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２０１９年度 公益財団法人よこはまユース 事業報告 

Ⅰ 事業概要 

すべての青少年が健やかに育ち、絆を結び、社会の一員となっていくためには、『多様な人々と

出会い交流する機会、体験を共有できる機会』が必要です。 

よこはまユースは、その機会が不足しがちになっていることが重要な課題であると捉え、その

解決に向け『様々な体験を積み重ねること』が青少年の成長にとって大切であることを社会や家

庭に伝え、地域活動の支援、青少年の成長を支える人材の育成、体験活動の充実に取組み、２０

１９年度の目標を推進してきました。 

世界的なコロナ禍の影響により２月中旬から制約を受け、事業の中止、青少年施設の閉館など

の措置がとられたことによりにより、一部の事業実施数や施設利用数などで目標を下回りました

が、多くの事業で着実な成果をあげることができました。 

《目標》 

青少年と大人が体験を共有し交流できる場を拡充します。 

１ 目標達成のための取組と主な事業 

取組１：青少年が多様な人々と関わり経験の積み重ねができる地域活動を支援します 

青少年に対する相談、助言、コーディネート、青少年及び体験活動等の調査、資料収集・情

報発信、効果的な場の提供等により、地域活動や青少年の主体的な活動を支援しました。 

【主な事業】 

（１）青少年交流・活動支援スペース、青少年育成センター、野島青少年研修センターの諸室

及び物品の貸出 

（２）地域に出向いた活動プランニング／放課後キッズクラブの安定的な運営に向けた相談、

助言／青少年育成センターでの相談・コーディネート（相談窓口） 

（３）青少年に関する実態調査、及び体験活動等に関する調査／青少年育成活動等の資料提供 

 

取組２：青少年の成長を支える人材を育成します 

青少年を支える人材や体験活動・地域活動・放課後児童育成に携わる人材を育成するための

講座・研修を実施しました。また、地域の人たちが青少年や地域に関する知識や課題を共有・

理解する機会として、ネットワーク会議・交流会等の実施や地域で開催される講座・研修会に

講師を派遣しました。 

【主な事業】 

（１）青少年の育成等に関する講座・研修のコーディネート・講師派遣、青少年理解のための

啓発事業の実施 

（２）青少年育成センター、野島青少年研修センターの研修・講座等の諸事業 

（３）放課後３事業スタッフの人材育成研修 
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取組３：地域や団体、企業等と連携・協働して体験活動を拡充します 

青少年が多様な人々と出会い交流する機会、体験を共有できる機会として、社会参加、自然

体験、就労体験、集団宿泊体験等の事業を実施しました。 

事業実施にあたっては、地域や団体、企業等との連携・協働を目指し、より充実した多様な

体験活動の機会を提供しました。あわせて、放課後キッズクラブを運営し、小学生が集団での

遊びや体験活動を通じ、自ら学び育つことができる機会を提供しました。 

【主な事業】 

（１）野島青少年研修センター、青少年交流・活動支援スペースでの体験事業、青少年育成団

体や地域の関係機関等と協働した体験事業 

（２）寄り添い型生活支援事業「かもん未来塾」の運営 

（３）放課後キッズクラブの運営 

 

取組４：その他、法人の目的を達成するために必要な取組 

職員の人材育成に取組むとともに、寄附金の募集など組織や経営基盤の強化を図りました。

また、事業報告や成果を速やかに周知・広報し、多くの市民や青少年に法人をＰＲし、青少年

活動への関心と参加を喚起しました。 

【主な事業】 

（１）賛助会員及び一般寄附者の拡充（会員募集事業 他） 

（２）寄附金拡充を目的とした収益事業（爆笑！濱っ子寄席） 

（３）職員の人材育成（新採用研修、実務専門研修、管理職研修、人権研修） 

（４）広報・ＰＲ（ユースレターの発行、ホームページやＳＮＳの活用） 

 

２ 事業の柱と公益目的事業区分 

法人の定款に定める【事業の柱】と公益認定等ガイドラインで定める【公益目的事業区分】は

次の通りです。 

【事業の柱】 

Ａ：青少年活動を支援する事業 

Ｂ：青少年を支える人材を育成する事業 

Ｃ：青少年に体験機会や活動の場を提供する事業 

Ｄ：その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

【公益目的事業区分】 

あ：施設の貸与 

い：講座、セミナー、育成 

う：体験活動等 

え：相談、助言 

お：調査、資料収集 
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Ａ：青少年活動を支援する事業 

 

あ：施設の貸与 

  この事業は、青少年育成活動を展開するための安全で効果的な場を提供することで、青少

年の育成に寄与することを目的としています。 
【主な事業・取組み】 

○青少年交流・活動支援スペースの運営 
○青少年の指導者・育成者の活動拠点の運営（青少年育成センターの諸室及び物品の貸出） 
○青少年の集団宿泊体験活動拠点の運営（野島青少年研修センターの施設・設備貸出） 
 

え：相談、助言 

  この事業は、青少年が事業に関わり自ら学び・育つ機会を提供するための相談・助言を行

い、青少年と大人が共に育つ環境を醸成することで青少年の育成に寄与することを目的とし

ています。 
【主な事業・取組み】 

○地域の青少年育成活動の推進・支援 
○青少年をテーマとした社会貢献活動の推進・支援 
○青少年に対する日常的な相談、助言、傾聴 
○相談・コーディネート、情報提供（研修・活動のプランニング、助言、講師派遣 他） 
 
お：調査、資料収集 

  この事業は、青少年活動に活用できる資源の調査や事業効果を検証し、青少年育成活動の

ための基礎資料としての活用や、青少年団体及び教育機関等に提供することで、青少年の育

成に寄与することを目的としています。 
 【主な事業・取組み】 

○調査・研究事業（青少年育成事業に関する情報収集、青少年に関する実態調査、及び体験活動

等に関する調査 他） 
 
 
Ｂ：青少年を支える人材を育成する事業 

 

い：講座、セミナー、育成 

   この事業は、青少年を支える人材や活動の核となる青少年を養成することで、青少年と大

人が共に育つ環境を醸成し、青少年の育成に寄与することを目的としています。 
    青少年及び青少年育成に関する知識や技能を習得することで、青少年育成への理解を深め

青少年育成活動の普及を推進し、青少年が自ら学び育つことができる機会の充実や自立支援

に関わる人材を育成します。 
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【主な事業・取組み】 

○市民への啓発事業（子ども・若者エンパワメントセミナー 他） 
○青少年サポーターの活動の推進 
○放課後３事業スタッフの人材育成研修 
○青少年に関わる人材育成の研修・講座 
○青少年団体等を支援するための研修・講座 
○行政機関や青少年支援団体等と連携した人材育成 
○青少年団体等のネットワーク形成事業 

 
 
Ｃ：青少年に体験機会や活動の場を提供する事業 

 

う：体験活動等 

  この事業は、青少年が学校や家庭では得にくい多様な体験活動に参加することで、青少年

の育成に寄与することを目的としています。 
  青少年が体験を通じ自ら感じ考えることで学び育つことができる機会として、就労体験、

社会体験、自然体験、集団宿泊体験等の事業を企画・実施しています。 
【主な事業・取組み】 

○青少年に体験機会や活動の場を提供する事業 

○道志村と連携した社会体験・交流プログラムの実施 
○青少年の交流・体験事業 
○社会参加事業 
○異世代交流促進事業 
○青少年支援事業 
○寄り添い型生活支援事業「かもん未来塾」の運営 
○放課後キッズクラブ運営（地域人材の活用、高校生インターンシップの受入れ） 
○体験プログラムの提供 
○市民活動団体と協働した体験事業 
○困難を抱える青少年のための体験活動支援 
○地域交流事業 
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Ｄ：その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 
 この事業は、収益事業及び法人運営のための取り組みです。 
 

