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２０２０年度 公益財団法人よこはまユース 事業報告 

１ 事業概要 

2020年度はコロナ禍に揺れた 1年となりました。青少年育成センター、野島青少年研修セン 

ター、青少年交流・活動支援スペースの 3館は休館や開館時間の短縮・利用制限を受け、利用者が大

幅に減少しました。また体験活動をはじめとする多くの事業が中止を余儀なくされました。 

一方で、特に下半期には、感染症対策に万全を期したうえで研修・講座等の事業を実施するととも

に、新たにオンラインの手法を活用した交流や研修・講座・会議の実施、動画の配信などにも取り組

み成果をあげました。さらに、成年年齢引き下げなど青少年の新たな課題に対しても、調査研究、勉

強会などの実施を通して積極的に取り組みました。 

また、社会の要請に対応し、放課後キッズクラブでは年間を通じての児童の受け入れ、かもん未来

塾では困難を抱える児童とその保護者の孤立予防に、これまで以上に力を注ぎました。 

2020年度は第 2期中期経営方針(期間 3年間)の最終年にあたっており、この間の取組みを総括する

とともに、2021年度に横浜市と協議して定める「団体経営の方向性及び協約（2021年度から３年間）」

の内容と整合性を図りながら、新たに第 3期中期経営方針を策定しました。 

 

（１）主な取組み・事業 

取組１：青少年の成長を支える人材の育成 

地域で青少年育成活動をはじめ様々な事業に携わる人たちが、青少年や地域に関する知識や課題

を共有・理解する機会、様々なスキルを身につける機会として講座、研修、ネットワーク会議、交

流会をオンラインの手法も取り入れながら実施しました。 

また、地域が開催する講座・研修会に講師を派遣しました。 

【主な取組み】 

ア 子ども・若者どこでも講座・研修のコーディネート・講師派遣 

イ 市民への啓発（子ども・若者エンパワーメントセミナー） 

ウ 青少年に関わる人の人材育成のための研修・講座 

エ 放課後児童健全育成事業従事スタッフの人材育成研修 

 取組２：地域や団体、企業等と連携・協働した体験活動の拡充 

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、

就労体験等の体験事業を実施しました。 

なお、放課後キッズクラブは、コロナ禍により受け入れを留守家庭児童に制限せざるを得ない状

況での運営になりましたが、感染防止対策を十分に行ったうえで集団での遊びなどを通じ、自ら学

び育つことができる機会を提供しました。 
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【主な取組み】 

ア 青少年の体験機会や活動の場の提供 

イ 寄り添い型生活支援事業「かもん未来塾」の運営 

  ウ 放課後キッズクラブの運営 

取組３：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の支援 

青少年に関する相談、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。 

【主な取組み】 

ア 青少年の居場所・地域活動支援事業 

イ 青少年を育成する活動の支援、活動の相談・助言・コーディネート 

ウ 青少年課題に関する実態調査、青少年育成情報誌「YOKOHAMA EYE’S」の発行 

エ 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 

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。 

【主な取組み】 

ア 賛助会員及び一般寄附者の拡充 

イ 広報・ＰＲ（「ユースレター」の発行、ホームページやＳＮＳの活用） 

ウ 職員の人材育成 

（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１７区分のうち、

法人が実施する事業区分は次の通りです。 

【事業の柱】 

１ 青少年を支える人材を育成する事業 

２ 青少年に体験機会や活動の場を提供する事業 

３ 青少年活動を支援する事業 

４ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 
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【公益目的事業区分】 

③ 講座、セミナー、育成 

④ 体験活動等 

⑤ 相談、助言 

⑥ 調査、資料収集 

⑪ 施設の貸与 

 

【参考】公益認定等ガイドラインで定める公益目的事業 

①検査検定／②資格付与／③講座、セミナー、育成／④体験活動等／⑤相談、助言／ 

⑥調査、資料収集／⑦技術開発、研究開発／⑧キャンペーン、〇〇月間／⑨展示会、〇〇ショー／ 

⑩博物館等の展示／⑪施設の貸与／⑫資金貸付、債務保証等／⑬助成（応募型）／ 

⑭表彰、コンクール／⑮競技会／⑯自主公演／⑰主催公演 

１ 青少年を支える人材を育成する事業 

③ 講座、セミナー、育成 

この事業区分は、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青少年育成活動の

普及を推進します。 

【主な事業】 

〇子ども・若者に関する講座・研修のコーディネート・講師派遣 

○市民への啓発事業 

○講師派遣事業 

○地域・学校との連携・協力事業 

○青少年に関わる人の人材育成のための研修・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 

○青少年ボランティアの養成 

○地域人材の発掘 

〇放課後児童健全育成スタッフの人材育成研修 
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２ 青少年に体験機会や活動の場を提供する事業 

④ 体験活動等 

この事業区分は、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・実施します。 

【主な事業】 

     ○青少年に体験機会や活動の場を提供する事業 

○寄り添い型生活支援事業 

○青少年の交流・体験事業 

〇青少年の社会参加事業 

○異世代交流促進事業 

〇青少年支援事業 

○体験プログラムの提供 

○自然環境保全事業 

○地域交流事業 

〇放課後キッズクラブの運営 

３ 青少年活動を支援する事業 

⑤ 相談、助言 

この事業区分は、青少年と大人が共に育つ環境の醸成を目指した相談・助言を行い、青少年が

その環境に関わり自ら学び育つ機会を得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】 

○青少年の居場所・地域活動支援事業 

〇青少年を育成する活動の支援 

○活動の相談・助言 

〇相談による活動支援事業 

○相談・コーディネート 

○情報提供 
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⑥ 調査、資料収集 

この事業区分は、青少年育成活動に活用できる資源の調査や事業効果の検証を通じ、青少年育

成活動のための基礎資料を蓄積し青少年団体及び教育機関等に提供することで、青少年育成活動

が拡充し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】 

○調査・研究事業 

○第三者による事業の検証 

○体験プログラムの調査研究 

 

