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３－２－１０．愛知県豊橋市 
【基本情報】 

○人口 381,649人（うち外国人 15,701人）（平成 24年２月１日現在） 

○面積 261.25㎢ 

○新幹線停車地域である 

 

１．協議会設置における問題意識と設置状況 

（1）協議会設置における問題意識 

 協議会設置に至った問題意識は、学校教育段階からの切れ目のない支援の構築と外国人青

少年の困難な状況が背景にある。 

 まず、学校教育段階の子ども・若者の状況であるが、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。高校に入学しても卒業してい

ない者の出現率は在学３年間（１学年）で８～10％、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、いわゆるニート・ひきこもりといった自立に困難を抱える子ども・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。とりわけ義務教育、高等学

校等の学校教育段階からの切れ目のない支援が課題となっている。特に、高校から中退した

若者は、支援を促したくても、その手段がないために、アプローチをかけることが難しい。

そのため、中退が決定した段階で、次の支援方法を検討し、本人に提示できる環境づくりが

課題となっている。 

 第２に、外国人青少年の状況であるが、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。 

 
（２）協議会設置状況 

・設置日：平成 22年 11月 15日 

・主たる支援対象：いわゆるニート、ひきこもり、高校中退者等の子ども・若者 
・設置主体：豊橋市 
・運営方法：代表者会議、実務者会議 
・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）。 
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・  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。 

 
「総合相談窓口を中心とした、豊橋市の支援ネットワークを拡大」 

 昨年度、協議会を設置して総合相談窓口を開設したものの、会議体をどのような意図で運営

をしていったらよいか手探りの状況であった。開設当初は、総合相談窓口も存在もあまり知ら

れておらず、モデルケースの検討にチャレンジをしたが、どのような連携の姿があるのかをう

まく把握できなかった。 

 そこで、豊橋市は総合相談窓口をはじめ、関係機関やその周辺の機関（以下、支援機関）が

お互いの事業や価値観を共有して、関係性を構築することを試みた。具体的には、９月と１月

に「支援機関フォーラム」と称してワールドカフェ（会議などで、カフェのようなリラックス

した状態でのコミュニケーションを意図的に実現する仕組み）という手法を用いたワークショ

ップを実施した。 

 ９月は、協議会の関係機関に加えて、支援機関のサポート校（高等学校の通信制や高等学校

卒業程度認定試験を目指して学習する若者を支援する機関）、就労移行支援施設や、有識者、

内閣府の担当者等、様々な関係者約 30名が参加して行われた（約２時間）。 

 参加者も普段の会議のプレッシャーから解放され、「様々な機関の方と話しをして、お互い

を理解できた。今後の連携や子どもたちへの支援の幅が広がるのではないか」や「もっとたく

さんの機関と話をしたかった」といった声があった。 

 この取り組みから連携を進めていく上で有益な動きができた。例えば、質問を参加者から集

める際に、サポート校の業務内容やそれぞれのサポート校の特徴を知りたいという声が大きか

ったので、養成講習会の講義の中に取り入れた。また、就労移行支援施設も市役所内で物品の

販売をはじめた。 

 第２回は、前回の取組を進化させて、よりお互いのことを知ってもらうきっかけを作ると共

に、理想の豊橋市の子ども・若者像を語るワークショップを実施した（約４時間）。第１回か

らさらに参加者が増え、近隣自治体の関係者等も含めた約 50名が参加した。 

 第１回と骨格は同様で、支援者や行政職員としてこれまでの仕事を振り返った情報を共有す

ると共に、10年後の理想の子ども・若者像を描くワールドカフェを実施した。 

 第２回は、参加者がお互いの理解を深めるだけでなく、ワークショップの会話の内容の理解

を助ける手段として、「グラフィックファシリテーション」を取り入れた。第２回をきっかけ

にメンタルクリニックや大学の心理室との連携関係も構築されつつある。 

 また、総合相談窓口が連携関係を強化する必要のある高等学校の現状を知るために、豊橋市

の中退者調査を実施した。調査実施時に、各市内の高等学校を中心に協力を依頼して回る必要

があったため、高等学校との顔つなぎができて、連携関係を築く基礎ができたことは成果であ

ると言える。 
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２．協議会運営に向けた課題と本年度の達成目標 

 
（１）協議会運営上の課題 

【制度設計上における課題】 
協議会運営マニュアルを作成したが、総合相談窓口を設置してから日が浅く、マニュア

ルの有効性の検証が必要である。 
【支援の実施における課題】 
総合相談窓口が連携を必要とする組織（高等学校、医師や臨床心理士等の精神保健福祉

分野のスタッフ）との顔つなぎと、実際にどのように協議会に関与してもらうかといった

役割を明確にする必要がある。 
【支援員の育成（支援員の育成、知識を学ぶ研修等の機会の提供等の課題）】 
ユースアドバイザーの養成は引き続き実施するものの、活用の方策を検討する必要があ