D-1：寄附金募集事業 

  当法人の取り組みを広く市民に周知し、理解を深め協力を得ることを目的として、収益事

業の実施、募金箱の設置、賛助会員及び一般寄附者の拡充のための事業を行います。 
【主な事業・取組み】 

○賛助会員及び一般寄附者の拡充（会員募集事業 他） 
○寄附金拡充を目的とした収益事業（爆笑！濱っ子寄席） 

 
D-2：事務局運営 

  公益財団法人としての使命を果たすとともに、安定して継続的に運営できるよう、職員の

人材育成や組織運営の強化を目的としています。 
【主な事業・取組み】 

○法人の広報・ＰＲ（よこはまユースレターの発行 他） 
○職員の人材育成 
○評議員会、理事会の運営 
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Ⅱ 事業区分体系表 

事 業 区 分 

担  当  部  署 

事業企画課 

事業係 

かもん 

未来塾 

キッズ 

運営課 

青少年 

交流・活動 

支援スペース 

青少年 

育成 

センター 

野島青少年 

研修 

センター 

総務課 

あ 

施設の貸与 

(7頁) 

 

 
  

8,場の提供による

活動支援事業 

8,諸室及び物品の

貸出 
 
9,利用促進事業 

8,施設・設備貸出

事業 
 
9,利用促進事業 

 

い 

講座、セミナー、育成 

(8頁〜) 

1,子ども・若者に

関する講座・研

修のコーディネ

ート・講師派遣 
 
2,市民への啓発

事業 

 

1,放課後３事業ス

タッフの人材育

成研修 

1,青少年サポータ

ーの育成・活動

推進事業 
 
2,地域の青少年関

係者のネットワ

ーク推進事業 

1,青少年に関わる

人材育成のため

の研修・講座 
 
2,青少年団体等を

支援するための

研修・講座 
 
3,行政機関や青

少年支援団体

等と連携した

人材育成 
 
4,青少年団体等の

ネットワーク形

成事業 

1,青少年指導者育

成者研修 
 
2,ボランティアの

養成 

 

う 

体験活動等 

(11頁〜) 

3,青少年に体験機

会や活動の場を

提供する事業 
 
4,道志村と連携し
た社会体験・交
流 プログラム 

1,寄り添い型生活

支援事業 

2,放課後キッズク

ラブ運営 

3,青少年の交流・

体験事業 
 
4,青少年の社会参

加事業 
 
5,異世代交流促進

事業 
 
6,青少年支援事業 

 

3,体験プログラム

の提供 
 
4,市民活動団体

と協働した体

験事業 
 
5,困難を抱える青

少年のための体

験活動支援 
 
6,地域交流事業 

 

え 

相談、助言 

(17頁〜) 

5,青少年を育成す

る活動の支援 
 
6,活動の相談、助言 

 

3,放課後キッズク

ラブの安定的な

運営に向けた相

談、助言 

7,相談による活動

支援事業 

5,相談・コーディ

ネート 
 
6,情報の提供 

  

お 

調査、資料収集 

(19頁) 

7,調査・研究事業    

7,専門家等による

施設運営・事業

の検証 

7,体験プログラム

の調査研究 
 

その他事業 

(20頁) 
      

1,賛助会員及び

一般寄附者の

拡充 
 
2,寄附金拡充を

目的とした収

益事業 
 
3,法人の広報・

ＰＲ 
 
4,職員の人材

育成 
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Ⅲ 実施事業一覧 

 あ：施設の貸与 

指導者・育成者による打合せや準備、活動の場として施設を提供するほか、青少年が主体的に関

わることができる体験活動や、宿泊プログラムがより充実できるように活動の支援を行いました。

また、施設の特徴や利用案内に関しては、施設パンフレットやホームページに情報を掲載し幅広く

周知しました。 

なお、コロナ禍の影響により３月２日から施設を臨時休館として、電話・Fax・メールで申込や

問合せに対応しました。 

 

【主な事業・取組み】 

事業企画課 青少年交流・活動支援スペース  

事業名 事業内容 実績 

8,場の提供による活

動支援事業 

青少年が気軽に安心して過ごすことのできる

フリースペース、利用者の要望に合わせた柔軟な

サービスを提供しました。また、多くの青少年に

居場所及び活動の場を提供するため、情報発信の

充実にも努めました。 

 

(1)フリースペースの運営 

 

(2)諸室の貸出 

 

 

 

(1) 青少年利用人数 

14,559人 

(2) 青少年利用人数 

22,535人 

  諸室貸出稼働率 

49.9％ 

 

事業施設課 青少年育成センター  

事業名 事業内容 実績 

8,諸室及び物品の貸

出 

研修室や機材、印刷機、着ぐるみなどの貸出を

行うことで地域の青少年活動を支援しました。 

 

(1)研修室や研修機材等の貸出 

 

(2)団体活動の支援 

（プリントルーム、交流スペースの提供 等） 

 

(3)利用者サービスの向上（情報提供、貸ロッカー等） 

 

 

(1) 稼働率 66.1％ 

   利用件数 4,105件 

   利用人数 50,857人 

(2) 通年 

 

(3) 通年 

9,利用促進事業 

(1)ＳＮＳ等を活用した広報 

 

(2)紙媒体を活用した広報 

ア 育成センター情報紙「青少年★通信」発行 

イ 法人他部署、及び他団体・機関の事業実施

機会を活用した施設パンフレット・事業チラ

シ等によるＰＲ 

(1) 通年 

 

 

(2)-ア 3,000部 

(2)-イ 通年 
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事業施設課 野島青少年研修センター 

事業名 事業内容 実績 

8,施設・設備貸出事

業 

施設の安全性、利便性を高めるため、利用団体

の活動目的や特性を配慮し、プログラムをサポー

トしました。 

 

(1)事前相談における丁寧な対応、柔軟なコー

ディネート 

 

(2)利用者の利便性の向上のための物品販売 

 

(3)研修センターでの体験活動に役立つ情報（服

装・気象等）の発信 

稼働率 87.2％ 

利用件数 683件 

利用人数 33,459件 

(1) 体験学習説明会 91

校、事前打合せ・下

見 201団体 138校 

(2) 販売物品：スリッ

パ、ローソク、洗剤、

歯ブラシ 

(3) 通年 

9,利用促進事業 

多くの青少年や青少年指導者に活動や研修の

機会を提供することによって、利用促進を図りま

した。 

 

(1)高校・大学を対象とした広報 

 

(2)親子参加型の事業を通じた利用促進 

 

 

(1) 高校・大学９校訪

問、16 校に案内資料

送付 

 

(2) 120人 

 

 

い：講座、セミナー、育成 

  社会的な課題をはじめ青少年育成活動の実践から得た課題を基に、テーマを定め必要に応じ専門

機関・団体等と連携し講座・研修を実施しました。 

 