⑪ 施設の貸与 

この事業区分は、青少年育成活動を実践するための安全で効果的な場を提供することで、活動

が充実し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】 

○活動の場の提供による支援事業 

〇諸室及び物品の貸出 

〇施設・設備貸出事業 

○利用促進事業 

 

４ 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組みです。 

ア 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、賛助会員及び寄附者の拡充のための事業を行っています。 

【主な事業】 

○賛助会員及び一般寄附者の拡充 

イ 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更に推進します。 

【主な事業】 

○法人の広報・ＰＲ 

○職員の人材育成 
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２ 事業区分体系表 

事業 

区分 

担 当 部 署 

事 業 企 画 課 事 業 施 設 課 

キッズ 

運営課 
総務課 

事業係 
かもん 

未来塾 

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 

講座、 

セミナー、 

育成 

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 

３講師派遣事業 

 １地域・学校との
連携・協力事
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青少年ボラン
ティアの養成 

３地域人材の発
掘 

１放課後児童健
全育成事業従
事スタッフの
人材育成研修 

 

体験活動等 ４青少年に体験
機会や活動の
場の提供 

５青少年育成団
体や関係機関
等と協働した
体験機会の提
供 

６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青少年の交流
・体験事業 

３青少年の社会
参加事業 

４異世代地域交
流事業 

５青少年支援事
業 

 ４体験プログラ
ムの提供 

５自然体験キャ
ンプ 

６体験・食育教
室 

７自然環境保全
事業 

８困難を抱える
青少年のため
の体験活動支
援 

９地域交流事業 

２放課後キッズ
クラブの運営 

３放課後キッズ
クラブへのボ
ランティア・イ
ンターンシッ
プの受け入れ 

 

相談、助言 ７青少年の居場
所・地域活動
支援事業 

８青少年を育成
する活動の支
援 

９活動の相談・
助言 

 ６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 

   

調査、 

資料収集 

10調査・研究事
業 

  ７第三者による
事業の検証 

10体験プログラ
ムの調査研究 

  

施設の貸与   ７活動の場の提
供による支援
事業 

８諸室・物品の
貸出 

11施設・設備貸
出事業 

12利用促進事業 

  

その他事業       １賛助会員・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・Ｐ
Ｒ 

４職員の人材育
成 
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３ 実施事業一覧 

 

（１）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 実施時期／回数 

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 

(1)知っておきたい！子ども・若者どこでも講座 

青少年を取巻く現状や身近な課題について啓

発し、青少年への理解を深め、地域の大人が青

少年を見守る“目”を育むことを目的に、地域の団

体や学校、ＰＴＡ等が主催する青少年課題をテー

マとした研修や講座へ講師を派遣。 

【主なテーマ】 

子どもとの関わり方／ネット・スマホ・SNS／非行

／性教育・性／薬物／若者の自立支援／心の

問題 等 

実施件数：41 件 

うち、 

オンライン 6 件 

オンライン併用 4 件 

 

参加人数：3,434 人 

市民への啓発事業 

(1)子ども・若者エンパワメントセミナー 

思春期の子どもをもつ保護者や地域で青少年

に関わる大人など一般市民を対象に、子ども・若

者を取り巻く現状や身近な課題について啓発す

る無料の講演会を実施。 

 

(2)青少年の地域活動拠点と連携した啓発事業 

各区の「青少年の地域活動拠点づくり事業」の

取り組みや成果を運営団体間で共有するととも

に、区役所職員、学校関係者、青少年など市民

に広く周知するため、活動報告会を実施。 

(1)オンライン併用で実施 

日時：11／16 

参加人数：142 人 

うち、オンライン 81 人 

講演者：森田ゆり 氏 

 

(2)オンライン併用で実施 

日時：3／24 

参加人数：34 人 

うち、オンライン 4 人 

講師派遣事業 
地域における青少年活動や居場所づくり活動等

の充実・発展のために職員を派遣。【自主事業】 

47 件 

うち、オンライン等 9 件 

 

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 実施時期／回数 

地域・学校との連携・

協力事業 

地域で青少年を見守り育てる輪を広げることを目

的とした、地域で活動する人や団体等との連携強

化、及び青少年課題への理解や関心を深める機会

づくり。 

(1)近隣地域、区役所、学校、関係機関との組織的

な連携強化 

 

(2)事業を通じた連携強化 

 

(3)地域・保護者向けの啓発 

 

(1) 

・運営連絡会：1 回 

・青少年地域活動拠点との

情報交換・交流会【新

規】：4 回 

 

 

(2)連携事業：5 件 

 

(3)さくリビニュースレター 

1 回 2,000 部発行 
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事業施設課 青少年育成センター 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

青少年に関わる人材

育成のための研修・

講座 

(1)子ども・青少年の理解つながる研修 
・青少年理解の基礎講座 

支援者が子どもたちと関わる際に知っておき
たい基礎知識やノウハウを学ぶ講座を実施。 

・青少年課題に対応するための連続講座 
青少年を取り巻く課題を理解し、青少年に

寄り添い、必要に応じて専門機関や社会資源
とつなぐ人材を養成する講座を実施。 

(2)青少年と関わるためのスキルアップ研修 
子ども・青少年に関する活動者を対象に、日々

変化する課題に対応し、支援者自身も健全な心
を保つためのスキルを学ぶ講座を実施。 

(3)次世代人材の育成研修 
地域活動や社会参加に関心を持つきっかけと

して、ボランティア活動や講座への参加機会を、
将来地域活動の担い手となる若い世代に提供す
る講座を実施。 

(1) 

