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３－２－４．神奈川県横浜市 
【基本情報】 

○人口 3,689,603人 

○面積 437.38㎢ 

○新幹線の停車地域である 

 

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 

ひきこもりや「いわゆるニート」など働きたくても働くことができず、社会生活を営む上

での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況である。とりわけ本市においては、20歳

代から 30歳代の生活保護受給率が急増しており、大きな課題となっている。これらの困難を

抱える若者たちの、社会・経済的な自立に向けた新たなスタートを社会全体で応援する環境

が必要である。 

また、困難を有する小中学生に対しては、生活・学習支援が必要であり、困難を有する高

校生に対しては、在学中から進路選択を支援する必要がある。全ての子ども・若者が自己を

確立し、自立していくための仕組みづくりが必要である。 

子ども・若者が直面している問題は、多様化、複雑化しており、従来の個別分野における

縦割り的な対応では限界が生じている。関係機関のネットワークの形成と機能強化などとと

もに、新たな仕組みづくりが求められている。 

横浜市内の若者サポートステーション、ユースプラザなどの支援機関には、市外からも多

くの若者の利用があり、他自治体や広域で活動する NPO との連携が進んでいる。個別的な連

携にとどまらず、周辺自治体と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求

められている。また、高校中退問題への対応においては、神奈川県との連携が不可欠であり、

早急に取り組んでいくことが求められている。 

 
（２）協議会設置状況 

・ 設置日：平成 22年７月 26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困難を有する子ども・

若者（主に 10代の青少年から 20～30代の若者） 

・ 設置主体：横浜市 

・ 協議会の名称：横浜市子ども・若者支援協議会 

・ 構成機関：（※図表 53参照） 

・ 運営方法： 思春期健全育成部会、若者自立支援部会、横浜・神奈川若者支援連絡会議 

・ 調整機関とその役割:検討中 （現在同等の役割を担っているのが、横浜市こども青少年

局青少年育成課・青少年相談センター（協議会の事務局） 

・ 指定支援機関とその役割： 未指定 

・ 子ども・若者総合相談センターとその役割：総合相談センターの設置については検討中 
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コラム 「20年後、30年後の社会を展望した施策検討」 

 

平成 22 年度の協議会では４つの部会(思春期問題／相談ネットワーク／人材育成／就労促

進)が中心となり、各部会のテーマに沿って議論を重ねた。１年間の検討結果を踏まえて、平

成 23年度協議会では２つの部会（思春期健全育成部会／若者自立支援部会）に引き継いだ。 

平成 23年度の取組では、20年、30年後の日本社会の厳しい現実を見据えた上で、これまで

の横浜市の子ども・若者支援施策を検証し、平成 24 年度以降の施策を体系的に整理すること

を目指した。 

「思春期健全育成部会」においては、携帯・インターネット、薬物乱用など青少年を取り巻

く環境や、生活の乱れ、性感染症、摂食障害などを予防するための取組について検討した。「若

者自立支援部会」においては、支援につながっていない若者へのアプローチや中間的就労、学

校から社会への移行支援等をテーマに、困難を有する子ども・若者に対して、社会参加から就

労に至るまで、段階的・分野横断的な支援の在り方を検討した。 

２つの部会で議論を重ねていく中で、「特定の子ども・若者だけが困難を抱えているのでは

なく、全ての子ども・若者が様々なリスクにさらされている」という共通認識を得ることがで

きた。すなわち、困難が顕在化する前の予防的な観点からの対応も必要であり、「全ての子ど

も・若者が、他者と交流する中で、自己肯定感が維持され成長できる社会」を目指す必要があ

ることが確認された。 

２つの部会の議論は、最終的に１つの提言としてまとめられ、身近な地域の中にある居場所

の中での見守りから適切な支援につなげる仕組みまで、体系的な整理ができた。 

一方、「横浜・神奈川若者支援連絡会議」においては、周辺自治体や県内の民間支援団体の

参加を得て、子ども・若者支援の大切さを社会へ発信するための共同宣言の作成を目指した。 

また、協議会の委員が講師として市内各地域に派遣される「横浜市思春期キャラバン」が 37

回開催された。地域の大人（民生委員、児童委員、小中学校保護者・教職員など）が思春期の

子ども・若者を取り巻く環境や課題について理解を深めた。参加者からは「子どもの心を理解

するうえで、講師の話は示唆に富むものであった」「今後の地域活動、地域づくりに役立てた

い」等、非常に評価が高かった。 
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２．協議会設置（※設置済地域は「運営」）に向けた課題と本年度の達成目標 