【主な事業・取組み】 

事業企画課 事業係  

事業名 事業内容 実績 

1,子ども・若者に関

する講座・研修の

コーディネート・

講師派遣 

青少年指導員、民生委員・児童委員やＰＴＡ、

学校及び青少年育成団体等が実施する青少年課

題（薬物、インターネット、性、非行、自立支援、

成人年齢引き下げに伴う青少年の契約トラブル 

等）をテーマとした研修のコーディネートや講師

を派遣することで研修を充実し、青少年育成・支

援に関する地域力の向上を目指しました。 

・知っておきたい！子ども・若者どこでも講座 

60回、 

参加人数 4,725人 

 

※コロナ禍の影響 

中止４回 

2,市民への啓発事業 

市民向け啓発事業を通して、青少年の支援に関

わる人材の拡充を図りました。 

・子ども・若者エンパワメントセミナー 

テーマ：地域のまなざし

と『ひきこもり』 

参加人数 226人 
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キッズ運営課  

事業名 事業内容 実績 

1,放課後３事業ス

タッフの人材育成

研修 

横浜市放課後３事業（放課後キッズクラブ、は

まっ子ふれあいスクール、放課後児童クラブ）及

び放課後児童人材育成事業への届出事業所のス

タッフを対象に、各事業の目的を達成するために

必要な資質を備えた人材育成を目的とした研修

を実施しました。 

※「横浜市放課後児童育成事業人材育成研修」を

受託 

40講座 49日、 

延べ参加人数 2,761人 

 

事業企画課 青少年交流・活動支援スペース  

事業名 事業内容 実績 

1,青少年サポーター

の育成・活動推進

事業 

青少年の身近なサポーターとなる大学生以上

のボランティアスタッフを育成しました。 

・青少年サポーターの育成・活動の推進 

21事業、 

活動人数 109人 

2,地域の青少年関係

者のネットワーク

推進事業 

周辺地域の青少年関係者の繋がりを目的とし

た、青少年理解をテーマとしたセミナーを計画。 

・地域ネットワークセミナー「きくコツ講座」 

※コロナ禍の影響 

中止 

 

事業施設課 青少年育成センター  

事業名 事業内容 実績 

1,青少年に関わる人

材育成のための研

修・講座 

地域で青少年に関わる人材のレベルアップを

図るための、研修・講座を実施しました。 

「ＬＧＢＴ」や「多文化」など新たなテーマの

研修・講座も実施しました。 

(1)子ども・青少年の理解につながる研修・講座 

ア 「イマドキの子どもの理解と支援」 

イ 「発達障がいの子ども・青少年の理解と支援」 

ウ 「ＬＧＢＴの理解」 

(2)困難を抱える青少年に寄り添う人材育成(連

続講座) 

ア 「電話相談から見える子供の悩みや困りごと」 

イ 「ＳＳＷから見た青少年の課題」 

ウ 「生きづらさを抱えるこども・若者の現状」 

エ 「外国につながるこどもの課題とこれから」 

オ 「虐待等被害からのＳＯＳ（保護方法）」 

カ 「虐待等被害からのＳＯＳ（子どもから話を聞くには）」 

(3)青少年と関わるためのスキルアップ研修 

ア 「現場で役立つファシリテーション」 

イ 「プロジェクト・アドベンチャーの手法」 

ウ 「子ども・青少年とのコミュニケーション」 

エ 「アサーティブコミュニケーション」 

オ 「セルフケア（自尊感情トレーニング）」 

カ 「傾聴講座」 

(4)次世代人材の育成研修 

・「子どもアドベンチャー」 

 

 

(1)-ア 参加人数 43人 

(1)-イ 参加人数 55人 

(1)-ウ 参加人数 17人 

 

 

(2)-ア 参加人数 17人 

 

※コロナ禍の影響 

(2)-イ～カは中止 

 

(3)-ア 参加人数３人 

 

※講師急病のため 

(3)-イ 中止 

 

(3)-ウ 参加人数 18人 

(3)-エ 参加人数 15人 

(3)-オ 参加人数６人 

(3)-カ 参加人数 15人 

 

(4) 青少年ボランティア 

参加人数 46人 
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2,青少年団体等を支

援するための研

修・講座 

団体運営のヒントや活動に役立つ考え方や手

法を学ぶ研修を実施しました。 

(1)活動に役立つマネジメント研修（広報、資金等） 

ア 「ＳＮＳ広報の基本、人気ＳＮＳの分析」 

イ 「クラウドファンディングの基礎講座、ＳＮＳ活用」 

(2)青少年が地域に繋がる場づくり講座 

ア 「居場所の定義と整理」 

イ 「多文化な居場所から見えること」 

ウ 「学校と居場所（教員の視点）」 

エ 「居場所づくりにいま必要なこと」 

(3)提供プログラムが充実する研修講座 

ア 「遊びで育つ子どもの姿（プレイパーク編）」 

イ「遊びで育つ子どもの姿（自然観察編）」 

 

 

※コロナ禍の影響 

(1)-ア 中止 

(1)-イ 中止 

 

(2)-ア 参加人数 21人 

(2)-イ 参加人数 25人 

(2)-ウ 参加人数 22人 

(2)-エ 参加人数 22人 

 

※コロナ禍の影響 

(3)-ア 中止 

(3)-イ 中止 

 

3,行政機関や青少年

支援団体等と連携

した人材育成 

行政機関や青少年団体等との協働により、幅広

い人材の育成を図りました。 

＜共催・協賛事業＞ 

(1)ＮＰＯ法人よこはまチャイルドライン 

「子ども支援者養成講座 2019」 

(2)横浜市母子寡婦福祉会「養育費セミナー」 

(3)日本作法会 横浜関内教室 

「心を育てる講座 こども作法」 

(4)横浜 PTA新聞研究会「新聞づくり講習会」 

(5)横浜市教育委員会 人権教育・児童生徒課 

「横浜プログラム指導者養成研修」 

(6)おもしろ科学たんけん工房 

「理科推進スタッフ体験講座」 

 

 
年間６団体 

(1) ７月～９月 

 

(2) ６月～３月 

(3) ４月～３月 

 

(4) ５月～２月 

(5) ５月～11月 

 

(6) ６月～２月 

 

4,青少年団体等の

ネットワーク形成

事業 

青少年育成や団体運営に関する課題の共有や

ノウハウなどの情報交換を通して、団体・施設間

の学び合いを推進しました。 

(1)青少年育成関係者の交流勉強会（ユースゼミ） 

・「ＢＯＯＫラウンジ～平成時代の青少年を

読み解く～」 

(2)子ども青少年に関わる関係者のつどい 

(3)青少年に関わる人材を拡充する講座(フォー

ラム等) 

 

 

(1) ６回、 

参加人数 45人 

 

※コロナ禍の影響 

(2) 中止 

 

(3) ２日間合計 144人 
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事業施設課 野島青少年研修センター  

事業名 事業内容 実績 

1,青少年指導者育成

者研修 

青少年育成に関わる人材を育成するために、体

験活動の知識や技術習得を目的として実践的な

指導者・育成者対象講習会を実施しました。 

・「みんなでつくろう！キャンプファイヤーin

のじま」 

 

指導者・育成者 

参加人数 37人 

2,ボランティアの養成 

青少年の体験活動を支える人材育成、及び青少

年に多世代のボランティアとの触合いを通じて、

豊かな人間性を育む機会を支援しました。 

 