基礎講座：5 回 

参加人数：122 人 

 

連続講座：5 回 

参加人数：98 人 

 

 

(2) 2 回 

参加人数：18 人 

 

(3) 4 回 

参加人数：26 人 

青少年団体等を支援

するための研修・講座 

(1)活動に役立つマネジメントセミナー 
団体運営のヒントや活動に役立つ考え方や手

法を学ぶ講座を実施。（PR 画像、SNS の活用法） 
(2)青少年の居場所づくり実践見学会【新規】 

子ども若者の居場所の実践者が、先駆的また
は特徴的な「居場所の取組」に触れ、自身の活動
を振り返る。また、コロナ禍での場づくりを実践者
同士で共有し、ウィズコロナにおける居場所の新
たな展開を考える講座を実施。 

(1) 3 回 

参加人数：27 人 

 

(2) 2 回 

参加人数：10 人 

従来の見学に加え、参

加者は会場、見学先はオ

ンラインのハイブリット型で

実施。 

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
い人材の育成を図る講座を実施。 
【主な講座】 

子ども支援者養成講座／養育費セミナー／心を育
てる講座／科学推進スタッフ体験講座 等 

連携団体：5 団体 

青少年団体等のネッ

トワーク形成事業 

(1)青少年育成関係者の交流勉強会（ユースゼミ） 
青少年育成に取り組む人々が集い、青少年課

題や現状を共有するとともに、お互いの考えや活
動情報から今後の展開を考える機会として実施。 

(2)子ども青少年に関わる関係者の集い（大交流会） 
子ども・青少年に関わる活動関係者が、お互い

の活動を理解し対話を深めることでネットワークを
推進する機会として実施。 

(1) 6 回 

参加人数：75 人 

 

(2)オンライン実施 

参加人数 26 団体 30 人 

 

事業施設課 野島青少年研修センター 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

青少年指導者育成者

研修 

青少年育成に関わる指導者・育成者の支援を目
的として毎年年度当初の４月に実施していた、青少
年指導者・育成者を対象とした実践的な講習会は、
コロナ禍により中止。 

コロナ禍により中止 

青少年ボランティアの

養成 

青少年ボランティアの養成を目的として、ボランテ
ィア登録した高校生から勤労青年に、研修センター
での主体的な実践活動の場を提供。 

登録人数 20 人 
説明会：3 回 
実践活動：8 回 
※オンラインを併用 

地域人材の発掘 

青少年育成に携わる地域人材の発掘を目的とし
た、ボランティア活動や地域との事業連携の実施。 
(1)研修センター事業へのボランティア参加 
(2)植栽ボランティア 

(1) 9 回 
参加人数：35 人 
(2) 32 回 
参加人数 32 人 
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キッズ運営課 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

放課後児童健全育成

事業従事スタッフの人

材育成研修 

(1)横浜市放課後児童育成事業人材育成研修 

放課後児童健全育成事業の目的達成に必要

な資質を備えた人材の育成研修を実施。 

当初予定の講座数、募集定員、実施の可否を

コロナ感染状況に応じて都度横浜市と協議し対

応。なお、オンライン研修は未実施。 

【主な講座】 

児童健全育成論／児童虐待の防止と対応／障害

理解／遊びの技術／表現活動／メンタルヘルス 等 

24 講座 32 日 

参加人数 1,467 人 

【横浜市からの受託事業】 

※放課後児童健全育成事業 

・放課後キッズクラブ 

・放課後児童クラブ 

・届出のみ事業所 

・特別支援学校はまっ子

ふれあいスクール 

 

（２）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 実施時期／回数 

青少年に体験機会や

活動の場の提供 

(1)体験活動の普及・啓発に係る広報活動 

地域の青少年育成団体や関係機関等と協力

し、自然環境や社会資源を活用した青少年の体

験活動の機会の提供がコロナ禍により難しくなっ

たため、少年五団体と連携し「With コロナにおけ

る体験活動を考える座談会」を実施。 

座談会：1 回 

参加人数：6 人 

少年五団体の代表 5 人 

ファシリテーター1 人 

YOKOHAMA EYE’S に座

談会の内容を掲載。 

青少年育成団体や関

係機関等と協働した

体験機会の提供 

青少年育成団体や関係機関等と協力して、オリ

ンピック期間を中心に実施を予定していた、外国に

つながる高校生対象の、母語を活かした案内通訳

ボランティア体験は、コロナ禍により中止。 

コロナ禍により中止 

道志村と連携した社会

体験・交流プログラム 

１１月に実施予定で準備を進めていた、道志村と

横浜市の友好交流を促進するための道志村児童の

受入事業は、コロナ禍により中止。 

コロナ禍により中止 

 
 
 
 
 
 
 

事業企画課 かもん未来塾 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

寄り添い型生活支援

事業 

(1)かもん未来塾の運営 

困難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、学習支援、生活支援、総

合支援を実施するとともに、地域や専門機関と連携

し、子どもを見守る地域環境を構築。 

開所日数 235 日 

登録児童数 17 人 

 

コロナ禍により、交流

会、食事会、遠足等の事

業は中止。 
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コロナ禍により自宅待機中の児童、保護者の相

