

の支援方策について検討をする場を設置し、検討結果を市の施策に反映すること

としている。（横浜市） 

 

（２）発見・誘導のための仕組みの工夫 

協議会において、要支援者の子ども・若者を早期に発見し、支援に向けて誘導するために

は、要支援者に近いコミュニティ単位での支援が有効である場合が多い。コミュニティ単位

での支援においては、相談窓口を設置するだけでなく、子ども・若者が触れ合う場を創造し、

それらの場を観察する過程で要支援者が自然な形で発見できるような工夫が必要となる。 

これらの課題に対して、横浜市や京都市など、窓口をきめ細かなコミュニティ単位で設け

るなど、要支援者に近い単位での支援を実施する地域が見られる。 

 

【各地域における事例】 

・ 横浜市では、ひきこもり、不登校などの思春期・青年期問題の第一次的な総合

相談や自立に向けた青少年の居場所の運営をするほか、地域で青少年の支援活動
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を行っている NPO法人等の団体や区との連携を図り、地域に密着した活動を行う

ことを目的として市内４か所（３か所は設置済み、１か所は未設置で平成 22年度

までに整備予定。）に地域ユースプラザを設置し、よりきめ細かい単位での相談受

付け、居場所、社会体験・就労体験の場を提供している。（横浜市） 

・ 京都市では、市内２か所に「子ども・若者総合相談窓口」を設置しており、ま

た「教育相談総合センター」、「こころの健康増進センター」、「児童福祉センター」、

「中京青少年活動センター」、「地域若者サポートステーション」を『子ども・若

者支援総合相談リンク』と位置付け、総合相談窓口との連携を図ることで、市民

にとって多様な窓口との接点を提供している。（京都市） 

・ 上板町ではユースアドバイザー養成講習会やその後の情報交換会において、子

ども・若者の実情に触れやすい人材である、民生委員・児童委員、保護司、小中

学校の教職員、不登校を抱える保護者の会のスタッフらが参加している。子ども・

若者支援の協議会においても、それらの代表者が参画している。実際に協議会の

設置後、ひきこもりなど困難を有する子どもについて相談が調整機関に持ち込ま

れるなど、発見の段階において機能しつつある。上板町では、今後はこうした第

一線の支援者の講習会やケース検討会への参加をより促し、発見からスムーズに

支援へ移行できるようにしていきたいと考えている。（上板町） 

 

（３）協議会の機能強化に向けた仕組の構築 

協議会は、設置された時点で必ずしも子ども・若者支援に必要な要素が十分に備わってい

るわけではなく、地域の子ども・若者が有する困難の実態に応じて継続的にその役割、機能

等について常に改善、拡充することが求められる。 

横浜市では、協議会での取組を支える仕組みとして４つの部会を設置し、機能拡充を図る

ための検討の場としている。 

 

【各地域における事例】 

・ 横浜市では、予防から就労支援までの一連の支援施策の拡充に向けて、４つの

部会を設置してそれぞれの分野における課題発見、施策形成につなげている。第

一部会である思春期部会では、すべての青少年に対する「健全育成」の取組（ポ

ピュレーションアプローチ）と、困難を有する子どもに向けたきめ細やかな支援

の取組（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して

いる。第二部会である相談ネットワーク部会では、地域で若者を支えるネットワ

ークの拡充に向けた検討を行っている。第三部会である人材育成部会においては、

地域において新たに若者支援を担う人材（NPO法人等の継続性の担保など）を発

掘・育成するための方策を検討している。第四部会の就労促進部会では、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ための仕組み構築について
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検討している。（横浜市） 

 

（４）協議会の運営方法における工夫 

ア．実務担当者会議の効果性向上に向けた工夫 

実務担当者会議においては、日々の支援業務に携わる実務者によって構成され、ケース検

討会議の組成や進行管理、実務者間での情報共有が図られることが期待されているが、地域

によっては実務担当者会議を開催した際にその効果が十分に得られない場合も見られる。 

このことに対して、北九州市では会議参加者にとって関連性が深いケースに関する情報共

有を実務担当者会議において図るなどの工夫が見られる。 

 

【各地域における事例】 

・ 北九州市では、代表者会議、実務担当者会議、ケース検討会議の三層構造で協

議会を運営しているが、実務担当者会議では、日常的に実施される個別ケース検

討会議において直接ケースに関係する機関だけでなく、幅広く支援機関の意見を

聴き参考とすべき困難ケースを扱うことと、ケース検討会議で扱われているケー

スに関する情報共有を進めておくことで、全ての支援機関がケースに対して同じ

水準の情報を持ち、支援に適宜臨めるような体制が構築されている。（北九州市）

 