る。 
 

（２）本年度における達成目標 

・総合相談窓口の認知度向上 
・総合相談窓口の機能強化（特に、精神保健分野のスーパーバイズ機能） 
・高等学校との連携関係が構築できるきっかけができること 

 
３．実施事項 

（１）地方企画委員会 

豊橋市では年２回の地方企画委員会を開催した。関係機関のメンバーで主に事業の方向性

について検討を実施した。 
 

図表 92 豊橋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 ５月 26日 

1.平成 22年度の事業報告 
2.平成 23年度の事業計画 
3.子ども・若者総合相談窓口
について 

・平成 22年度の事業成果と課題を共有 
・協議会の運営方針について確認 

２ ２月 27日 1.平成 23年度の事業報告 
2.平成 24年度の事業計画 

・平成 23年度の事業成果と課題を共有 
・協議会の運営方針について意見交換 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

豊橋市では合計５回のユースアドバイザー定例会議を開催した。第４回と第５回は支援機

関フォーラムとして、ワークショップを実施した。 
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図表 93 豊橋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 ４月 28日 1. 参加者自己紹介 
2.今年度の進め方について 

・参加者の相互理解 
・事業そのものへの理解 

２ ６月 24日 1.モデルケースの検討 ・事例を元にそれぞれの対応方針や
連携方法を検討 

３ ８月 30日 1.モデルケースの検討 ・札幌の取組み状況を共有するとと
もに、意見交換を実施 

４ ９月 29日 
第１回 支援機関フォーラム 
1.質問、疑問の共有 
2.お互いの業務内容の理解 

・ワールドカフェを通じて、お互い
の業務内容の理解が促進された 

５ １月 17日 

第２回 支援機関フォーラム 
1.質問、疑問の共有 
2.お互いの業務内容の理解 
3.10年後の豊橋市の理想の子ど
も・若者像を描く 

・ワールドカフェを通じて、お互い
の業務内容に加えて、価値観の共有
がなされた 

 

【ワールドカフェとグラフィックファシリテーションの活用による交流】 

 ２回の支援機関フォーラムは、関係機関・支援機関が互いを良く知るきっかけを提供するこ

と目的で実施された。手法は、いつも会議のように事務局が主導する会議ではなく、ワールド

カフェを実施して、双方向的なコミュニケーションを重視した設計を行った。 

 第 1回の支援機関フォーラムの実施内容は、前半の自分自身の今日の支援機関フォーラムの

ゴール設定と質問・疑問を出す時間と、後半のワールドカフェによる意見交換の時間に分かれ

た。 

 はじめに、自分自身のゴールやこれを質問したい！というものをポストイットに書き出して

もらった。各自の質問に対して、時間の許す限り答えてもらう時間を取った。 

 そして次にワールドカフェを実施して、４人１組となって自由に意見交換をしてもらった。

ワールドカフェのテーマは、お互いの業務内容の紹介やモデルケースを提示して、自分たちの

組織でできる支援について意見を交換し、日々の活動の中でどのような連携を心がけたいか

等、自由に話をした。 

 第 2回の支援機関フォーラムは、支援者がより深い連携関係を構築できるきっかけを提供で

きるように、同じワールドカフェでもテーマを変えて実施した。はじめに、仕事の中で最も苦

労した経験を共有し、次にこれまでの仕事の中で最もうれしかったことや、充実した経験を話

しあった。このようなお互いの価値観の基礎的な部分を作っている経験を共有した上で、10

年後の豊橋市の子ども・若者の理想の状態について話し合った。 

 ワールドカフェでは、参加者が多くなればなるほど全体の会話を共有することが難しくな

る。そこで、第２回は「グラフィックファシリテーション」と呼ばれる、対話をグラフィック

に落とし込むファシリテーターも参加してワールドカフェを行った。これによって、各テーブ

ルの会話が全体で共有することが促進できた。 
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（写真：ワールドカフェで話された内容を記載したグラフィック） 
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（３）ユースアドバイザー養成講習会 

豊橋市では、８回にわたって養成講習会を実施した。第１回は、小中学校の教員研修の一

部と共同開催した。 
 

図表  94 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 ８月３日 
1．子ども・若者をめぐる状
況と自立支援 

講義 105分 放送大学教養学部 
教授 宮本 みち子 

２ ８月 30日 
1．子ども・若者の支援にあ
たって－学校との連携がも
つ意味－ 

講義 90分 
さっぽろ若者サポートステーション  
統括コーディネーター  松田 考 

３ ９月 29日 

1．困難を抱える子ども・若
者の現状とその支援につい
て－不登校・ひきこもり支
援を中心に－ 

講義 90分 
日本福祉大学 
名誉教授 竹中哲夫 

４ 11月５日 
1．高校中退者への取材を経
験して 

講義 90分 NHK社会部記者 
大河内 直人 

５ 11 月 21日 
1．両親を対象に行うインテ
ーク面接とアセスメント－ 

講義・ 
演習 

180分 静岡県精神保健福祉センター 
技師 白石 直也 
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回 日程 講習内容 手法 時間 講師 
  家族支援の視点から－    