(1)施設ボランティアの養成 

 

(2)事業や体験プログラムでのボランティアの受

入れと活動支援 

 

(3)シニア世代対象の海活動ボランティア講座 

 

(4)青少年の地域活動拠点カナカツからの青少年

ボランティアの受入れ 

 

(5)中学校職業体験の受入れ 

 

(1) 登録人数 34人 

 

(2) 参加人数 278人 

 

(3) 参加人数８人 

 

(4) 参加人数８人 

 

(5) 参加人数７人 
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う：体験活動等 

  参加者がお互いに協力して目標を達成していく過程で、青少年が社会性や協調性を育み自ら成長

していくことができるよう、集団や個人の特性に応じて活動領域や手法を変え体験活動を実施する

とともに、青少年事業の研究・調査・開発を行いました。 

  あわせて、放課後キッズクラブを運営し、小学生が集団での遊びや体験活動を通じ、自ら学び育

つことができる機会を提供しました。 

 

【主な事業・取組み】 

事業企画課 事業係 

事業名 事業内容 実績 

3,青少年に体験機会

や活動の場を提供

する事業 

青少年育成団体など市民団体や関係機関等と

協働して、地域資源を活かした体験活動の機会を

提供するとともに、青少年が成長するうえでの体

験活動の必要性を普及・啓発しました。 

(1)体験活動の普及・啓発に係る広報活動 

ア 体験活動団体のＰＲパンフレットの作成・

配布 

イ 体験活動普及イベントの運営支援 他 

(2)青少年育成団体や関係機関等と協働した体験

の機会を提供します。 

・外国につながる青少年たちへの体験機会提供

のモデル実施 他 

 

 

(1)-ア ポスター・チラ

シ「中高生のための体

験活動のすすめ」 

(1)-イ 開港祭（6/1～2）

体験ブース出展 

 

(2)案内通訳ボランティア 

（２回） 

参加人数 15人 

4,道志村と連携した

社会体験・交流プ

ログラム 

道志村と横浜市の友好交流を促進するために

道志村児童の受入事業を実施しました。 

10/3～4 市立中山小学校

(緑区)との交流、日産横

浜工場見学ほか 

道志小５年生 

参加児童数 11人 

 

事業企画課 かもん未来塾 

事業名 事業内容 実績 

1,寄り添い型生活支

援事業 

安定した生活基盤や学習機会が十分に与えら

れず困難さを抱えている小中学生を対象に、「気

づき、やる気、希望」を引き出す寄り添い型支援

を地域や専門機関との連携により実施しました。 

・かもん未来塾の運営（西区） 

開所日：平日 

（年末年始休除く） 

開所日数：237日 

開所時間：14時～19時 

木曜日は中学生対応

のため 14時～21時 

 

視察対応件数：８件 
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キッズ運営課 

事業名 事業内容 実績 

2,放課後キッズクラ

ブ運営 

児童の自主性や主体性・創造性を培い、安全、

人権、教育に配慮しながら、市内 17区 27か所の

キッズクラブの安定的な運営を行いました。 

また、平成 17年度及び 27年度開設キッズクラ

ブ（９か所）の運営法人再選定に応募し、運営法

人に選定されました。 

 

(1)学校教育では得られない体験プログラムや発

達に応じたプログラム等を実施しました。 

 

(2)評議会、保護者会の開催 

 

(3)主任・副主任会議の開催 

 

※上記(1)(2)(3)について、コロナ禍の影響で２

月下旬以降の実施予定を中止しました。評議会

は書面開催に変更し実施しました。 

 

※2019 年度末、小学校の閉校に伴い、すすき野

小キッズクラブは閉所しました。 

 

 

 

(1) 4,389回、99,216人 

 

(2) 評議会 54 回（うち

12回は書面開催） 

  保護者会 47回 

 

(3) 11回 

 

人材育成 

（スタッフ研修） 

法人独自の研修を通じて、放課後児童育成に関

わるスタッフとして必要な知識や技能の習得・向

上を図りました。 

 

(1)主任・副主任を対象とした、運営に必要な事

務研修、児童や保護者対応など実践的な研修 

 

(2)非常勤職員を対象とした、具体的事例をもと

にした振り返りとブラッシュアップを目指し

た研修 

 

 

 

(1) ６回 

 

 

(2) ３回 

 

ボランティア・ 

インターンシップ 

受け入れ 

ボランティア活動希望者や社会貢献活動実習

生を受け入れました。 
８キッズ、13人 
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【各放課後キッズクラブの状況】 (区名５０音順) 

区 名 
学校名 

(小学校) 

在籍 

人数(人) 

登録 

人数(人) 

延べ利用 

児童数(人) 

プログラム 

数(件) 

プログラム 

参加人数(人) 
主なプログラム 

青葉

区 
すすき野 126 58 4,648 118 2,339 

レゴ／積み木／手芸／卓球／リリアンマフラー／クリスマスリース作り／ペタンク／ランプシェード作り／コー

スター作り（機織り）／どんぐり工作／貝がら工作／木工／囲碁／将棋／うちわ作り など 

泉区 和泉 352 187 10,659 166 3,231 
親子DE工作（ヨーヨー作り、ビーズ）／水遊び／おやつ作り／ドッチボール／バスケットボール／ひな飾り作り／

七夕飾り作り／ターゲットゲーム（的あて）／毛糸クラブ（編み物） など 

旭区 笹野台 586 354 21,117 229 4,670 
紙粘土／編み物／将棋／輪投げ／スポーツチャンバラ／カップヌードルミュージアムへ行こう／マンカラ／うち

わ作り／スイカ割り／ディスクミサンガ作り／クワガタ研究会／ハーバリウム作り／将棋 など 

磯子

区 
岡村 351 219 10,360 219 3,544 

ビーズ小物作り／大掃除／ドッチボール／鬼のプレート作り／カプラ／アイロンビース／リリアン／ 

デコパージュ／グランドゴルフ／プラバン／折り紙 など 

神奈川 

区 
浦島 533 305 21,797 91 2,728 

プログラミング教室／アイロンビーズ／ハンドベル／ゴムバンドづくり／ビーズストラップ作り／カプラ／竹と

んぼづくり／七夕祭り／うちわ作り／かながわクラブ（地域の方とボール遊び） など 

金沢

区 

瀬ヶ崎 352 184 8,869 234 3,707 
将棋／フラワーアレンジメント／水遊び／かき氷／ドッチボール／JAMSTEC見学／ビー玉ころがし／

ハロウィンウォーク／お花見ランチ／ぴょんぴょんカエル作り／梅ジュース作り／ドミノ など 

能見台 409 256 10,432 301 6,243 
セカンドステップ（気持ちの話）／サッカー教室／フラダンス／ワイヤーアート／牛乳パックで電車作り／親子料