イ．ケース検討会議の効果性向上に向けた工夫 

ケース検討会議は、日常的に困難度合いの高いケースを取り上げ、関係機関で見立て、支

援計画作成、支援のモニタリング等に取り組むこととなるが、鍵の一つとなるのは困難ケー

スがスピーディにケース検討会議の俎上に乗せられることである。 

このことに対して、三条市では行政内において子ども・若者関連部局が統合して設置され、

情報集約機能を持つ子育て支援課（調整機関に位置付けられている）がケースに関する情報

を収集し、ケース検討会議を組成している。 

 

【各地域における事例】 

・ 三条市では、これまで福祉分野・教育分野に分かれていた子育て支援行政に関

し、一元的に支援するため教育委員会内に子育て支援課を設置した。更に、「子ど

も・若者という『三条市民』が、乳幼児から就労・自立に至るまで切れ目なく一

貫して、個に応じた必要な支援を総合的に受けられるようにするため、市（子育

て支援課）がその情報を可能な限り集約・一元化するとともに、関係組織・機関

と連携して支援を継続的に行う「三条市総合サポートシステム」を構築した。こ

のシステムを活かして、関係機関が情報を共有するとともに要支援者のケースに

応じ、事務局となる機関がケース検討会議を参集し、より良い支援の在り方を検

討している。（三条市） 
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ウ．子ども・若者総合相談センターの運営における工夫 

子ども・若者総合相談センターは、「ワンストップ相談窓口」として、幅広く市民が問い合

わせやすいセンターであることが期待されている。また、自ら対応できない案件については

適切な機関へのつなぎがその機能として求められている。 

北九州市では、窓口としての対応とともに、関係機関のリファー、実務担当者会議での協

議へとつなげている。 

 

【各地域における事例】 

・ 福岡県北九州市では、子ども・若者の総合相談窓口として、「子ども・若者応援

センター YELL」を平成 22年 10月に開設した。同窓口には、開設後 4か月で約

100 名の相談者が来訪し、述べ約 420 回の相談に対応している。現在は支援員 2

名が相談対応に当たっているが、相談が多いことから、今後増員予定である。子

ども・若者応援センターに寄せられた相談は、本人の合意を得た上で、本人のニ

ーズに合った支援機関にリファーされる。また、複数機関による支援が必要であ

ると判断された場合には、実務者会議（ケース検討会議）の中で、協議され、ど

のような組み合わせで支援を行っていくのかが検討されるような仕組みが構築さ

れている。（北九州市） 

 

４．ユースアドバイザーの養成における成果 

ア．全体的な成果 

（ア） 発展段階に応じた養成講習会の実施 

一昨年度、昨年度から継続して事業を実施している地域では、実践的な内容を中心とした

講座を実施して実際の支援に必要なスキルの向上を図った。また、本年度新規地域でも、積

極的な講習会の実施によって顔の見える関係を構築するなど、発展段階に応じた養成講習会

が実施できた。 

 

【各地域における事例】 
上板町では子ども・若者支援に関わる人材を「理解者（専門的知識はなくとも、

子ども・若者の状況を正しく理解している人）→相談者（子ども・若者にとってよ

い相談相手となれる人、適切な支援者を紹介できる人）→支援者（専門的知識やス

キルを持ち、関係機関と連携しながら具体的な支援ができる人）→指導者（支援者

を育成・指導する人、連携体制を構築・コーディネートできる人）」の順に育成して

いきたいと考えている。モデル事業実施３年目となる上板町では、初年度はユース

アドバイザー養成養成講習会を専門的支援員以外に市民も含めた幅広い層を対象と

して実施することで理解者を増やし。２年目は初年度よりも対象者を絞り込み、子

ども・若者の相談者である者、相談者になりたい者を対象として知識スキルを獲得

する講義と演習を実施することで相談者を増やした。３年目となる本年度は、講習

会において演習科目を増やすことで、支援者としてのスキルを拡充していった。（上

板町） 
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（イ） 他の実施地域から講師の紹介を受けるなど、全国的なネットワークの活用 

地域よっては、実施地域内で養成講習会のカリキュラム内容を講義できる人材を確保する

のに苦労した。しかし、過去２年間のモデル事業の中で蓄積した講師ネットワークを活用し、

地域外からの講師を確保できたケースが多々あった。 

 

【各地域における事例】 

三条市では、市内の有識者や実務者に対してユースアドバイザー養成講習会の講

師を依頼するとともに、新潟県内や県外の専門性を有する人材を講師として招聘し

た。具体的には、新潟大学保健管理センターの七里佳代医学博士、新潟少年鑑別所

の吉村雅世所長、新潟青陵大学大学院の碓井真史教授、東京聖栄大学の長須正明教

授、NPO法人「育て上げ」ネット工藤啓理事長、井村良英氏、柿本心理開発教育研

究所の柿本勇氏などである。 

これらの講師の専門性を活かした講義を実施することにより、三条市のユースア

ドバイザー養成講習生に対して質の高い講座メニューを提供することができた。（三

条市） 

 

