
平成 27 年度事業報告 

特定非営利活動法人ユースポート横濱 

 

１、事業の成果 

 

27 年度の事業の成果については、特に以下の 3点が挙げられる。 

①特定相談支援事業所ユースポートの開所 

27 年度は、新たに「特定相談支援事業所ユースポート」事業をスタートさせた。よこは

まサポステを利用している若者のうち、毎年 50人～60人程度が福祉サービスの利用につな

がっているという現実を踏まえ、当事業を実施することで、サポステ支援の中で蓄積され

てきた情報及びご本人との信頼関係に基づき、より適切な福祉サービス計画の作成とモニ

タリングの提供をめざした。 

②企業との接点が増える～中間的就労の場の開拓 

横浜市就労訓練事業支援センター運営事業については、認定就労訓練事業に関して具体

的な運用内容が定まり、秋期以降、生活困窮者と認定就労訓練事業所とのマッチングがは

じまった。就労訓練の場や、サポステのジョブトレーニングの場が、一般の企業にも広が

るよう神奈川県中小企業家同友会に加入するなどして、新たに企業との接点を図ることが

できた。 

③社是の策定による法人理念の明確化～「ここにいるその人を大切にする」 

26 年の定款変更を受け、27 年度は HP、ロゴをリニューアルした。リニューアルに伴い、

法人理念を「ここにいるその人を大切にする」という社是として宣言した。 

私たちは、「一人ひとりの個人は、このように生きていきたい、暮らしたいというその人

がありたい姿をめざすことができる存在である」という認識から法人理念を出発させてい

る。しかし、このような当たり前の希望を持ち続けることの困難さも着実に社会の中に広

がっている。 

「ここにいるその人を大切にする」という社是は、特に孤立状態にあって困難を抱えて

いる人を対象に、個別相談を土台として、その人がありたい姿に近づけるよう支援活動を

行うこと、個別支援にとどまらず、その人を出発点に、必要な社会的な仕組みをつくりだ

すことで、少しでも社会のあり方に変化をもたらしていくという使命を凝縮して表現した

ものである。また、利用者に限らず、共に働く仲間、連携先の協力者の方々に対しても、

この姿勢を保ち続けることで、目指す社会の姿をまず自分たちが実践していくことを明ら

かにした。 

 

 

  

 



２ 事業の内容 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

 

①就労や生活に関する相談・援助活動 

ア よこはま若者サポートステーション事業 

【内容】厚生労働省委託事業・横浜市補助事業（サポステ拡張事業「生活困窮状態にある

若者に対する相談支援事業」・サポステ卒業者ステップアップ事業・資格取得支援事業、神

奈川県基金 21 多文化共生ネットワークかながわ協力事業「学校出張相談」・神奈川県「学

校と社会の架け橋プロジェクト」含む） 

27 年度はより多くの相談をうけ入れ、より多くのケースを社会につなぐことができるこ

とをめざして、①アウトリーチの強化②過剰・不要・非効率な相談の削減③出口の強化に

取り組んだ。 

アウトリーチの強化によって、特に学校連携先が前年比で 3校増え計 22校になり、定期

訪問先も 3 校に増えた。相談内容は、中退、不登校、進路未決定など学校生活上の問題が

主だが、その背景には、経済的困窮、家庭問題、虐待、障害・疾患等の課題と重なりあう

ことも多く、より一層の対応力が求められた。 

相談事業は、丁寧な支援・不足のない支援は、相談員の中で十分に意識化されてきたが、

丁寧すぎる支援・過剰な支援も見受けられるようになり、27 年度は、相談の質を維持しつ

つも過剰・不要・非効率な相談を削減することを重点に置いた。相談の基本や方針の立て

方に関する研修や指導を十分に実施した。 

出口の強化では、一般的なルートでは就労が難しい人のために、ジョブトレーニングを

活用して就職につなげることを重点化した。27 年度新たに開拓した事業所の内９事業所で

ジョブトレが実施でき、既存の事業所も含め 10ケースがジョブトレからの雇用につながる

ことができた。 

その他、本年度、よこはま若者サポートステーション事業で特筆すべきは、OECD（経済協

力開発機構）調査研究のためのヒアリング、一億総活躍大臣、国会議員等の視察、NHK厚生

文化事業団の福祉ライブラリーDVD の中でよこはまサポステの支援内容が紹介されるなど、

社会的な注目度も増してきており、より一層の社会的責任を痛感した年でもあった。 

  

 



・相談実績（学生含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校連携の状況 

 H25年度 H26年度 H27年度 

連携学校数 

※年度内に連絡を取った学校 

13 19 22 

うち新規連携校 － 8 11 

うち定期訪問実施校 2 2 4 

(内上半期のみ 1校) 

