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３－２－３．千葉県千葉市 
【基本情報】 

○人口 962,130人 

○面積 272.08㎢ 

○新幹線（東京駅）まで約 40分、飛行場（羽田空港）からの所要時間（約１時間） 

 

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 

 千葉市において、平成 22 年度の不登校児童・生徒は、小学校で 149 人（前年度 143 人）、

中学校で 653 人（前年度 646 人）となっている。全児童・生徒数に占める割合は、それぞれ

0.28%（前年度 0.27%）と 2.57%（前年度 2.76%）と全国の割合（各 0.32%、2.73%）に比べ、

小中学校ともにやや低くなっているものの、一定数の不登校児童・生徒が存在することが窺

える。 

 また、ひきこもりの状況は、平成 22年７月に内閣府が実施した「若者の意識に関する調査

（ひきこもりに関する実態調査）」の結果から推計すると、千葉市内における狭義のひきこも

りは 1,820人、準ひきこもりは 3,581人と推計される。 

 このように、千葉市の子ども・若者の現状として、依然、いわゆるニートやひきこもり、

不登校児童・生徒等の支援を要する子ども・若者が一定数おり、この状況を改善する必要が

ある。 

 いわゆるニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子

ども・若者に対する支援は、これまで各専門機関・団体等が個別に行っており、複合的な問

題に対して、また継続的支援を要する問題に対して、十分に対応できるシステムが千葉市内

においても構築されていないのが現状である。 

 個々の相談者の状況に適した効果的な支援の提供を実現するために、協議会を設置し、各

機関・団体間に顔の見える関係をつくり、各機関・団体による相互協力・連携の体制を早急

に構築する必要がある。 

 
（２）協議会設置状況 

・ 設置日：平成 24年２月１日 

・ 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の困難を有する 30

歳代までの子ども・若者 

・ 設置主体： 千葉市 

・ 協議会の名称：千葉市子ども・若者支援協議会 

・ 構成機関：全 23機関・団体及び学識経験者（下記一覧の通り）  
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図表 43 協議会の構成機関（24年２月末時点） 

 教育 福祉 保健・医療 矯正・更生
保護 雇用 総合相談等

その他 

機関 

市教委指導
課、市教育
センター、
市養護教育
センター、
市小学校長
会、市中学
校長会、市
青少年育成
委員会会長
会、市青少
年相談員連
絡協議会 

市児童相談
所、市民生
児童委員協
議会、市中
央区保健福
祉センター
こども家庭
課、市発達
障害者支援
センター、
市健全育成
課こども家
庭支援室 

市健康支援
課、市ここ
ろの健康セ
ンター、 

県警千葉市
警察部、市
高等学校補
導員連絡協
議会、市保
護司会連絡
協議会、市
青少年補導
員連絡協議
会、市青少
年サポート
センター、 

千葉市経済
農政局産業
支援課雇用
推進室、千
葉公共職業
安定所、ち
ば地域若者
サポートス
テ ー シ ョ
ン、 

千葉県環境
生活部県民
生活課青少
年室 

個人 

学識経験者
（齋藤哲瑯 
川村学園女
子 大 学 教
授）・学識経
験者（寺崎
眞理 元小
学校長） 

 学識経験者
（磯邉聡 
千葉大学大
学院教育学
研究科准教
授） 

 

   