 
（１）協議会運営に向けた課題 

委員とともに検討テーマを共有し、年間の目標を設定する。 
多様な課題について検討するため、部会制を採用するが、部会相互の連携を図る。 

 

（２）本年度における達成目標 

【制度設計についての課題】 
平成 22年度の活発な議論から導き出された、多岐にわたる子ども・若者を取り巻く現状

や課題を 23年度は、具体的な施策や事業として提言していく必要がある。 

 
３．実施事項 

 

（１）地方企画委員会 

横浜市では子ども・若者支援協議会を年２回開催した。 
 

図表 50 横浜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 ６月 30日 

1. 委員紹介 
2. 子ども・若者支援協議会の組織
及び提言に向けて 

3. 座長、部会長、議長挨拶 
4. 意見交換 

・宮本座長、岩室部会長、津富部会長、
滝田議長から、問題提起。 
・各部会の検討テーマ、年間スケジュ
ールについて確認。 

２ １月 21日 

1. 座長報告 
2. 両部会からの報告 
3. 意見交換 
4. 横浜・神奈川若者支援連絡会議 

・座長、両部会から検討内容を報告。 
・協議会からの「提言」を承認。 
・横浜・神奈川若者支援連絡会議の共
同宣言の内容を確認。 

 

【第２回協議会】 

第二回子ども・若者支援協議会は、フォーラム形式で実施され、多くの関係者、市民の参加

を得た。子ども・若者支援の問題について広く情報交換、課題共有を図った。同じ会場では、

横浜市内や神奈川県下で活動している民間団体の活動を紹介するブースを設置、パネル展示や

物品販売等を行った。 
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（２）ユースアドバイザー定例会議 