６ 12月９日 
1．通信制高校の役割と第一
高等学院の取り組みについ
て 

講義 90分 
（株）ウィザス 第一高等学院 
豊橋校校長  松田 勇一 

７ １月 13日 
1．アウトリーチ(訪問支援）
について 

講義・ 
演習 

210分 NPO法人 NPOスチューデント・サ
ポート・フェイス 
代表理事  谷口 仁史 

８ ２月 16日 
1．若者の自立・就労支援に
ついて 

講義 60分 NPO法人いまから 
理事長 中田 直助 

2．豊橋市の取組について 講義 90分 教育委員会生涯学習課 

 

 

（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 95 豊橋市における参加主体一覧 

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 
・発達・就
労相談支援
セ ン タ ー
FLAT 
・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 
・㈲ﾄﾗｲｱﾝｸﾞ
ﾙ･ﾄﾗｽﾄ 
・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 

 

４．成果 

（１）協議会設置後の運営における成果 

 関係機関間の連携  
・ ２回の支援機関フォーラムの実施で、関係機関、支援機関、有識者を含めた多様な関係

者がお互いの業務内容や悩み、支援者としての価値観を共有できた。 
・ 特に、支援機関フォーラムや高等学校の中退状況調査の実施をきっかけに、総合相談窓
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口がサポート校や高等学校、大学といった教育関係の機関と就労移行支援施設等との連携

関係を構築しつつある。 
 
 発見・誘導に関する社会資源の把握  
・ 支援機関フォーラムの開催時に、関係機関だけでなく支援機関も含めて、連携状況の把

握を調査した。これによって、豊橋市の連携関係を把握し、総合相談窓口が連携する際の

参考とすることができるようになった。 
 発見・誘導のための活動、フロー、体制の構築  
・ 今年度の事業を通じて、地元の大学の学生相談室や保健室との協力関係を構築すること

ができた。大学の相談室や保健室に相談に来る学生が中退をしてしまった際に、マップを

配布してもらい、窓口の紹介をしてもらう等の関係ができている。 
 

（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 

・ 今年度は、第５回、第７回の講義で一部演習を取り入れ、より実践的な養成講習会の実

施を試みた。 
・ 第１回の講義では、小中学校の教員研修の一部と共同開催することで、普段子どもに接

している教員の方々が、若者の取り巻く状況を知るきっかけとなった。 
 

図表 96 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） 

 

 

 

 

 

 

4.11 

4.16 

4.10 
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総合満足度

内容の専門性の程度

内容のわかりやすさ
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図表 97 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 

 

 

イ．調整機関の業務を担う人材の養成に関する成果 

・ 支援機関フォーラムや高等学校の中退者調査等をきっかけに、総合相談窓口のコーディ

ネーターが関係機関以外にも幅広く連携関係を構築しつつある。 
・ 調整機関が中核を担いつつも、支援機関フォーラムのような場を活用することで、これ

からの豊橋市の施策を自由に意見交換できるような素地ができつつある。 
 

５．今後の課題 

（１）協議会運営に向けた課題 

 精神保健福祉系スタッフの機能強化   
・  総合相談窓口の相談件数のうち約４割程度が、不登校が要因となっている相談であった。
その中には、人間関係をうまく築くことができない、メンタルヘルスに問題を抱えている

子ども・若者が少なくない。臨床心理士や精神保健福祉士といった精神保健福祉系のスタ

ッフ機能の強化が、引き続き課題となる。 
 

（２）人材育成に関する課題 

・ ユースアドバイザーが今年度も約 40名養成されたが、ユースアドバイザーの活用方針が

定まっていない。今年度は、ユースアドバイザーに総合相談窓口の活動内容や連携先につ

いての説明を行った。次年度以降は、総合相談窓口について理解を深めてもらいつつ、地

域で支援の必要な子ども・若者に総合相談窓口の存在を広めてもらえる存在としての活用

の推進が課題である。 

 

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 3.80 3.52 0.28

6 支援者の実態を理解している 3.63 3.00 0.63

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 3.89 3.55 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 3.65 3.39 0.26

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 3.89 3.63 0.26

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 3.87 3.50 0.37

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 3.76 3.45 0.31

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 3.39 3.45 (0.06)

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 3.34 2.87 0.47

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 3.78 3.23 0.55

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 3.19 2.81 0.38

「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 3.55 2.83 0.72

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 3.68 2.97 0.71

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