理教室／折り紙／迷路／レゴ／サンキャッチャー作り／うつし絵／めんこ大会／ミサンガ作り など 

港南

区 
港南台第三 284 168 12,547 120 6,922 

クワガタ研究会／こども宇宙科学館へ行こう／水遊び ／囲碁／将棋／チェス／オセロ／フラダンス教室／プラ

バン／親子木工教室／親子で花の寄せ植え／空箱工作／キッズバザール／アイロンビーズ など 

港北

区 

日吉南 847 401 24,705 173 5,364 
ドッチボール／プラバン／七夕飾り／人形劇／アイロンビース／扇子作り／水遊び／書道／防災スリッパ作り／

オセロ／折り紙／凧あげ／カルタ／壁画装飾／横浜FCと遊ぼう／ヨガ教室／クリスマス工作 など 

城郷 594 309 14,674 207 5,838 
スライム／フォトフレーム作り／かけっこ教室／デコパージュ／わっかの飛行機作り／ドッチボール大会／コマ

作り／ハロウィン工作／折り紙／親子でハーブのリース作り／絵ハガキコンクール／凧あげ など 

栄区 

飯島 554 271 16,890 180 3,206 
フルーツパフェ作り／消防体験／門松づくり／水遊び／ドッチボール／ペットボトルゲーム大会／粘土／トス

ベース／風船バレー／プラバン／けん玉／壁画装飾／バスボム作り／紙ひこうき大会 など 

桜井 337 189 9,371 176 2,959 
壁画装飾／水遊び／かるた取り／きもちのお話／カプラ／科学教室／バトミントン／プラバン／餅つき／読み聞

かせ／アイロンビーズ／茶道／親子でうどん作り／鬼のお面作り／ぶんぶんゴマ など 

瀬谷

区 

瀬谷さくら 417 208 10,467 112 3,927 
親子収穫体験／アイロンビース／万華鏡作り／料理教室／紙飛行機大会／こま回し／ジャガイモ堀り／キッズ

カードホルダー作り／鯉のぼりの模様付け／プラバン／読み聞かせ／ウクレレコンサート など 

南瀬谷 792 307 16,971 122 1,241 
紙芝居／吊るし雛作り／おはなしボンボン／シャボン玉／アイロンビーズ／新聞紙遊び／トランプ大会／キッズ

縁日／ドミノ／藍染め／折り紙相撲／ぶんぶんゴマ／陶芸教室／紙粘土工作／カルタ など 

都筑

区 
折本 728 349 19,954 95 2,188 

茶道／マジックショー／ハロウィンウォーク／将棋／スイカ割り／水遊び／横浜港見学会／ミサンガ

／クリスマスコンサート／ドッチボール大会／ミュージックベル／クワガタ研究会 など 

鶴見

区 

上寺尾 567 300 18,927 127 3,861 
茶道／習字／ボッチャ／ミュージックベル／ドッチボール／フラダンス／うちわ作り／ミ

サンガ／缶バッチ作り／髪ゴム作り／スケート教室／親子で木工教室 など 

寺尾 651 358 19,355 130 2,852 
マリーンシャトル乗船遠足／プラバン／七夕飾り／スライム／ペットボトルDE風鈴／花火大会／水遊び／かき氷

／流しそうめん／ジェルキャンドル作り／ヨット乗船体験／味噌作り／リリアン など 

戸塚

区 

秋葉 875 588 23,345 134 2,094 
ドッチボール／カプラ／ドミノ／手品ショー／ショップデー／七夕飾り／風船アート／折り紙／水遊び／うちわ

作り／ブルーベリー狩り／プラバン／みかん狩り／アイロンビーズ／正月遊び／迷図 など 

上矢部 668 335 19,698 179 3,155 
プラバン／ジャクリングショー／缶バッジ作り／シャボン玉／スイカ割り／親子で流しそうめん／茶道／ハロ

ウィンパーティー／手話ダンス／パソコン教室／節分のお面作り／英語教室／料理教室 など 

名瀬 498 297 12,747 147 3,595 
クラッカー工作／コサージュづくり／ストロートンボ工作／おやつ工房／ブーメラン作り／七夕飾り

／茶道／ブレスレット工作／キッズ縁日／科学実験（人間電池）／クリスマス会／書初め など 

中区 本町 586 260 21,904 153 3,868 
ボードゲーム／レゴ／３Dメガネ作り／ミニミニブーメランづくり／絵画サロン芸術家の卵／浮沈子作り／ドッチ

ボール／読み聞かせ／螺鈿工作／レジン工作 など 

西区 宮谷 819 351 20,557 286 4,133 
生け花／水墨画／キッズダンス／七夕飾り／スイカ割り／うちわ作り／防災センター見学／編み物／ 

サンシャインシティであそぼう／キッズ縁日／おひな様工作／年末大掃除 など 

緑区 

十日市場 627 304 18,737 123 3,731 
点つなぎ／メッセージカード作り／クロスワード／スライム／シャボン玉／塗り絵／扇子作り／迷路／ 

紙コプター作り／間違い探し／暑中見舞いカード作り／リレー大作戦 など 

長津田 802 398 19,987 92 2,050 
プラバン／読み聞かせ／ミサンガ／野球教室／バトミントン／科学教室／草笛教室／ケーナ演奏会／ 

クリスマス工作／カレーパーティー／壁画装飾 など 

南区 

太田 265 152 9,336 291 7,940 
おやつ工房／紙芝居／いちご狩りに行こう／風船バレー／紙灯ろうを作ろう／スクラッチペーパーで絵を描こう

／クワガタ研究会／ソフトボール／ボウリング大会／マジックショー／ハロウィンパーティー など 

永田 596 273 15,194 38 1,012 
カレンダー作り／折り紙／グランドゴルフ／読み聞かせ／ドッチビー／キッズ菜園／デコパージュ／陶芸／絵灯

ろう作り／囲碁／将棋／ダンス／ハロウィン／ボッチャ大会／万華鏡工作／親子料理教室 など 

南 518 208 12,506 146 2,818 
壁画装飾／七夕飾り／カレンダー作り／メッセージカード作り／紙飛行機大会／今月の一文字（書道）／ 

水遊び／アイロンビーズ／野球教室／弦楽四重奏団コンサート／シール探し／ステンドグラス工作 など 

27か所計 14,737 7,589 425,754 4,389 99,216 ※コロナ禍の影響で３月の事業は全て中止 
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事業企画課 青少年交流・活動支援スペース 

事業名 事業内容 実績 

3,青少年の交流・体

験事業 

世代や地域を越えた人々と出会う機会を提供

するとともに、青少年が主体的に地域で活動でき

るよう活動のサポートを行いました。 

 

(1)交流促進事業 

 

(2)青少年チャレンジサポート事業 

 

(3)読書活動の推進 

 

(1) 39回、 

参加人数 626人 

 

(2) ５回、 

参加人数 76人 

 

※コロナ禍の影響 

(3)本の POPづくり講座 

中止 

4,青少年の社会参加

事業 

青少年が社会との繋がりを意識しながら活動

し、社会や将来を考えるきっかけになる社会体験

プログラムを実施しました。 

 

(1)社会体験・就労体験事業 

 

(2)青少年ボランティア事業 

 

(3)青少年委員会の運営 

(1) ５回、 

参加人数 27人 

(2) 33回、 

参加人数 334人 

※コロナ禍の影響 

３月予定の地域清掃、

案内ボランティア 

中止 

(3) 登録委員 9人、 

活動日数 25日 

※コロナ禍の影響 

３月の青少年委員会

定例会を中止 

5,異世代交流促進事

業 

青少年が異世代交流を通して、ロールモデルと

出会い、活動や学び合う機会が拡充することを目

指し、交流促進事業を実施しました。 

 

(1)地域交流事業 

 

(2)子ども若者コミュニティ事業 

ア 秋の出会い 日本酒講座 

イ 映画カフェ 

(1) ３回、 

参加人数 38人 

(2)-ア 参加人数 14人 

 