イ．ユースアドバイザーの養成講習会に関する成果 

（ア） 知識・スキルに関する自己評価 

各実施地域で、ユースアドバイザー養成講習を実施し、一定の条件を満たした者に対して

修了証を付与した。修了証は、①ユースアドバイザー養成講習会への出席率（出席回数／総

回数）が８割以上、②受講者レポートの提出という２つの基準を満たした出席者に付与され

た。 

また、養成講習会の効果を図るため、各地域の養成講習会の受講生に対して、『初回』と『最

終回』に養成講習会で取り扱う知識・スキルに関する自己能力評価を実施した。自己能力評

価に加えて、最終回には養成講習会の内容に関するアンケートを実施し、受講者の講習会に

対する満足度等について調査した。以下は、自己能力評価と講習会の満足度アンケートの結

果である。 

 

（イ） 知識・スキルに関する自己評価 

自己評価シートのうち、「知識項目」における受講生の事前評価平均が 3.37、事後評価平

均が 4.01 であった。また、スキル項目における受講生の事前評価平均が 3.14、事後評価平

均が 4.01 であった。事前評価と事後評価を比較すると知識項目が 2.07、スキル項目が 2.03

上昇している。 

 

 

 



 

168 

 

図表 109 調査結果：自己評価（知識項目）の変化 

 

 

図表 110 調査結果：自己評価（スキル項目）の変化 

 

講習のスキル項目の変化

3.04

3.28

3.10

3.79

4.11

4.13

0 1 2 3 4 5

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

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

アウトリーチ（訪問支援）の目的や概要を
理解している

受講前 受講後

講習受の知識項目の変化

3.18

3.14

3.50

3.36

3.59

3.52

3.61

3.37

3.11

3.32

4.16

3.80

4.16

4.08

4.12

4.10

3.99

3.92

3.69

4.08

0 1 2 3 4 5

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

支援者の実態を理解している

若者の自立支援の現状について理解している

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

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

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

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

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

公的扶助の仕組みを理解し、支援する際に活用できる

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

受講前 受講後
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（イ） 養成講習会についてのアンケート結果 

各実施地域における最終回の養成講習会にて、受講者に対して、a）講習理解度・満足度に

関する項目（養成講習会での研修テーマ・内容、研修の実施方法について）、b）来年度の養

成講習会の受講希望、c）来年度以降掘り下げるべきテーマについての５段階評価のアンケー

トを実施した。 

講習理解度・満足度に関する項目：養成講習会のテーマ、内容についての満足度は５段階

評価のうち、平均は 3.91 であった。また、研修の実施方法についての満足度は 3.92 であっ

た。 

特に満足度の高い上位３項目は、「不登校、高校中退、若者のひきこもりについて」（4.23）、

「ユースアドバイザーの役割」（4.13）、「若者をめぐる状況と自立支援の現状」（4.12）であ

った。 

研修の実施方法については、「ユースアドバイザー養成プログラム（テキスト）の活用度」

（3.61）、「講義と講習の割合の適切さ」（3.68）、「ユースアドバイザー養成プログラム（テキ

スト）の難易度」（3.71）がやや低い水準である。 
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図表 111 アンケート結果：グラフ 
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SSTなどグループワーク実習

薬物依存（麻薬、覚せい剤、向精神薬、アルコール等）について
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アセスメントと支援計画
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来年度の養成講習会の受講希望：今年度の受講生のうち、来年度以降同種プログラムの受

講を希望する参加者は 67％、受講を希望しない参加者は 3％、希望するかわからないと答え

た受講者は 30％であった。 
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図表 112 調査結果：来年度の受講希望（平成 22年度結果） 
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来年度も本講習会が継続される場合、受講を希望するか

 

 

来年度以降、掘り下げるべきテーマについて上位 5項目は、「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）」（15.6）、「不登校、高校中退について、若者の

ひきこもりについて」（14.8）、若者をめぐる状況と自立支援の現状」（10.8）、ユースアドバ

イザーの役割」（10.4）、「就労支援について」（9.8）「アセスメントと支援計画」（9.8）、であ

った。 
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図表 113 調査結果：来年度以降、掘り下げるべきテーマ 
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学校から職業生活への移行、雇用・就労をめぐる状況

若者の非行、犯罪について、少年司法の仕組について

ケース検討会のあり方

SSTなどグループワーク実習

アウトリーチ（訪問支援）について

薬物依存（麻薬、覚せい剤、向精神薬、アルコール等）について

動機付け面接など効果的な面接方法の実習

公的扶助、障害者支援の仕組み
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その他
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５．調整機関の業務を担う人材養成における成果 

（１） 第１回中央企画委員会における満足度 

研修後に実施したアンケートによると、研修における満足度（５段階）は、総合満足度が

4.30であり、満足度は高かったといえる。 

研修においては、「講師の知識の豊富さ、ノウハウ熟知の程度」が 4.52、「講師の教え方の

うまさ」が 4.23と高かった。 

班別討議においても 4.26と満足度は高い。 

 