 
・ 運営方法：代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の三層構造による構成。 

・ 既存組織との役割分担：それぞれの機関の専門業務を勘案しつつ、今後検討していく。 

・ 調整機関とその役割：調整機関は、健全育成課と青少年サポートセンターが担う。調整

機関は、協議会が効果的に機能するための事務局機能を果たし、協議会運営の中核として

支援の状況を的確に把握し、必要に応じてほかの関係機関との連絡調整を行うものとする。 

・ 指定支援機関とその役割：今後、NPO 等の実態を把握しながら、指定支援機関の指定の

可能性を検討していく。 

・ 子ども・若者総合相談センターとその役割：総合相談センターについては、青少年サポ

ートセンター内に設置する。人員配置等の課題もあるが、総合相談センターは平成 24年度

中の設置を目指している。役割としては、ワンストップ窓口的な役割とし、支援のコーデ

ィネート機能を有するものと考えている。総合相談センターの支援員は、相談内容を把握

し、見立てを行い、関係機関につなぐ役割を担い、複合的なケースについては、協議会の

個別ケース検討会議を開いて、そこで支援計画を協議することとする。 

 
「協議会設置に向けた 1年」 

千葉市子ども・若者支援協議会は、平成 24 年２月１日に設置し、第 1 回千葉市子ども・若

者支援協議会（代表者会議）を平成 24年２月９日に開催した。 
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千葉市は、本年度で、モデル事業に参加をして３年目を迎えた。３年間の事業を通して、社

会生活を営む上で困難を有する子ども・若者に対して、複数の支援機関・団体が連携して効果

的な支援を提供できるよう、協議会の設置を目指して、地方企画委員会での議論、定例会議で

のケース検討、養成講習会での支援者の育成、を進めてきた。 

特に今年度は、協議会の立ち上げに向け、具体的に協議会の組織構成や協議会設置要綱の内

容等の検討、各関係機関への声掛けと合意形成の実現、等が明確な課題となった。 

７月に第１回地方企画委員会を開催し、事務局（千葉市こども未来局こども未来部健全育成

課）より要綱案を提案し、各委員から意見を収集した。それらの意見を踏まえて、要綱案をさ

らに検討して、10 月、第２回地方企画委員会にて承認されるに至った。第２回地方企画委員

会は、「千葉市子ども・若者支援協議会設立準備委員会」を兼ねており、協議会参画予定機関・

団体からの参加者によって、協議会設置にあたっての疑問点や協議会に期待することなどの意

見が活発に出され、協議会設置に向けた機運が高まった。 

設置後の初会議となった第１回代表者会議では、協議会の要綱の制定や運営、及び総合相談

センター設置の予定についての提案がなされ承認された。また、千葉県が先だって設置した千

葉県子ども・若者支援協議会の調整機関を担う千葉県環境生活部県民生活課青少年室の室長に

もオブザーバーとして参加をいただき、県の協議会の概要や市町村との連携についての考えな

どについて話しをしていただいた。引き続き千葉県と千葉市とで情報交換を行いながら、子ど

も・若者に対する支援を連携して実施していくことを確認した。 

今年度１年の活動を通じて、協議会設置に至り、今後は、子ども・若者に対して、より有効

な支援を提供することができる協議会運営を目指すところである。 

 

２．協議会設置に向けた課題と本年度の達成目標 

 
（１）協議会設置に向けた課題 

【制度設計についての課題】 
代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議の三層構造の組織をどのように機能させ

るか、また、構成員、並びに実際に各関係機関がどのように連携して支援を実現していく

のかを、より具体的に決定していくことが課題である。また、NPO 等民間支援団体の巻き

込み方等も検討していく必要がある。 

加えて、協議会設置・運営のための予算の確保も課題である。 

 
【支援の実施における課題】 
総合相談センターの設置に向けた準備が課題である。総合相談センターのあり方や設置

形態・場所等を具体的に検討・決定していく必要がある。 
また、総合相談センターの設置・運営のための予算の確保（職員配置を含む）も課題で

ある。 
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【支援員に関する課題】 
毎年、庁内及び関係各機関等に対して養成講習会へ職員の参加を依頼しているが、どの