談支援や電話相談、不登校支援が増加。 
  

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 実施時期／回数 

青少年の交流・体験 

事業 

青少年が主体的に企画した活動をサポートし、青

少年とともに実施。 

青少年向けに施設情報やイベント情報を発信し、

体験活動への参加を促進。 

(1)交流促進事業 

(2)青少年チャレンジ事業 

(1) 69 回（オンライン併用） 

参加人数：239 人 

(2) 1 回 

参加人数：10 人 

他、性暴力に関する啓発

パネル展示（３月） 

青少年の社会参加 

事業 

社会体験・就労体験を通して、青少年が社会や

仕事について知り、社会や将来を考えるきっかけと

なる機会を提供。 

(1)社会体験・就労体験活動 

(2)青少年ボランティア事業 

(3)青少年委員会の運営 

(1) 4 回 

参加人数：14 人 

(2) 6 回 

参加人数：210 人 

(3) 63 回 

参加人数：167 人 

異世代地域交流事業 

(1)地域交流事業 

地域や地域団体の大人と青少年が交流を深

め、地域社会とつながる場を提供。 

1 回 

参加人数：2 人 

青少年支援事業 

(1)中高生を対象とした居場所づくり支援 

課題のある青少年の支援の充実を図るため、

困難を抱える青少年が、地域の大人や他の青少

年と出会い関わる機会をつくる。 

参加人数 297 人 

 

事業施設課 野島青少年研修センター 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

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企画提供することで、より多くの

青少年に体験機会を提供。 

(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 

※コロナ禍により、15 種類の提供プログラムのうち 8

種類を提供中止 

(1) 16 回 

参加人数 733 人 

 

(2) １回 

参加人数 1,096 人 

自然体験キャンプ 

青少年に、学校や学年を超えた仲間との交流や

仲間と協力することで協調性や社会性を育む機会を

提供するために計画していた３事業は、コロナ禍に

より中止。 

(1)海活動体験キャンプ（5 月予定） 

(2)カヌー体験キャンプ（9 月予定） 

(3)秘密基地づくり体験キャンプ（10 月予定） 

コロナ禍により中止 

体験・食育教室 

(1)体験教室（カヌー） 

コロナ感染防止対策として、一家族限定で教室

を実施。 

(2)食育教室 

(3)野島チャレンジ教室 

(1) 5 回 

参加人数 16 人 

 

(2) コロナ禍により中止 

(3) 荒天のため中止 

自然環境保全事業 

(1)オールクリーン野島ビーチ 

野島海岸の清掃を通じて、海洋汚染の実態を

広く市民に知らせる活動。 

コロナ感染防止対策として、定員、回数、活動

内容を制限して実施。 

1 回 

参加人数：30 人 

（募集定員：30 人） 
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困難を抱える青少年

のための体験活動

支援 

宿泊体験等の集団行動や日常生活では体験

する機会の少ない機会を提供し、様々な人と交流

することで、青少年のコミュニケーション能力の向

上や自信回復を図れるよう生活体験や集団活動

の機会を提供するため計画していた３事業は、コ

ロナ禍により中止。 

(1)不登校児童生徒の宿泊体験（9 月予定） 

(2)障がいのある児童生徒の宿泊体験（12 月予定） 

(3)寄り添い型生活支援事業につながる児童生徒

の宿泊体験（12 月予定） 

コロナ禍により中止 

地域交流事業 

施設の活動及び青少年育成活動への理解を深

めてもらうため、事業連携により近隣地域との交流

を促進。 

(1)地域住民と連携した事業の実施 

コロナ感染防止対策として、定員、回数、活

動内容を制限して実施。１事業を中止。 

(2)地域や地域で活動する団体と連携した防災へ

の取組み 

コロナ禍により、予定していた事業のうち１事

業のみ実施。 

(1) 4 回 

参加人数：107 人 

 

(2) 1 回 

参加：4 団体 9 人 

 

キッズ運営課 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

放課後キッズクラブの

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16区26か所のキッ

ズクラブを安定的に運営。 

また、平成18年度開設キッズクラブ（１か所）の運

営法人再選定に応募し、運営法人に選定された。 

(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の実施 

(2)評議会、保護者会の開催 

(3)主任・副主任会議の開催 

※コロナ禍の影響 

(1)実施の制限 

(2）一部を書面開催に変更 

(3)5月までの開催を中止 

通年 26か所 

 

(1) 674回 

参加人数：6,995人 

 

(2) 

評議会：52回 

（うち書面開催40回） 

保護者会：52回 

（うち書面開催22回） 

 

(3) 11回 

 

人材育成 

（スタッフ研修） 

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・向上を目的とした、法人独自の研

修を実施。 

(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) ２回 

放課後キッズクラブへ

のボランティア・インター

ンシップの受け入れ 

 

ボランティア活動希望者や社会貢献活動実習生

の受け入れ。 

 

受け入れキッズ：6か所 

受け入れ人数：7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) 

主な活動（自由遊び） 
※感染症拡大防止の観点から事前周知によるプログラムは中止しました。 

旭区 笹野台 570 230 8,755 スクラッチアート、ビンゴゲーム、紙粘土のケーキづくり、毛糸のクリスマスツリー、スライムあそび、サッカー、一輪車 

泉区 和 泉 356 125 4,938 
ボーリング大会、釣堀用さかなづくり、お月見リース、ハロウィン工作、どんぐり工作、松ぼっくりツリー工作、クリスマスカー
ドづくり、カレンダーづくり、鬼ちぎり絵、ひな飾り、紙皿コマづくり、季節の黒板飾り、食育のお話 