うち訪問・来所対応実施校 4 8 10 

うちセミナー実施校 1 5 3 

うち新規登録学生の紹介校 9 12 14 

新規登録学生数 

※学校連携を介した紹介数 

18 52 49 

 

  

来所者延べ数 13,698 

新規登録者数 650 

進路決定数  395 

正規 54 

非正規長期 252 

非正規短期 67 

職業訓練 19 

 進学 1 

 その他 2 

 



・プログラム実績 

プログラム名 実施回数 参加人数（延べ） 

ストレッチ体操 24回 158人 

学びなおし（個別型） 24回 218人 

学びなおし（スクール型） 42回 277人 

CBT（認知行動療法） 49回 246人 

SST（ソーシャルスキルズトレーニング） 24回 198人 

のんびりテーマトーク 12回 73人 

自己プロデュースセミナー 12回 128人 

職業人の話「働くまでの道のり」 4回 68人 

アルバイト活動セミナー面接編 12回 65人 

アルバイト活動セミナー履歴書・電話編 12回 58人 

GATB 24回 167人 

ものづくりジョブセミナー 12回 54人 

警備のしごとセミナー 9回 31人 

PC講座 3回 12人 

エクセル講座 22回 148人 

ワード講座 22回 147人 

ホンキの就職 19回 102人 

計 326回 2150人 

 

【日時】通年 

【場所】横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 STビル 3階 

【従事者】20人 

 



【受益対象者】15歳～39歳の若者、およびその保護者（延べ利用者数 13,777人） 

【支出額】72,766,395円 

 

イ 泉区における就労困難な若者の社会参加促進事業  

【内容】泉区委託事業 

 毎週 1 回泉区役所に訪問し、生活保護家庭の若者に対して就労相談を実施している。27

年度は、支援ニーズはあるけれども「自分から来られない。来づらい人」に向けた対応策

として、ケースワーカーと共に家庭訪問にも同行した。また、臨床心理士の資格を持つサ

ポステ職員が、ケースワーカーを対象としてヒアリング、コンサルテーションも行った。 

【日時】平成 27 年 4月～28年 3月  週 1回(計 47回) 

【場所】横浜市泉区役所 

【従事者】3人 

【受益対象者】 

15 歳～39歳の生活保護家庭の若者 21人(延べ 134人) 

ケースワーカー（ヒアリング） 21 人(実数・延べ共) 

ケースワーカー（コンサルテーション）12人(延べ 28人) 

【支出額】935,231円 

 

ウ ひきこもり等青少年自立支援事業 「コミュニケーション応援講座」 

【内容】神奈川県委託事業 

ユースポート横濱が「よこはま若者サポートステーション」で 9 年間に渡って実施し

てきた、様々なコミュニケーション系プログラムのノウハウを生かし、コミュニケーシ

ョンに自信のない参加者向けの講座を実施した。集団の中にいることに慣れつつ、徐々

に自己肯定感を強めていき、他者との交流の楽しさを実感できるようになることを目的

とした。「肩の力が抜けた」「同じような悩みを持った参加者と関わることができて、

自分の悩みも少し楽になった」などの感想が寄せられた。 

【日時】平成 27年 9月～11月  計 8回 

【場所】神奈川県青少年センター 

【従事者】2人 

【受益対象者】講座定員：20名 

・参加者実数：18名（男性 11名、女性 7名） 

・参加延人数：102名 

【支出額】632,944円 

 

エ 地域交流事業 おむすび café 

【内容】法人自主事業 

 



 孤立しがちな若者が安心して参加し、食事を共にする場を 1 ヶ月に 1 回開催。27 年度

は、より多くの人が参加できるよう金曜日の夜と、土曜日の昼の隔月に実施した。継続

的に参加されている方以外にも新規参加者も 22名（通年）がいて、この場へのニーズは

あるものの、新規参加者の定着率が低い点が課題となっている。 

【日時】奇数月最終金曜日 19：00～21：00/偶数月最終土曜日 12：00-14：00 

【場所】さくらワークス 

【従事者】2人 

【受益対象者】延べ人 178名 

【支出額】39,578円 

 

オ 有料相談事業 

【内容】法人自主事業 

サポステの利用者は 39歳までであるため、40歳を超えてなお相談支援が必要で、なお

かつ他の支援機関につながりづらい人、安定した仕事につけない人、医療や福祉を受け

入れづらい人に対して就職、定着、転職に関する相談を自主事業で取り組んだ。 

受益者を増やす事業ではなく、実際には相談にいたらなくても、いざとなれば利用で

きるという安心感をもってもらうことも実施の目的となっている。 

【日時】通年 

【場所】近隣の Café、公共機関等 

【従事者】2人 

【受益対象者】実数 2人（延べ 64人） 

【支出額】111,550円 

 