部署も日々の業務に忙しく職員の参加を要請することが厳しい状況であった。そこで、引

き続き養成講習会への参加を呼びかけるためには、実際に参加した各機関の職員がどれだ

け、子ども・若者支援に必要なスキルや、協力体制に対する認識を高めることができたか

を把握し、提示していくとともに、より有益な知識・スキルを習得できる養成講習会のあ

り方を検討していく必要がある。 
 

（２）本年度における達成目標 

・ 子ども・若者支援協議会を設置し、子ども・若者に対する多機関連携支援体制を構築す

る。 
・ 関係機関との連携を強化することはもとより、定例の会議を開催し、若者にとって実効

性のある支援体制整備の構築を目指す。 
・ ケーススタディ等を通して、それぞれの機関で何が対応可能であるか見極め、各機関で

抱える事例に対し、より多角的・多面的な支援を可能にする。また、それぞれの機関の役

割を明確にする。 
・ 庁内連携体制の合意を得る。 
・ 養成講習会や定例会議への参加を通じて、幅広い知識やスキルを身に付け、実際の相談・

支援に活躍できる人材を育成する。また、各機関の業務内容（可能な支援の範囲）を把握

することより、的確に若者支援に対応できる人のつながりを構築する。 
 
３．実施事項 

（１）地方企画委員会 

第１回地方企画委員会で子ども・若者支援協議会の設置要綱の策定にとりかかり、第２回

地方企画委員会を子ども・若者支援協議会設立準備委員会とし、組織の改編を行い、設置要

綱の承認を得た上で、第３回地方企画委員会を第１回千葉市子ども・若者支援協議会として

開催した。 
 

図表 44 千葉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 ７月 21 日 

1．「子ども・若者支援地域協議会設
置・運営モデル事業」実施方針及び
計画について 
2．千葉市子ども・若者支援協議会
設置要綱（案）について 
 

・千葉市におけるモデル事業計画と方
針について共有した。 
・子ども・若者支援地域協議会設置に
向けた要綱（案）の提案。 
・第２回地方企画委員会を千葉市子ど
も・若者支援協議会設立準備委員会と
して開催することを確認した。その
際、こども未来部長を会長とする組織
に改編することを承認した。 

２ 10 月 28 日 1．千葉市子ども・若者支援協議会 ・千葉市子ども・若者支援協議会設立 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 

  

設置要綱の承認について 
2．今後の予定について 

準備委員会として開催した。 
・千葉市子ども・若者支援協議会の要
綱について承認を得た。 
・第３回地方企画委員会を千葉市子ど
も・若者支援協議会として開催するこ
とを承認した。 

３ ２月９日 

1．千葉市子ども・若者支援協議会
設置要綱の制定及び公示について 
2．平成 24 年度千葉市子ども・若者
支援協議会の運営について 
3．千葉市子ども・若者総合相談窓
口の設置について 
4．平成 24 年度内閣府モデル事業へ
の応募について 
5．新たな構成機関について 

・千葉市子ども・若者支援協議会の要
綱は平成 24 年２月１日に施行した。 
・平成 24 年度の子ども・若者支援協
議会は、代表者会議１回、実務者会議
２回程度、個別ケース検討会議は随時
行う。 
・総合相談センターは、平成 24 年８
月１日開設予定である。 
・平成 24 年度も内閣府の子ども・若
者支援地域協議会運営モデル事業に
参加予定である。 
・千葉県環境生活部県民生活課青少年
室にも加わってもらう。 

 

【千葉県との協力】 

第１回千葉市子ども・若者支援協議会には、先駆けて協議会を設置した千葉県にも参加を依

頼し、千葉県環境生活部県民生活課青少年室長にご参加いただいた。室長からは、千葉県の協

議会の概要や市町村との連携についての考えなどについて話しをしていただいた。また、千葉

県と千葉市とで、引き続き情報交換を続けながら、子ども・若者に対する支援で協力していく

ことを合意した。 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

各関係機関の代表職員、保護司、青少年相談員、青少年補導員、民生児童委員等の代表を

参加者として、各機関の事業概要についての相互理解を図るとともに、子ども・若者支援に

関して、各機関から提出された事例を基に、その対応策や支援の方向性を協議する「ケース

検討」を中心に全８回実施した。 
 

図表 45 千葉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 ７月 27 日 
1．自己紹介 
2．今後の定例会議の持ち方につ
いて 