※コロナ禍の影響 

(2)-イ 中止 

6,青少年支援事業 

困難を抱える青少年を支援する団体等と連携

を図り、活動の機会や場の提供を行いました。 

 

・小中高生を対象とした居場所づくり活動の支援 

64回、 

参加人数 245人 

 

※コロナ禍の影響 

３月の支援活動中止 
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事業施設課 野島青少年研修センター 

事業名 事業内容 実績 

3,体験プログラムの

提供 

利用者のニーズや学校の教育カリキュラムに

応じた体験プログラムを提供することで、より多

くの青少年に体験機会を提供しました。 

(1)施設特性を活かしたプログラムの提供 

(2)自然環境を活かしたプログラムの提供 

(3)地域産業との連携によるプログラムの実施 

(1) 13プログラム、 

参加人数 15,291人 

(2) 14プログラム、 

参加人数 11,785人 

(3) 連携企業の事情に

より中止 

4,市民活動団体と協

働した体験事業 

青少年に安全かつ充実した体験機会を提供するた

め、市民活動団体と協働して事業を実施しました。 

また周辺の環境保全にも取組みました。 

(1)自然体験キャンプの実施 

 ア「のじまチャレンジキャンプ」 

 イ「カヌーキャンプ in野島」 

  ウ「１泊 2日の秘密基地づくり」 

(2)自然・文化体験教室の実施 

 ア「カヌー体験教室」 

 イ「和菓子づくり体験」(地域産業との連携事業) 

(3)野島海岸の保全活動 

 

(1)-ア 参加人数 43人 

(1)-イ 参加人数 41人 

(1)-ウ 参加人数 30人 

 

(2)-ア 参加人数 19人 

(2)-イ 参加人数 60人 

 

(3) 参加人数 249人 

5,困難を抱える青少

年のための体験活

動支援 

困難を抱える青少年がコミュニケーション能

力の向上や自信回復を図るための、生活体験や集

団活動の機会を他団体と連携して提供しました。 

(1)不登校児童生徒の宿泊体験の実施 

・「ハートフルスペース・ルーム宿泊体験」 

(2)障がいのある児童生徒の宿泊体験の実施 

 ・「野島クリスマスキャンプ」 

(3)困難を抱える青少年を対象とした宿泊体験活

動や日帰り活動の支援 

ア「わくわく生活体験キャンプ」(かもん未来

塾連携) 

イ「中学校個別支援学級職業体験の受入れ」 

ウ「課題を抱える青少年を対象とする団体への支援」 

 

(1) 参加人数 157人 

 

(2) 参加人数 31人 

 

(3)-ア 参加人数 11人 

(3)-イ ３校 

参加人数 20人 

(3)-ウ ２事業 

   参加人数 81人 

 

6,地域交流事業 

施設及び青少年育成活動への理解を近隣地域

に深めるため、事業連携を通じた地域との交流を

図りました。 

(1)地域住民と連携した事業の実施 

 ア 「陶芸教室」 

 イ 「野島 deコグニサイズ」 

(2)地域連携会議の開催 

(3)地域や地域で活動する団体と連携した防災へ

の取組み 

(1)-ア 参加人数 77人 

(1)-イ 参加人数 850人 

(2) 参加人数 13人 

(3) 参加人数 238人 

 
 



17 

 

え：相談、助言 

  青少年が事業に関わることで自らが学び・育つ機会を幅広く提供するために、相談、助言、情報

提供、コーディネート、研修講師の派遣・紹介、研修や地域活動のプランニング等、多様な支援を

行いました。 

 

【主な事業・取組み】 

事業企画課 事業係  

事業名 事業内容 実績 

5,青少年を育成する

活動の支援 

地域の団体や学校等による「居場所づくり」や

「地域の青少年育成活動」の支援を通して、青少

年の育ちを見守る地域づくりに取組みました。ま

た、企業等の青少年育成をテーマとした社会貢献

活動の支援にも取組みました。 

 

(1)地域の青少年育成活動の推進・支援 

ア 岡村地区青少年活動の支援 

イ 地域の青少年育成活動の支援 

ウ 青少年の地域活動拠点あり方支援 

エ 中退や進路未決定などのリスクを抱える高

校生の支援（横浜総合高校ようこそカフェ） 

 

(2)青少年をテーマとした社会貢献活動の支援・

推進 

 

(1)-ア 岡村地区「子ど

もの幸せを実現する

会」の支援 

(1)-イ 十日市場中学校

区、神大寺地区の支援 

(1)-ウ 首都圏青少年施

設長会議への参加 

(1)-エ 25回、4,489人 

 

(2) 企業のＣＳＲ活動

の支援５件、社会奉仕

活動の支援１件 

6,活動の相談、助言 

活動や団体の課題に対応し、活動プランニン

グ、助言を行いました。 

 

 ・活動相談（プランニング・助言） 

 

相談・支援件数 41件 

 

キッズ運営課  

事業名 事業内容 実績 

3,放課後キッズクラ

ブの安定的な運営

に向けた相談、助

言 

放課後キッズクラブ運営の実績を活かし、放課

後キッズクラブへの円滑な転換に向けて、都筑区

内のはまっ子ふれあいスクール２校を対象に、現

地での助言等、支援を行いました。 

 

※「都筑区放課後キッズクラブ運営ＮＰＯ法人設

立支援等業務」を受託 

 

訪問回数 ８回 

 

『都筑区放課後キッズ 

クラブ通信』発行 

No.13（８月） 

No.14（１月） 
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事業施設課 青少年交流・活動支援スペース  

事業名 事業内容 実績 

7,相談による活動支

援事業 

青少年に対する日常的な相談、助言、傾聴を行

い、信頼関係を築くとともに、個別相談や啓発事

業により必要かつ適切な支援を行いました。 

 

(1)日常的な相談支援事業 

 

(2)個別相談事業 

 

(3)啓発事業 

 

 

 

 

(1) 相談・傾聴件数162件 

 

(2) 個別相談件数 33件 

 

(3) 国際理解パネル展

「アフリカを知ろう！」 

 

事業施設課 青少年育成センター  

事業名 事業内容 実績 

5,相談・コーディ

ネート 

青少年の指導者・支援者および関係団体に対し

て、プログラムの企画立案や組織運営、資金調達

会場の優先利用、地域での活動、研修会の講師選

定や企画等の相談・コーディネートを行いまし

た。 

 

(1)相談窓口の開設 

・一次窓口として青少年育成に関する相談 

 

(2)青少年育成や市民活動等にかかるコーディ

ネート 

 

(3)全スタッフによる相談ケース会議 

 

 

 

 

 

(1) 相談件数 93件 

 

(2) 通年 

 

(3) 年 12回 

6,情報の提供 

青少年育成に関する情報や図書などが閲覧・収

集できる情報コーナー「ユースライブラリー」の

運営や青少年に関する統計や地域活動、青少年育

成の講座・研修などの情報をホームページやＳＮ

Ｓ等を通じて、青少年関係情報を発信しました。 

 

(1)「ユースライブラリー」の運営 

 

(2)青少年関係情報の発信 

・情報コーナー「ユースライブラリー」の運営 

・青少年に関する統計や地域活動、青少年育成

の講座・研修などの情報をホームページやＳ

ＮＳ等で発信 

 