磯子区 岡 村 389 159 4,841 ドッジボール同好会、プラバン、アイロンビーズ 

神奈川区 浦 島 522 262 10,568 
うちわ、風鈴、缶バッジ、プラバン、飛行機、ハロウィンお面、ハロウィン会、下敷き、クリスマスリース、クリスマス会、マスク
ケース、鬼のお面、節分＆ビンゴ大会、６面パズル表彰式、ビーズストラップ、アイロンビーズ、みはらし公園 

金沢区 

瀬ヶ崎 330 95 4,163 
ピタゴラづくり、うつし絵、カプラ、レゴ、ログハウスづくり、編み物、工作、路線図の旅、アルテミア飼育、レストランごっこづく
り、フライバー、テニス、サッカー、虫さがし、木の実草の実とり、かくれんぼ、竹とんぼ、水鉄砲 

能見台 410 152 4,097 
アイロンビーズ、プラバン工作、キラキラクリップづくり、キラキラマグネットづくり、モールでお花づくり、タオルでケーキ、空
き箱工作、クリスマスリースづくり、雛祭り壁飾り工作 

港南区 港南台第三 278 122 7,889 
クワガタ研究会、ハロウィン工作、プラバン、アイロンビーズ、横浜FCと遊ぼう、凧づくり、アイロンビーズ、ドッジボール、万
華鏡、簡単ハーバリウム、毛糸のクリスマスツリー、ペーパーグライダー。カップスタッキング 

港北区 

日吉南 844 256 10,305 
紙コップ工作、輪ゴムてっぽう工作、プラバン、敬老の日カード制作、アイロンビーズ、ハロウィン制作、クリスマスカード制
作、折紙リース制作、お正月あそび、鬼のお面づくり、作ってあそぼうストロー工作、壁面装飾制作、おひなさま制作 

城 郷 591 206 7,576 
作って遊ぼう（ぶんぶんコマ、紙コプター、バードカイト、パラシュートづくり、牛乳パックコマ）、アイロンビーズ、スライムづく
り、プラ板、6角箱づくり、フォトフレーム、ハロウィンクイズラリー、クリスマスミニリース・松ぼっくりサンタづくり、正月飾りづ
くり、木芯コマつくり、ハートの小箱づくり、ネームプレートづくり、バトミントン 

栄区 

飯 島 532 247 8,558 
学習支援、お散歩、せせらぎ掃除、校外ゴミ拾い、KYTトレーニング、花火鑑賞、大掃除、門松づくり、先生への花束づくり、ハ
ロウイン工作、粘土で磁石づくり、アイロンビーズ、プラバン、ブローチづくり 

桜 井 342 115 4,454 カレンダーつくり、グラスデコ、プラバン、アイロンビーズ、バドミントン、ドッジボール、壁面飾り 

瀬谷区 

瀬谷さくら 390 117 4,469 プラバン、アイロンビーズ、カレンダーづくり、ぶんぶんゴマづくり、毛糸帽子づくり、ドッヂボール、一輪車 

南瀬谷 769 198 4,994 
ドッジボール、プラバン、クリスマスカードつくり、手編みマフラーつくり、凧つくり、凧あげ、コマ回し、かるた大会、おはなし
会、お外でランチ、秋をみつけに行こう、しおりづくり 

都筑区 折 本 716 223 12,036 
公園散策、牛乳パックのペン立てづくり、母の日カーネーションづくり、UVストラップ＆ビーズアクセサリーづくり、クワガタ研
究会、アイロンビーズ、水遊び、ブンブンコマづくり、習字に挑戦、アドベントカレンダー、ウィンドカーづくり、大掃除＆ビンゴ
大会、ドッジボール、サッカー、一輪車、ピニャータ制作＆ピニャータ祭り 

鶴見区 

上寺尾 579 184 6,734 季節の制作（ハロウィン、ペーパークラフト、ドリームキャッチャー） 

寺 尾 617 197 4,878 
工作（あまびえ、スノードーム、ランプシェード、リボンマスコット、リボンボール、マグネットデコ、季節の飾り）、一輪車、ボ
ール遊び、縄跳び、ノータッチ鬼ごっこ 

戸塚区 

秋 葉 959 390 12,792 ドッジボール、バドミントン、プラ板、カレンダーづくり、工作(ステンドグラスづくり)、けん玉 

上矢部 678 284 9,189 プラ板、アイロンビーズ、塗り絵、スクラッチ、シャボン玉、毛糸指編み、ドッジボール、フラフープ、縄跳び、カレンダー作成 

名 瀬 491 184 5,057 
塗り絵、トランプ、折り紙、ピタゴラス、ビー玉積み木、工作、アルバムづくり、お面づくり、ゲーム大会、鬼ごっこ、一輪車、ド
ッジボール、なわとび、竹馬、ボール遊び 

中区 本 町 599 182 10,627 
ソーシャルディスタンス人形、マスクに絵を描く、アマビエを作ろう、イースターの卵を塗ろう、こいのぼり制作、七夕飾、ミニ
砂絵、スーパーボールづくり、スライムづくり、メダカ釣り、アイロンビーズ、オリジナルカラーペンづくり、ブンブンゴマ、木
のコマ、ＣＤのコマ、木のパーツでワッペンアート、起き上がりこぼし、合わせ紙ツリー 

西区 宮 谷 794 274 8,797 
あまびえ達磨つくり、ヨーヨーづくり、ジグゾーパズルづくり、凧づくり、凧で遊ぼう、クリスマス工作、ちぎり絵、エースターエ
ッグエッグづくり、お話しの時間、映画会 

緑区 

十日市場 638 218 5,432 ドッジボール、サッカー、鉄棒、ジグゾーパズル、折り紙  

長津田 836 282 10,644 
非常勤スタッフによる読み聞かせ会、鬼滅の刃工作(お面づくり、炭治郎お雛様)、ジュエリーバッグ制作、利用カードケース
制作、ミサンガ、自由工作、一輪車 