･参加者による自己紹介 
・今後の定例会議における事例検討の
進め方について共有 

２ ８月 24 日 
1．各関係機関における事業概要
について 

・各関係機関における事業概要の共有 

３ 10 月 26 日 
1．各関係機関における事業概要
について 

・各関係機関における事業概要の共有 

４ 11 月４日 
1．事例検討 
2．情報交換 

・青少年サポートセンターに関するケ
ースを検討し、今後の同分野の支援の 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 
   進め方について共有 

５ 11 月 21 日 
1．事例検討 
2．情報交換 

・青少年サポートセンターに関するケ
ースを検討し、今後の同分野の支援の
進め方について共有 

６ 12 月 21 日 
1．事例検討 
2．情報交換 

・教育センターに関するケースを検討
し、今後の同分野の支援の進め方につ
いて共有 

７ １月 26 日 
1．事例検討 
2．情報交換 

・養護教育センターに関するケースを
検討し、今後の同分野の支援の進め方
について共有 

８ ２月 10 日 
1．成果と課題と今後の方向性に
ついて 

・課題と今後の方向性についての検討
及び共有 

 

（３）ユースアドバイザー養成講習会 

各関係機関の職員、保護司、青少年相談員、青少年補導員等を対象に、「子ども・若者支援」

に必要な知識やスキルの習得を目的として、全８回の養成講習会を実施した。 
 

図表 46 千葉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 ７月 27 日 
1．制度の概要及び業務の
内容、若者をめぐる状況と
自立支援の現状 

講義 115 分 放送大学教養学部 
教授 宮本 みち子 

２ ８月 24 日 

1．少年司法の仕組み 講義 50 分 千葉家庭裁判所 
主任調査官 加藤 重樹 

2．若者の非行及び犯罪の
状況 

講義 55 分 千葉中央警察署 
生活安全課長 伊藤 博厚 

３ 10 月 26 日 

1．公的扶助の仕組み 講義 50 分 千葉市保健福祉局保護課 
主査 市原 智久 

2．児童福祉の仕組み 講義 50 分 千葉市児童相談所 
所長 斉藤 一成 

４ 11 月 4 日 
1．相談における基本的な
態度と心得、等 

講義 115 分 千葉大学大学院教育学研究科 
准教授 磯邉 聡  

５ 11 月 21 日 

1．不登校と青年期のひき
こもり 

講義 120 分 国立国際医療研究センター 
国府台病院精神科部門 

診療部長 齊藤 万比古 

６ 12 月 21 日 
1．労働相談から見た雇用
形態 

講義 110 分 千葉市経済農政局 
労働相談員 細野 睦生  

７ １月 26 日 
1．SST などグループワー
クの方法、技法（実習含む） 

講義、
演習 

120 分 カウンセリングルーム ブロッ
シュ所長 臨床心理士 
齋藤 由美  

８ ２月 10 日 

1．アウトリーチ（訪問支
援）の実践 

講義 50 分 千葉市教育センター 
指導主事 手川 京子 

2．個人情報の保護・管理
及び情報共有の可能性 

講義 50 分 内閣府政策統括官(共生社会政
策担当)付 
青少年支援担当主査 荒巻 由
衣 
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（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 
 

図表 47 千葉市における参加主体一覧 

  教育 福祉 保健・医療 矯正・更生保
護 雇用 総合相談

その他 
地方企
画委員
会 

機関 

・市教育委員会
指導課 
・市教育センタ
ー 
・市養護教育セ
ンター 
・市小学校長会 
・市中学校長会 
・千葉市青少年
育成委員会会長
会 
・市青少年相談
員連絡協議会 