(1) 通年 

 

(2) 通年 

 



19 

 

お：調査、資料収集  

  青少年育成事業を充実するため、横浜市内の青少年活動や企業の社会貢献活動等の情報収集を行

うとともに、青少年の成長に効果的な体験プログラムを提供するため体験プログラムの効果につい

て調査を行いました。 

 

【主な事業・取組み】 

事業企画課 事業係  

事業名 事業内容 実績 

7,調査・研究事業 

青少年育成事業の充実を図るため、中間支援組

織として事業実施団体の情報収集や活動の支援

を行うとともに、事業成果等の発信を行いまし

た。 

(1)青少年育成事業に関する情報収集と発信 

・ホームページ等を活用した特色ある青少年育

成活動の情報提供 

(2)青少年及び体験活動等に関する実態調査 

(3)青少年育成に係る情報誌 

「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＥＹＥ`Ｓ」の発行 

(4)事例研究会・勉強会、連絡会の開催 

ア 事例研究会・勉強会 

イ 連絡会・情報交換会 

(1) 通年 

(2) テーマ「横浜市にお

ける青少年の文化活動

に関する調査・研究」 

(3) テーマ「地域から孤

立しがちな青少年へ

のまなざし」 

(4)-ア 成人年齢引き下

げに関する勉強会 

参加人数 13人 

(4)-イ 寄り添い型生活

支援事業運営団体情

報交換会 

参加人数 19人 

 

事業施設課 青少年育成センター 

事業名 事業内容 実績 

7,専門家等による施

設運営・事業の検証 

青少年育成に携わる学識経験者や実践者によ

る、施設運営や実施する研修・講座を多角的な視

点から意見を聴取する準備をしました。 

※コロナ禍の影響 

中止 

 

事業施設課 野島青少年研修センター 

事業名 事業内容 実績 

7,体験プログラムの

調査研究 

青少年の成長に効果的な独自の体験プログラ

ムを提供するため、体験プログラムを調査、検証

しました。 

(1)体験プログラム実施校・団体を対象とした

アンケート調査、検証 

(2)近隣宿泊施設の体験プログラム調査 

(3)大学生と連携した新規プログラム開発 

 

 

 

(1)対象 113件、 

回答 85件 

(2)２施設 

(3)１団体 

   



20 

 

その他事業 

 この事業は、収益事業及び法人運営のための取組みです。 

D-1：寄附金募集事業 

   収益事業の実施、募金箱の設置、賛助会員及び一般寄附者の拡充のための事業に取組みました。 

 

【主な事業・取組み】 

総務課 

事業名 事業内容 実績 

1,賛助会員及び一般

寄附者の拡充 

賛助会員と一般寄附者の新規開拓並びに寄附

拡充をめざし、施設と活用した会員募集事業の実

施、会員及び事業協力者の交流の場の提供に努め

ました。 

 

(1)会員募集事業 

 

(2)新春のつどい 

 

※コロナ禍の影響 

(1) 野島陶芸教室 中止 

 

(2) 1/28実施、 

参加人数 86人 

2,寄附金拡充を目的

とした収益事業 

日頃、青少年活動に関わりのない人達にも本事

業に関わることで、法人事業の理解と青少年活動

への関心を深めました。 

・爆笑！濱っ子寄席（チャリティー寄席） 

               【収益事業】 

12/4（水）実施 

入場者数：922人 

※チケット完売 

 

D-2：事務局運営 

   公益財団法人として安定して継続的に運営できるよう、職員の人材育成や組織管理の強化に取

組みました。 

 

【主な事業・取組み】 

総務課 

事業名 事業内容 実績 

3,法人の広報・ＰＲ 

法人活動並びに寄附金を活用した事業を発信

することで、青少年育成への理解と関心を図りま

した。 

 

(1)よこはまユースレターの発行 

 

(2)ホームページの維持・管理 

 

(3)ＳＮＳの運用・管理 

 

 

(1) ３回(№25:９月、№

26:12月、№27:３月) 

Ａ４両面カラー9,500部 

 

(2) サーバー管理、アク

セス数の管理  

 

(3) Twitter、Facebook

の管理 
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4,職員の人材育成 

職員として身に付けるべき技能・力量形成に必

要な研修(実務、管理、マネージメント)を実施し

ました。 

 

(1)職員養成計画の策定 

 

(2)階層別の外部研修派遣 

 

(3)Off-JT研修の企画・実施 

 

(4)定例研修の実施 

  

 

(1)「人材育成基本計

画・人材育成研修計

画」の策定 

 

(2) 公益会計研修７人

派遣、内閣府研修３人

派遣 

 

(3)経理・労務事業所 

研修（６月・８月） 

職員学習会（12/9）「発

信力を高めよう」 

 

(4) 新採用研修（随時） 

人権研修（1/6、2/5） 

テーマ「ホームレス

問題を考える」 

※キッズクラブと合

同で実施 
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参考資料１：職員の外部研修参加、講師派遣の状況 ※コロナ禍の影響で３月の講師派遣は中止 

（１）外部研修等参加状況 【延べ 65回参加】 

研 修 名 主   催 

リードアップセミナー 神奈川県立青少年センター 

公益法人会計セミナー初級編 満喜株式会社 

マーケティング・リサーチ活用講座 株式会社クロス・マーケティンググループ 

『新・多文化共生の学校づくり 横浜市の挑戦』 

出版記念シンポジウム 
明治大学国際日本学部・公益財団法人横浜国際交流協会 

情報セキュリティ研修 横浜市総務局行政・情報マネジメント課 

2019青少年体験活動支援者フォーラム 日本都市青年会議 

NPOの知らせる力プロジェクト Yahoo!基金・NPO法人アクションポート横浜 

令和元年度「専門分野横断的研修」 内閣府 

よこはま地域福祉フォーラム 横浜市社会福祉協議会 

若者相談支援スキルアップ研修 横浜市青少年相談センター 

自己尊重トレーニング 自己尊重ラボ 

よこはまチャイルドライン特別講演会 

「弱さを抱きしめて」 
よこはまチャイルドライン 

子どもみらいセンター 子どもの貧困 神奈川子ども未来ファンド 

フォローアップセミナー チラシデザイン研修 県立青少年センター 

シンポジウム「多文化共生の学校づくり」 横浜市国際交流協会 

居場所カフェシンポジウム 特定非営利活動法人パノラマ 

日本都市青年会議 50周年記念全国大会 

「地域活動を考える」 
日本都市青年会議 

かながわサーキュラーエコノミーフォラム リビングラボフューチャーセンター 

公益法人決算実務研修 満喜 

子ども・若者の居場所フォーラム 神奈川社会福祉協議会 

神奈川ゆめ社会福祉財団講演会 

「子どもたちの未来のために」 
神奈川ゆめ社会福祉財団 

シックハウス対策研修 横浜市建築局 

ネイチャーバラエティー 観音崎自然博物館 

公共建築物の保全に関する研修 横浜市 

宿泊施設視察（上郷森の家、三浦ふれあいの家） ― 

横浜市指定管理者研修 横浜市 

食品衛生責任者講習会 金沢区食品衛生協会 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理講習 公益社団法人日本食品衛生協会 