南区 

太 田 283 96 5,431 プラバンづくり、アイロンビーズづくり、スーパーボールづくり、季節にちなんだ折り紙、一輪車、ポコペン（かくれんぼ） 

永 田 587 188 5,169 
カレンダー作成（偶数月に作成）、季節の工作（うちわにデコパージュ、ハロウィンバック工作、七五三バック工作、クリスマス
工作、絵馬作成、節分工作、カード作成）、プラコップを使って季節のドームづくり、南区放課後キッズクラブ作品展に参加 

南 541 154 8,752 ドッジボール、プラバン、ビーズ、カード、リースづくり、ニット帽ストラップづくり、壁飾り工作、節分工作、お雛様づくり 

26か所計 14,641  5,140 191,145  
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（３）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 実施時期／回数 

青少年の居場所・ 

地域活動支援事業 

地域の団体による青少年育成活動および青少年

活動への助言等の支援。 

(1) 青少年の地域活動拠点事業運営への助言等 

 

 

(2)地域の青少年育成活動の推進・支援(磯子区、

神奈川区、緑区、戸塚区等) 

(1) 

・ヒアリング：7 か所 6 団体 

・拠点運営指針検討ワーキ

ンググループ参加：5 回 

・拠点内覧会参加：1 回 

(2)通年 
活動相談への対応、議
等への参加、事業実施
支援 他 

青少年を育成する活

動の支援 

(1)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） 

高校中退や進路未定など自立に向けた課題を抱

える高校生のキャリア支援を目的に、横浜市立横浜

総合高校において、悩みや課題を抱える生徒への

相談支援およびキャリア支援の場として、ようこそカ

フェ、就業体験プログラム、食育プログラムを実施。 

(2)青少年をテーマとしたＣＳＲ活動の支援 

(3)青少年の支援に関する団体等との連絡会 

寄り添い型生活支援事業運営団体連絡会を開催。 

(1)カフェ・食育 21 回 

就業体験 1 回 

参加人数 4,012 人 

 

(2)5 件（新規 2 件） 

 

(3) 1 回 

参加：13 団体 17 人 

（オンライン開催） 

活動の相談・助言 
地域、企業、団体等への活動プランニングや助

言を通して、地域の青少年活動を推進。 
55 件 

 

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 実施時期／回数 

相談による活動支援

事業 

青少年と信頼関係を築き成長と自立を支援する

ための、日常的な相談、助言、傾聴を実施。 

(1)日常的な相談支援事業 

(2)個別相談事業 

(3)啓発事業 

(1) 145 件 

(2) 35 件 

(3)青少年課題のパネル

展示：1 回 

 

事業施設課 青少年育成センター 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

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、

地域での活動、研修会の講師選定や企画等の相

談・コーディネートを実施。 

71 件 

（電話、オンラインを活用） 

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「ユースライブラリー」の運営、ホームページ

やＳＮＳ等を活用した青少年関係情報の発信。 

(1)ユースライブラリーの運営 

(2)青少年関係情報の収集・発信（情報収集・提供） 

・人材育成研修・講座や講師情報の提供 

(3)交流スペースを活用した企画展【新規】 

(1)蔵書 500 冊のデータベ
ース作成 

(2)通年 
青少年通信発行 
2,000 部 2 回 
SNS 版 2 回 

(3) 2 回（性的少数者、デ
ート DV） 
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（４）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い、

青少年が自ら学び育つことができる活動領域の拡大や活動機会を充実するため、市内の活動の調査、新

規事業の開発を行いました。 

 

【主な事業・取組み】 

事業企画課 事業係 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

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、事業成果等を発信。 

(1)青少年育成事業に関する情報収集と発信 

ホームページやＳＮＳ等を活用した情報の提

供。 

(2)青少年課題に関する実態調査 

20～25 歳の青少年を対象に、「成人」に対する

考え方、「18 歳成人」という社会状況をどのように

捉えているか、支援のニーズを感じているかな

ど、青少年の「成人」意識とニーズ把握を目的とし

たヒアリング調査を実施。 

 

(3)青少年育成に係る活動情報誌 

「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＥＹＥ`Ｓ」発行。 

【テーマ】 新しい体験のカタチを考える 

 

(4)青少年課題をテーマとした事例研究会・勉強会 

成人年齢の引き下げに関する勉強会を開催。 

(1)ホームページをレスポ

ンシブＷＥＢデザイン対

応に改善 

 

(2)ヒアリング：11 人 

中間報告を

YOKOHAMA EYE’S

に掲載 

 

(3) 発行：1,500 部 

 

(4) 2 回 

参加人数：24 人 

 

事業施設課 青少年育成センター 

 事業名 事業内容 実施時期／回数 

第三者による事業の

検証 

青少年育成に携わる学識経験者や実践者など、

外部との意見交換の機会を設け、施設運営や実施

した研修・講座を多角的な視点で検証するための

座談会を実施。 

また、若者の利用促進の観点から大学生クラスの

若者との座談会も実施。 

座談会：2 回 

参加人数：6 人 

 

事業施設課 野島青少年研修センター 

 事業名 事業内容 実施時期／回数 

体験プログラムの 

調査研究 

多様化する青少年のニーズにあった効果的な体

験プログラムを提供するために、体験プログラムの

検証及び、改善を図ることを目的とした、体験プログ

ラム実施団体を対象としたアンケート調査を実施。 

調査件数：14 件 

コロナ禍により、プログ

ラム実施団体が激減し、

サンプル数も減少した。 

 