・市児童相
談所 
・市中央区
こども家庭
課 
・市発達障
害者支援セ
ンター 
・市健全育
成課こども
家庭支援室 
・市民生委
員児童委員
協議会 

･市健康支
援課 
・市こころ
の健康セ
ンター 

・市青少年サ
ポートセン
ター 
・県警千葉市
警察部 
・市高校等補
導員連絡協
議会 
・市保護司会
連絡協議会 
・市青少年補
導員連絡協
議会 
 

・市産業支
援課雇用推
進室 
・千葉公共
職業安定所 
・ちば地域
若者サポー
トステーシ
ョン 

・千葉県県
民生活課
青少年室 
（３回目
にオブザ
ーバー参
加） 

個人 

・学識経験者（齋
藤哲瑯 川村学
園女子大学教
授） 
・学識経験者（寺
崎眞里 元公立
小学校長） 

－ ・学識経験
者（礒邉聡 
千葉大学
大学院教
育学研究
科准教授） 
 

－ － － 

定例会
議 

機関 

・市教育委員会
指導課 
・市教育センタ
ー 
・市養護教育セ
ンター 
・市青少年相談
員連絡協議会 
 

・市民生委
員児童委員
協議会 

－ ・県警千葉市
警察部 
・市保護司会
連絡協議会 
・市青少年補
導員連絡協
議会 
・市青少年サ
ポートセン
ター 

－ ・市健全育
成課 

個人 － － － － － － 
養成講
習会 

機関 

・市教育委員会
指導課 
・市教育センタ
ー 
・市養護教育セ
ンター 
・市青少年相談
員連絡協議会 
 

・市民生委
員児童委員
協議会 

－ ・県警千葉市
警察部 
・市保護司会
連絡協議会 
・市青少年補
導員連絡協
議会 
・市青少年サ
ポートセン
ター 

－ ・市健全育
成課 

個人 － － － － － － 

 



90 

４．成果 

（１）協議会設置に向けた検討・準備における成果 

 
 地域における若者支援に関する社会資源の把握 
・ 今年度は、千葉市関係の公共機関や青少年育成団体、県警千葉市警察部のほかに、千葉

公共職業安定所、県県民生活課青少年室、ちば地域若者サポートステーション、市高等学

校等補導員連絡協議会、市小学校長会、市中学校長会、市健康支援課、市青少年育成委員

会会長会にも新たに地方企画委員会に参加をしてもらった。このことにより、幅広い分野

の機関・団体間における事業内容の相互理解が進み、今後連携していくにあたっての関係

づくりがなされた。 
 関係機関における顔の見える関係の構築 
・ 全３回の地方企画委員会（千葉市子ども・若者支援協議会を含む。）の開催を通じて、意

見交換をする中で、代表者同士の顔の見える関係が構築された。また、養成講習会に参加

した機関・団体の実務者同士においても、顔の見える関係が構築された。 
■支援体制の全体像の描写 
・ 同じく、全３回の地方企画委員会（千葉市子ども・若者支援協議会を含む。）の開催を通

じて、協議会は代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の三層構造とし、調整機関

は健全育成課と青少年サポートセンターが担うことで合意された。また、総合相談センタ

ーをワンストップの相談窓口として設置し、複合的なケースの場合には、必要に応じて、

調整機関である青少年サポートセンターが、関係機関・団体を召集して個別ケース検討会

議を開催し、そこで支援策を検討し、各関係機関・団体が連携して支援にあたることを関

係者間で合意した。 
 
（２）協議会設置後の運営における成果 

 
 発見・誘導のための活動、フロー、体制の構築 
・ 協議会参画機関間において、教育、福祉、保健、医療、矯正・更生保護、雇用の各機関・

団体が連携して実現していく今後の支援の可能性と具体的支援のイメージを共有すること

ができた。 
 
（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 

・ 様々な分野の講義が開催され、専門以外の分野の講義を受けることにより、広い見識や

知識が得られた。また、現在の若者の課題がより一層明確に把握され、関係者間で共有さ

れた。 
・ 多くの機関の支援者が集うことにより、それぞれの顔や名前を知ることができた。これ

により、今後支援に携わる中で、連絡や相談などの連携が取りやすくなった。 
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図表 48 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） 

 

 