施設管理者を対象とする出前研修 横浜市 

第9回全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会 国立青少年教育振興機構 

ユースワーカー協議会会議 ＹＷ協議会 

人材育成についての意見交換会 横浜市総務局行政・情報マネジメント課 

中小企業における個人情報の取り扱い 神奈川県 

決算セミナー 横浜中法人会 

公益会計 決算セミナー 満喜 

改正労働法説明会 京浜労基 

青少年の居場所づくりフォーラム フォーラム実行委員会 

算定基礎届事務説明会 日本年金機構 

構成機関における相談業務に関する研修 内閣府 

放課後児童支援員資格認定研修 神奈川県 
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職員の主な自主研修（自己啓発） ※休日等を使い、スキルアップに励みました。 

研 修 名 主   催 

日本社会教育学会 6月集会 社会教育学会 

シンポジウム「若者の声を反映する社会へ」 日本弁護士連合会 

イギリスのユースワーカーと考える 

子ども・若者が育つ場づくり 
若者とユースワーク研究会 

横浜市社会福祉士会基礎研修 横浜市社会福祉士会 

尼崎ユース交流センター視察 ― 

ユースワーカー養成講習会 ユースワーカー協議会 

講演会「女性・子どもと暴力」 港区男女平等参画センター（リーブラ） 

『学校に居場所カフェをつくろう！』 

出版記念シンポジウム 
居場所カフェ立ち上げプロジェクト 

レクリエーションインストラクター養成講座 (公財）横浜市スポーツ協会 

高校生ボランティア・アワード (公財）風に立つライオン基金 

アウトドアリーダー養成講座スキルアップ研修 (公財）横浜市スポーツ協会 
 
（２）講師派遣・会議出席、寄稿 【延べ派遣件数 31件】 

派遣事業名 主   催 

横浜市こども若者支援協議会 横浜市こども青少年局 

にしく市民活動支援センター運営事業に関する企画会 にしく市民活動支援センター 

平成 31年度地域で育む青少年健全育成 

事業補助金交付検討会 
戸塚区役所地域振興課 

平塚市ジュニア・リーダーズクラブ「ゲーム講習」 平塚市健康・こども部青少年課 

横浜市消費生活総合センター連携推進会議 横浜市消費生活総合センター 

首都圏中高生ネットワーク施設長会議 首都圏中高生ネットワーク施設長会議 

逗子市教育委員会子育て支援課「ふれあいス

クール全体研修」 
逗子市教育委員会子育て支援課 

第 2回高校内居場所カフェサミット かながわ生徒・若者支援センター 

西区にこまちトライプロジェクト（児童部会会議） 西区社会福祉協議会 

西区高校生世代支援事業打合せ 西区生活支援課 

講座 子どもを大切に思う全ての人と、地域で

育つ「子ども」を考える 
にしく市民活動支援センター 

西区にこまちトライプロジェクト（児童部会会議） 西区社会福祉協議会 

お弁当コンクール審査 横浜すぱいす 

西区にこまちトライプロジェクト（児童部会会議） 西区社会福祉協議会 

西区にこまちトライプロジェクト情報交換会 西区社会福祉協議会 

西区青少年指導員協議会研修会 西区青少年指導員協議会 

にしく市民活動支援センター子育て講座 にしく市民活動支援センター 

子育て支援事業のコーディネート 京セラ株式会社研修開発本部 

神奈川ゆめ奨学生クリスマス交流会 神奈川ゆめ社会福祉財団 

第 3回東部地域若者支援連絡会 東部ユースプラザ 

あおば子どもシステム会議（兼こどもつながりフォーラム） 青葉区こども家庭支援課 

横浜市放課後児童育成事業人材育成研修 横浜市技能文化会館 

横浜市社会教育委員 横浜市教育委員会 

ロビーワーク研修 公益財団法人児童育成協会 

寄 稿 先 出 版 社 

学校に居場所カフェをつくろう！-生きづらさ

を抱える高校生への寄り添い型支援 
明石出版 

居場所づくりにいま必要なこと-子ども・若者

の生きづらさに寄りそう 
明石出版 

「若者／支援」を読み解くブックガイド かもがわ出版 
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（３）その他 視察受入状況【23件】 

視 察 先 視 察 団 体 等 

本町小キッズクラブ・飯島小キッズクラブ 京セラ株式会社 

さくらリビング 

タイ王国 社会開発人間安全保障省青少年局 

※ASEAN視察メンバー 

青少年の居場所づくりフォーラム 

草の根ささえあいプロジェクト（名古屋市） 

公益財団法人フードバンクかながわ 

ガッツ・びーと西 

上智大学田中ゼミ 

徳之島町教育委員会 

宇都宮大学 

名古屋市青少年宿泊センター 

札幌市アカシア若者活動センター 

事業係（ようこそカフェ） 

横浜市教育委員会（教育長） 

早稲田大学阿比留ゼミ 

横浜市立大学高橋ゼミ 

横浜市南区（南区長） 

野島青少年研修センター 名古屋市青少年宿泊センター 

かもん未来塾 

横浜市こども青少年局青少年育成課 

鶴見区子ども家庭支援課 

横浜市財政局 

戸塚区子ども家庭支援課 

西区役所 

横浜市中央児童相談所（実習生対応） 

金沢区子ども家庭支援課 

横浜市南区福祉保健センター 
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参考資料２：コロナ禍への対応と影響 

 

２月中旬以降、横浜市や関係期間・団体と調整・検討のうえ、主催・共催・連携事業の中止や施設

の臨時休館等、コロナ禍への対策を実施しました。 

 

（１）コロナ禍への対応 

◆２月２１日：新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るよこはまユースの対応について 

（事務局長文書：法人内通知） 

・法人主催のイベント、会議、研修等 

・法人の運営する施設等を貸し出して実施する事業等 

・職員（パート、アルバイト含む）の勤務について 

・執務環境（職場）の衛生管理について 

 

◆２月２６日：新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について 

（法人の運営する施設のコロナ禍対応ポリシーを利用者に周知） 

 

◆２月２８日：新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について 

（総務課文書：法人内通知） 

・指定管理施設、さくらリビング、寄り添い型生活支援事業、放課後キッズクラブ

の業務（臨時休館・閉所、小中学校臨時休校中の対応 他）について 

 

◆２月２８日：新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休館施設について 

（利用者に周知） 

・指定管理施設、さくらリビングの３月１５日までの臨時休館、及び３月３１日ま

での新規利用受付の中止を周知 

※後日、横浜市の要請により３月３１日まで臨時休館延長 

 

 

（２）コロナ禍の影響 ※３月以降の中止事業（部署別） 

担 当 部 署 中 止 事 業 回数 参加予定人数 

事業企画課事業係 
知っておきたい！子ども・若者どこでも講座 4 288人 

講師派遣 2 254人 

かもん未来塾 
西区セーフティーネットワーク会議 1 40人 

日常プログラム（食育、交流遠足） 2 20人 

放課後キッズクラブ 
キッズ交流海苔づくり体験（７キッズ） 1 120人 

日常プログラム（27キッズ） 95 3,190人 

さくらリビング 体験、社会参加、支援事業 他 12 109人 

青少年育成センター 人材育成研修・講座 他 8 256人 

野島青少年研修センター 

ボランティア研修、安全講習会 他 2 35人 

体験事業 他 4 175人 

体験学習説明・打合せ 6 37人 

総務課 会員募集事業 野島陶芸教室 1 20人 

※参加所定人数は、中止が決定した時点での申込人数です。 

 