  



  

15 

 

（５）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。 

なお、施設の特徴や利用案内について、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。 

 

【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 実施時期／回数 

活動の場の提供によ

る支援事業 

より多くの青少年が出会える機会づくりを目指し、

青少年が目的に応じて気軽に利用できるフリースペ

ースの運営、活動場所の貸出、誰でも参加できる幅

広いプログラムの提供を実施。 

(1)フリースペースの運営 

(2)諸室の貸出 

(3)施設情報、イベント情報の発信 

(1)青少年利用人数：7,688 人 

 

(2)青少年利用人数：7,688 人 

稼働率：31.4％ 

 

(3) 19 回（さくリビ新聞） 

ＳＮＳを活用 

 

事業施設課 青少年育成センター 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

諸室・物品の貸出 

地域の青少年活動支援を目的に、研修室や機

材、プリントルームなどの貸出を実施。 

(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（空き室情報提供、貸ロッ

カー、オンライン会議開催サポート 等） 

(4)利用促進（ＳＮＳや定期レターによる利用促進） 

(1)稼働率 39.8％ 

 

(2)学習コーナー設置 

 

(3)Wi-Fi、及びオンライン

用機材を充実 

 

(4)通年（青少年通信） 

 

事業施設課 野島青少年研修センター 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

施設・設備貸出事業 

施設の安全性と利便性を高めるとともに、利用団

体の目的や特性を配慮し活動をサポート。 

(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)体験活動に役立つ情報(気象・服装)の発信 

(4)効率的な運営のための利用方法の改善 

※Wi-Fi、及び音響・映像関連機材を充実 

※施設改修工事実施（エレベータ、パーティション、

駐車場ゲート 他） 

稼働率 26.9％ 

(1)オンラインを活用した

対応を強化 

 

(2)通年 

 

(3)動画を作成し、ＨＰで

随時配信 

 

(4)通年 

利用促進事業 

多くの青少年や青少年指導者に体験活動や研

修の機会を提供するため、施設の利用しやすさを

広く周知。 

(1)ＳＮＳ、チラシ、広告による広報活動 

(2)施設開放イベント（2 月予定） 

(1)通年 

 

(2)コロナ禍により中止 
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（６）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。 

 

ア 寄附金募集事業 

法人の取り組みを広く周知し、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、賛助会員及

び一般寄附者の拡充のための事業を行いました。 

 

【主な事業・取組み】 

総務課 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

賛助会員・一般寄附

者の拡充 

賛同者、理解者を増やすことにより、新規会員の

拡充を図るため、法人の活動をパンフレットやホー

ムページを活用して発信。 

会費・寄附収入額 

113.7 万円 

寄附金拡充を目的と

した収益事業 

(1)爆笑！濱っ子寄席【収益事業】 

落語を通じて法人事業に関わることで、青少年

活動への理解と関心を深めることを目的に、１２

月実施に向け準備を進めたが、コロナ禍により次

年度に延期。 

コロナ禍により延期 

（運営委員会 1 回開催） 

 

イ 法人運営 

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り組み

ました。 

 

【主な事業・取組み】 

総務課 

事業名 事業内容 実施時期／回数 

法人の広報・ＰＲ 

青少年育成への理解と関心につなげるため、法

人の活動や情報を日常的に発信。 

(1)よこはまユースレターの発行 

(2)ホームページ、ＳＮＳの運用と維持・管理 

(1)発行回数：3 回 

部数：9,500 部 

(2)ツイッター 

フォロワー：278 件 

フェイスブック 

フォロワー：257 件 

職員の人材育成 

職員が職責と役割に応じた能力を発揮するため

「2020年度人材育成計画」を策定し、能力開発段階

に応じた研修を実施。 

・人権研修：テーマ「8050 問題と生活困窮者自立支

援制度」（全職員対象） 

・管理職研修：テーマ「職場のハラスメント対策」 

・職員学習会：テーマ「オンライン事業のメリット・デメ

リットを知り実践に役立てる」 

・新採用職員研修 

・人権研修 1 月（２回） 

・管理職研修 ３月（３回） 

・職員学習会 ３月（１回） 

・外部研修への派遣 他 
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参考資料１：職員の研修参加・講師派遣の状況（2020年４月 1日～2021年３月 31日） 

 

（１）外部研修等参加状況  【26件参加】 

研 修 名 主  催 オンライン 

リードアップセミナー（全２回） 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・中級編 満喜株式会社  

「こども食堂・新型コロナウイルス対策緊急支

援プロジェクト」中間報告オンラインセミナー 
NPO 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 〇 

アウトドアゲーム指導法講習会 神奈川県立青少年センター  

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  

欧州 YW に関するブックレットを学ぶ勉強会 さっぽろ青少年女性活動協会 〇 

子ども・若者に関わる施設・団体の 2020

年をふりかえる 
国立青少年教育振興機構 〇 

協約マネジメントサイクルセミナー 横浜市総務局行政・情報マネジメント課  

コロナ状況下における青少年教育を考え

るオンラインフォーラム 
国立青少年教育振興機構 〇 

ユースワーカー実践交流サロン ユースワーカー協議会 〇 

障害者雇用に関する勉強会 横浜市総務局行政・情報マネジメント課  

職場のハラスメント対策講座（全３回） 神奈川県労働福祉協会 〇 

全国青少年教育施設長会議・施設研究集会（全２日） 国立青少年教育振興機構  

南部地域若者支援連絡会 よこはま南部ユースプラザ  

年末調整セミナー 横浜中法人会  

ひきこもり・不登校などで悩む家族等の

ためのセミナー・個別相談会 
よこはま東部ユースプラザ  

プロジェクトワイルド初級指導者資格取得講座 県立青少年センター  

ユースワーカー協議会フォーラム 2020 ユースワーカー協議会 〇 

ユースワークの定義・価値観を考えるＷＳ ユースワーカー協議会 〇 

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  

横浜アクションアワード 横浜アクションアワード 2021 実行委員会 〇 

オンライン ABD 名古屋市青少年交流プラザ：ユースクエア 〇 

対応に苦慮する方との関わり方（保護者対応編）研修 神奈川区役所  

コロナ時代のコミュニティマネジメント NPO 法人ＣＲファクトリー 〇 

実践交流サロン「18 歳成人制度を考える」 ユースワーカー協議会 〇 

専門分野横断的研修（全５日） 内閣府  

 