検討テーマ別の部会、横浜・神奈川若者支援連絡会議、代表者会議（座長及び各部会長・

議長）を全 13回開催した。 

 
図表 51 横浜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 29日 

（第１回思春期健全育成部会） 
1. 平成 22年度部会報告 
2. 委員活動紹介 
3. 提言に向けた検討 
4. 思春期キャラバン事業について 

・各委員の問題意識の共有 
・平成 23年度部会での検討テーマ、
到達目標の確認 

２ ８月１日 

（第１回横浜神奈川若者支援連絡
会議） 
1. 平成 23 年度 横浜・神奈川若
者支援連絡会議のめざすもの 

2. 若者サポートステーションの
現状と最近の課題について 

3. 子ども・若者支援のための共同
宣言（仮題）について 

・出席者自己紹介 
・若者サポートステーションの状
況、高校中退問題等について課題
共有 
・共同宣言について意見交換 

３ ８月２日 

（第１回若者自立支援部会） 
1. 平成 22年度部会報告 
2. 委員活動紹介 
3. 提言に向けた検討 

・平成 23年度部会での検討テーマ、
到達目標の確認 

・高校との連携、中間的就労等につ
いて意見交換 

４ ８月 18日 

（第２回思春期健全育成部会） 
1. 提言に向けた検討 
2. 思春期キャラバンについて報
告 

・地域における子ども・若者の居場
所、支援ネットワークについて意
見交換 

５ ９月５日 
（第２回若者自立支援部会） 
1. 提言に向けた検討について 

・支援につながらない子ども・若者
の発見、誘導、支援の仕組を中心
に意見交換 

６ ９月８日 

（第２回横浜神奈川若者支援連絡
会議） 
1. 広域連携による取組の方向性
について 

・統計データに基づき、各自治体の
抱える課題等について意見交換 
・共同宣言について意見交換 

７ 10 月 18日 

（第３回若者自立支援部会） 
1. 提言に向けた検討について 
2. 今後の進め方について 

・提言(案)の検討 
・就労支援、人材育成、学校との連
携を中心に意見交換 

・今後のスケジュールについて確認 

８ 10 月 28日 

（第３回思春期健全育成部会） 
1. 提言に向けた検討について 
2. 今後の進め方について 
3. 思春期キャラバンについて報
告 

・提言(案)の検討 
・青少年の支援の仕組を中心に意見
交換 

・今後のスケジュールについて確認 

９ 10 月 31日 
（第３回横浜神奈川若者支援連絡
会議） 
1. 県・横浜・川崎・相模原四首長 

・広域連携による取組の方向性につ
いて 
・共同宣言(案)について 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 

  