②障害者総合支援法に基づく相談支援事業 

特定相談支援事業「ユースポート」 

【内容】法人自主事業 

27 年 6 月より開所。15 名に特定相談支援を実施した。そのうち 13 名が就労移行支援事業

所を、１名が家事援助、1名がショートステイを利用した。いまだ行政や福祉事業所の受け

入れの流れが定型化されておらず、相談のフローづくりに苦心した。 

【日時】通年 

【場所】横浜 ST ビル 11階 

【従事者】2人 

【受益対象者】15人 

【支出額】1,164,699円 

 

③障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 

 



日中活動系サービス事業 

【内容】障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業について、情報を収集した。 

【日時】通年 

【場所】横浜 ST ビル 11階 

【従事者】1人 

【受益対象者】0人 

【支出額】0円 

 

④地域社会との協働による新しい働き方・働き場の創出 

ア 横浜市就労訓練事業支援センター 

【内容】横浜市委託事業 

認定就労訓練事業所の拡大をめざして、市内を中心とする中小企業との接点づくりや、

社会福祉法人に対する協力依頼を実施し、その結果、27年度は 17事業所が生活困窮者の

認定就労訓練事業所となった。27 年度後半からは、認定就労訓練事業に関する具体的運

用内容が定まり、市内各区に設置される自立支援相談機関を利用する人と、事業所との

マッチングが開始された。今後は多様な職種かつ雇用につながる事業所の開拓と、区の

自立相談支援員に、認定就労訓練事業についての理解を広げていく取り組みが求められ

る。また事業所と困窮者が共に参加しやすい制度的支え（利用者が訓練中に怪我などし

た場合の保険加入費の公費負担、困窮者への交通費支給等）の必要性については、たゆ

まず発信していく。 

【日時】通年 

【場所】横浜 ST ビル 11階 

【従事者】3人 

【受益対象者】生活困窮者 

【支出額】6,737,397円 

 

⑤職業紹介事業 

 27年度は実施しなかった。 

 

⑥前各号に掲げる事業に関する政策提言・実行 

関係機関からの依頼をうけ下記の委員会・審議会に参加した。 

 

平成 27 年 7月 横浜市男女共同参画審議会 審議員 

平成 27 年 12月 横浜市男女共同参画審議会 審議員 

平成 27 年 12月 横浜市青少年の交流・活動支援事業 応募団体選考委員 

  

 



その他、よこはま若者サポートステーション事業で報告したとおり、あらためて当法人

の実践に関する社会的責任を自覚し、今後は「何をやってきたか」と共に「何が課題なの

か」について整理、発信、実行していくことを更に意識化していく。 

 

⑦前各号に掲げる事業に関するコンサルティング 

 他団体や行政機関が主催する研修へ講師・委員派遣、視察や取材の受け入れを行った。 

 主催団体 対象 内容 

平成 27年 6月 老松中学校 中学生 職場体験前に仕事について

考える 

平成 27年 6月 横浜市男女共同参画推進協会 若年女性 ガールズ講座 

応募書類（履歴書）の作り方 

・サポステ紹介 

平成 27年 8月 神奈川県中小企業家同友会 中小企業経営者・関

係者 

支援機関を利用しながら中

途採用をめざす若者の現状

について 

平成 27年 9月 OECD（経済協力開発機構） 研究員 よこはま若者サポートステ

ーション支援内容 

平成 27年 10月 一億総活躍大臣 大臣・副大臣 よこはま若者サポートステ

ーションの支援内容 

平成 27年 10月 公明党 国会議員等 よこはま若者サポートステ

ーションの支援内容 

平成 27年 11月 豊田市共産党 市議会議員 よこはま若者サポートステ

ーションの支援内容 

平成 27年 11月 

 

横浜市男女共同参画推進協会 若年女性 ガールズ講座 

応募書類（履歴書）の作り方 

・サポステ紹介 

平成 27年 11月 

 

月一の会 地域 困難を抱える若者のための

地域サポートモデル事業 

平成 27年 12月 さら就労塾 支援者 若年就労困難者への働く力

を身につける研修事業 

平成 27年 12月 横浜市泉区 ケースワーカー 対応の難しいお客様にどう

かかわるか 

平成 28年 2月 翠嵐高校（定時制） 教員 よこはまサポートステーシ

ョンの紹介 

 

 

 



⑧その他、目的を達成するための必要な事業 

 実施しなかった。 

 

（２）その他の事業 

①物品販売事業 実施しなかった。 

②出版事業  実施しなかった。 

 