図表 49 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 

・ 調整機関を担う予定である健全育成課及び青少年サポートセンターの職員も養成講習会

や定例会議に参加し、支援に必要な知識やスキルを習得するとともに、実際に子ども・若

者に起こっている問題や支援の実態を把握することができた。また、講習会や定例会議へ

の参加を通じて、実際の支援現場で活躍する支援員らとのネットワークも形成された。 
 

５．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

 千葉市としては、今後、子ども・若者に対して、継続的・総括的な支援をするために、協

議会と子ども・若者総合相談センターの連携をどれだけ充実させていくことができるか、ま

た、個別ケース検討会議を活性化させ、関係機関とどれだけ会議の席で話を深め、実際の支

4.04 

4.10 

4.07 

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

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 3.70 3.11 0.59

6 支援者の実態を理解している 3.05 2.94 0.11

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 3.65 3.06 0.59

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 3.47 3.11 0.36

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 4.00 3.61 0.39

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 3.95 3.56 0.39

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 3.58 3.33 0.25

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 3.89 3.44 0.45

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 3.30 2.89 0.41

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 3.55 2.83 0.72

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 3.16 2.78 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 3.89 2.61 1.28

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 3.95 2.67 1.28

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
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援において連携を図っていくことができるかが課題となるものと思われる。 

 以下に、個別の課題を記す。 
 
 ケース検討会議（「関係機関の見極め」と情報共有のための仕組みづくり） 
・ 今後、相談者からの聞き取りの結果、複合的なケースのため複数の機関が支援に関わっ

た方が良いと思われる場合には、関係する機関・団体等を召集して、個別ケース検討会議

を開くことを想定している。その際、個々のケースに応じて適切な関係機関・団体を招集

できる「関係機関の見極め」が重要となる。また、複数の機関・団体によって、支援計画

を立て、連携して効果的な支援を行っていくための情報共有の仕組みづくりも課題である。

例えば、適切かつ十分な情報を共有しやすい形で整理するための様式「支援計画シート」

の検討等が必要である。 
 
 発見・誘導に関する社会資源の把握 
・ 要支援者の発見・誘導段階においては、NPO 等民間支援団体との連携も重要である。そ

こで、現在の各構成機関の積極的な参加を促すとともに、NPO 等民間支援団体について、

どのような団体をどのような位置付けで参画させていくかについての検討が必要である。 

 
 発見・誘導のための活動、フロー、体制の構築 
・ 協議会と連携し、一体となって支援にあたる「総合相談センター」の設置・運営に向け

ては、市の財政状況を考慮すると、予算確保や職員配置が課題である。 
 
 実務者会議（調整機関による支援状況の把握） 
・ 実務者会議は、基本的には年２回程度定期開催し、個々の支援の進行管理等を行ってい

くこととしている。加えて、個別ケース検討会議においても対応が困難なケースで、緊急

に支援策の検討が必要と認められる場合は、実務者会議において支援策を検討することも

想定している。それぞれの会議の調整機関である青少年サポートセンターと健全育成課は

各会議体や各支援機関・団体と密な情報共有を行うなどして、日頃からの各ケースの支援

状況を把握しておく必要がある。 
 

 関係機関間の連携（県との連携） 

・ 本年度の第１回代表者会議にも参加があったが、来年度から本格的に協議会に千葉県環

境生活部県民生活課青少年室に加わってもらうことで、県との協力・連携関係を強化して

いく。県と連携を図っている NPO を含めた民間団体の中から、千葉市の協議会の構成組織

として、どの組織と連携を図るかを決定していくかが課題である。まず、その実態を把握

するため、関係団体の活動実績等の調査を実施したいと考えている。 
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（２）人材育成に関する課題 

・ 養成講習会を通じて、様々な分野の知識や支援のスキルを習得したユースアドバイザー

を養成することができたが、今後は養成講習会を通じて育成されたユースアドバイザーに、

実際にどの場面で、どのように活躍してもらうかを検討していくことが必要である。ユー

スアドバイザーの活動イメージを具体化することは、現在のユースアドバイザーに対して

のモチベーションにつながるものと考える。 
・ また、せっかく養成した人材が、異動により他の機関へ移ってしまい、支援現場から離

れてしまう例が多々ある。協議会や子ども・若者支援に関する知識やスキルを有した人材

確保の連続性を保っていくための手立てを講じる必要がある。 
 

 