2. 懇談会について報告 
3. 広域連携による取組の方向性
について 

4. 共同宣言(案)について 
5. 今年度の取組について 

・今年度の取組について 

10 11 月 14日 

（代表者会議） 
1. 各部会、連絡会議の状況につい

て報告 

2. 提言に向けた意見交換 

・各部会での検討内容の確認、情報
の共有 
・提言の構成と表現について、ポピ
ュレーションアプローチの視点に
ついて、身近な居場所の機能等につ
いて意見交換 

11 12 月 21日 

（第４回思春期健全育成部会） 
1. 中間報告について 

2. 提言（案）の最終確認について 

3. 次年度に向けて 

・提言(案)の最終確認 
・来年度の部会における論点につい
て意見交換 

12 12 月 22日 

（第４回若者自立支援部会） 
1. 各部会、連絡会議の状況につい

て報告 

・提言(案)の最終確認 
・来年度の部会における論点につい
て意見交換 

13 １月 10日 

（第４回横浜神奈川若者支援連絡
会議） 
1. 提言(案) の最終確認について 
2. 県との調整の状況について報
告 

・提言(案)の最終確認 
・県との調整の状況について確認 
・今後の進め方について意見交換 



99 

（３）ユースアドバイザー養成講習会 

10月から３月までの期間に、９回 18コマを実施した。 

図表  52 横浜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月 30日 

【総論】 
・自立困難な若者の実態と支
援の課題 
・ユースアドバイザー（的人
材）の必要性 

講義 105分 NPO法人「育て上げ」ネット 
理事長 工藤 啓 

【若者を取り巻く現状】 
・若者の意識とライフスタイル 
・情報化社会の現状と若者に
及ぼす影響 

講義 105分 NPO法人「育て上げ」ネット 
理事長 工藤 啓 

２ 10 月 17日 

【ネットワーキング①】 
・ 若者支援におけるネット
ワークの意義 

講義 105分 静岡県立大学国際関係学部 
教授 津富 宏 

【ネットワーキング②】 
・個人情報の保護管理、共有
について 
・ケース検討会の進め方 

講義 105分 静岡県立大学国際関係学部 
教授 津富 宏 

３ 10 月 31日 

【面接相談における基本的
態度と心得】 
・カウンセリングマインド 
・相談支援の開始から終了ま
での流れ 

講義 105分 首都大学東京都市教養学部 
教授 永井 撤 

【不登校・ひきこもり】 
・不登校、高校中退 
・ひきこもり 

講義 105分 首都大学東京都市教養学部 
教授 永井 撤 

４ 11 月 17日 

【精神障害】 
・精神障害（社会不安障害を
含む） 

講義 105分 横浜市こども青少年局 
担当部長 金井 剛 

【知的障害・発達障害】 
・知的障害・発達障害 

講義 105分 横浜市南部児童相談所医務担当
係長 田口 めぐみ 

５ 12月１日 

【非行・犯罪】 
・若者の非行及び犯罪の現状 

講義 105分 神奈川県警少年相談保護センタ
ー 
所長 阿部 敏子 

【少年司法】 
・少年司法の仕組み 

講義 105分 横浜家庭裁判所 
家庭裁判所調査官 

６ 12 月 20日 

【障害福祉制度】 
・障害者福祉の仕組み 

講義 105分 横浜市健康福祉局障害企画課 
企画調整係長 大山 弘三 

【生活保護】 
公的扶助の仕組み 

講義 105分 首都大学東京都市教養学部 
教授 岡部 卓 

７ １月 30日 

【支援計画】 
・支援計画の立て方 

講義 105分 児童養護施設 日本水上学園 
園長 松橋 秀之 

【アウトリーチ】 
・アウトリーチの手法 

講義 105分 児童養護施設 日本水上学園 
園長 松橋 秀之 

８ ２月 16日 

【家族理解と支援】 
・若者を抱える家族の課題と
危機 
・家族に関わる際の留意点 

講義 105分 東京学芸大学総合教育科学系准
教授 福井 里江 

【グループワーク】 
・SST（ソーシャルスキルズ 

講義 105分 横浜舞岡病院 
院長 加藤 昭彦 
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回 日程 講習内容 手法 時間 講師 

  トレーニング）   地域生活支援部部長 木村 幸
代 

９ ２月 29日 

【雇用・就労】 
・雇用、就労をめぐる現況 
・就労支援（職業紹介を含
む）の仕組み  

講義 105分 NPO法人ユースポート横濱 
理事長 岩永 牧人 

【まとめ】 講義 105分 首都大学東京都市教養学部 
教授 永井 撤 

 

【受講者同士の交流機会】 

今年度も、子ども・若者支援機関、民間の支援団体、市・区役所の関連部署など多様な組織・

団体からの参加を得ることができた。講習会の中では、ケース検討など受講者同士の意見交換

の機会を意図的に設けた。同じ所属・団体からの受講者同士が同じグループに偏らないように、

グループ編成を工夫したことにより、普段交流の機会のない団体同士が、相互の活動内容を知

る良い機会となった。 
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（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

図表 53 横浜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 警察 雇用 その他 
地方企
画委員
会 
定例会
議 

機関 

・横浜市立
小学校長
会 
・横浜市立
中学校長
会 
・横浜市立
横浜総合
高等学校 

・横浜市こ
ども青少年
局 

・横浜市健
康福祉局こ
ころの健康
相談センタ
ー 

・特定非営利活
動法人 CAP か
ながわ 
 

・神奈川県
警察本部 
 

・湘南・横
浜若者サポ
ートステー
ション 
・よこはま
若者サポー
トステーシ
ョン 
・国際ロー
タリー第
2590地区 
 

・(公財)よ
こ は ま ユ
ース 
・横浜市青
少年指導員
連絡協議会 
・都筑区青
少年地域活
動拠点 
・よこはま
西部ユース
プラザ 
・横浜市こ
ども青少年
局 

個人 

・NPO法人
さいたま
ユースサ
ポートネ
ット代表 
青砥恭 
・NPO 法人
アンガー
ジ ュ マ
ン・よこす
か理事長
滝田衛 
・NPO 法人
子どもと
生活文化
協 会
（CLCA）顧
問和田重
宏 
 

－ ・(公社)地
域医療振興
協会ヘルス
プロモーシ
ョン研究セ
ンターセン
ター長 岩
室紳也 

・静岡県立大学
国際関係学部
教授 津富宏 

 

－ ・NPO 法人
「育て上
げ」ネット 
理 事 長 
工藤啓 
 

・放送大学
教養学部教
授 宮本み
ち子 
・ネットス
ター株式会
社 インタ
ーネット 
ポリシー 
スペシャリ
スト 宮崎
豊久 

養成講
習会 機関 

市内の関係機関や民間団体で相談業務にあたっている方に幅広く参加していただいた。 

個人 － － － － － － － 
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４．成果 

（１）協議会設置後の運営における成果 

 代表者会議運営 

・ 子ども・若者の課題について、横浜市では重層的かつ多面的な検討を重ねてきた。20年
後、30年後の社会を見据えた施策の体系を打ち出すことができた。 
 

 関係機関間の連携 

「横浜・神奈川若者支援連絡会議」において、県内自治体及び NPO 法人との連携を図る
ことができた。 
 

 予防のための活動、フロー、体制の構築 

・ 協議会の委員が講師として市内各地域に派遣される「横浜市思春期キャラバン」を 37
回実施した。地域の大人（民生委員、児童委員、小中学校の保護者・教職員など）が思春

期の青少年を取り巻く環境や課題について理解を深めた。 
・ 青少年地域活動拠点において、スタッフが声かけを行う中で、相談できる関係を深め、

教師や親に言えない悩みを受けとめて、青少年が孤立しないための取組をすすめている。 
 

 発見・誘導のための活動、フロー、体制の構築  

・ 「仮称・地域青少年支援プラザ」を核とした身近な地域での見守り、支援の仕組みを整

理することができた。支援プラザについては、平成 24 年度以降、モデル事業的実施を
経て、全区展開を目指す。 

・ 地域若者サポートステーションのスタッフが市立定時制高校に入り、出張相談を行うな

どの支援を行った。 
・ 課題を抱えている子ども・若者に対する生活・学習支援を行う「困難を抱える青少年の

ための寄り添い型支援事業」を実施した。 
 

 メディア等を活用した情報発信 

・ ハマトリアム・カフェ（横浜市こども青少年局の「子ども・若者支援施策」の概要説明

のためのホームページ）を通じて、協議会及び部会の様子や検討内容を伝えた。 
・ フォーラム（第２回子ども・若者支援協議会）を開催することにより、子ども・若者問

題についての情報発信、市民理解の促進を図ることができた。 
・ こども青少年局のサイトを通じて、横浜市子ども・若者支援協議会の実施内容を発信し

た。 
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（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 

・ 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グループワークを行う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。 
 

図表 54 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 55 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 

 

 

 

 

 

4.28 

4.18 

4.25 

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 3.86 2.70 1.17

6 支援者の実態を理解している 3.73 2.70 1.03

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 4.09 3.30 0.79

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 4.05 3.22 0.83

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 4.20 3.04 1.16

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 4.16 2.96 1.20

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 4.10 3.22 0.88

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 3.84 2.73 1.11

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 4.00 3.22 0.78

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 3.85 2.78 1.07

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 3.55 3.00 0.55

「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 4.15 3.17 0.98

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 3.85 2.78 1.07

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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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。 
 

 

（３）その他 

 協議会活動の評価結果の反映･･･支援協議会からの提言を 24年度予算に反映 

・ 困難を抱える青少年のための寄り添い型支援の本格実施と実施区の拡大 

・ 東部ユースプラザの設置 

・ よこはま型若者自立塾の専用施設の設置  

・ 農業を中心とした就労の場づくり 

 

５．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

 
 協議会の機能拡充に向けた検討の実施及び反映 
・ 今年度も各部会において活発な議論が展開され、最終的には体系的な行政施策・事業の

方向性が打ち出された。今後は施策・事業の実施に取り組み、地域における子ども・若者

支援ネットワークを構築していく必要がある。 
・ 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。 
 

 関係機関間の連携 
・ 神奈川県下の自治体や民間団体等と、さらに広域連携を深めていく必要がある。特に高

校中退問題については、神奈川県・横浜市の教育委員会と引き続き連携を図っていく必要

がある。 
 

（２）人材育成に関する課題 

・ 今年度の協議会からの提言においては、若者支援に携わる人材及び団体の育成について、

「青少年総合相談センターを中心にして、 それぞれの役割に応じた効果的な育成プログラ
ムを展開する必要がある」としている。今後の人材育成の在り方について、市としてのビ

ジョンと具体的な計画を検討していく必要がある。 
・ 各地域における子ども・若者支援を支える人材を発掘していく取組も求められている。 
 