  

18 

 

 

【参考】職員のおもな自己啓発（自主研修） ※休日等を使い、スキルアップに励んでいます。 

研 修 名 主  催 オンライン 

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  

ファシリテーション入門 Be-Nature School 〇 

尼崎オンライン・ユースセンターの取組み ユースワーカー協議会 〇 

子ども・若者に関わる施設・団体のいまとこれから 国立青少年教育振興機構 〇 

今、ユースワークの必要性とは何か ユースワーカー協議会 〇 

府中 Posse学生スタッフ研修 Co-WorkSpacePosse 〇 

実践交流サロン「ボランティアを超えた、参画としてのユー

ス×コミュニティ」 
ユースワーカー協議会 〇 

ひきこもり・不登校などで悩む家族等のための

セミナー 
よこはま東部ユースプラザ  

子ども・若者支援論・方法論検討セミナー 子ども・若者支援専門職養成研究所 〇 

社会福祉士基礎研修（全７回） 神奈川県社会福祉士会 〇 

これからの居場所 withコロナ 横浜プランナーズネットワーク 〇 

JYCオンライン講座「居場所」 協同実践フォーラム 〇 

聴いてみよう！フランスのユースワーク実践 ユースワーカー協議会 〇 

"Visual Practice Space"ーーグラレコの練習

＆実践場（全６回） 

認定 NPO 法人グローカル人材開発セ

ンター 

〇 

 

18歳成人時代の「成人式」を考える ユースワーカー協議会 〇 

コロナ危機における若者 × 地域活動 

【第 13回 横浜アクションフォーラム】 
NPO法人アクションポート横浜 〇 

NPOインターンシップラボシンポジウム 
NPO インターンシップラボシンポジウム 

2020 実行委員会 
〇 

新しい生活様式における参加の場のデザイン 株式会社 石塚計画デザイン事務所 〇 

地域の編集 2020-2021 

コロナ禍におけるローカルメディア 
ニュースパーク（日本新聞博物館） 〇 

横浜市西区 BBS会発足 40周年記念上映会 横浜市西区 BBS会  

8050問題を考えるセミナー 若者自立就労支援協会  

オンラインイベントデモ ㈱こくちーず  

コロナ感染対策とワクチンの最新情報 ㈱ベネフィットステーション  
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（２）講師派遣 【延べ派遣件数 33件】 

派遣事業名 主   催 

第 32期横浜市社会教育委員 横浜市教育委員会 

神奈川ゆめ奨学生選考委員 神奈川ゆめ社会福祉財団 

森キャン 2021オンライン勉強会 札幌市若者支援総合センター 

おたがいハマトーク 横浜市政策局 

東部ユースプラザ連絡会 東部ユースプラザ 

旭区白根地区青少年指導員事業 旭区白根地区青少年指導員 

横浜市スポーツボランティアセンター会員向け研

修 
公益財団法人横浜市スポーツ協会 

ユースワークオンラインフォーラム ユースワーカー協議会 

青少年事業補助金交付検討委員会 戸塚区地域振興課 

名瀬小学校学校運営協議会 名瀬小学校 

都筑区地区センタースタッフ研修 横浜市こども青少年局青少年育成課 

高校内居場所カフェ運営者会議 かながわ生徒・若者支援センター 

青少年の地域活動拠点会議 横浜市こども青少年局青少年育成課 

青葉区地域活動拠点運営団体選定検討委員会 青葉区こども家庭支援課 

あおば子どもシステム会議 青葉区こども家庭支援課 

KOBE-WEST20周年事業シンポジウム こうべユースネット 

第３回カフェサミット かながわ生徒・若者支援センター 

青少年センター専門部会 神奈川県立青少年センター 

スケッツ運営会議 かながわ生徒・若者支援センター 

カフェ実践報告会 ハイティーンズサポートちば 

神奈川ゆめ奨学生卒業を祝う会 パルシステム神奈川本部 
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２ 視察受入状況（2020年４月 1日～2021年３月 31日）【22件】 

 

視察先 視察団体等 

さくらリビング  

横浜市教育委員会（青少年との懇話会） 

横浜市こども青少年局（青少年との懇話会） 

NPO 法人こうべユースネット 

横浜市教育委員会（スクールソーシャルワーカー） 

保土ヶ谷区青少年指導員会長会（青少年との懇話会） 

かもん未来塾 

NPO 法人教育支援協会南関東 

ポートファミリアくすの樹（港北区） 

フラットガーデン（緑区） 

横浜市こども青少年局長 

横浜市瀬谷区役所 

横浜市泉区役所 

横浜市旭区役所 

横浜市都筑区役所 

西区社会福祉協議会（社会福祉士実習生含） 

横浜市鶴見区役所 

横浜市港南区役所 

横浜市南区役所 

横浜市副市長 

つるみ元気塾（鶴見区） 

横浜市青葉区役所 

NPO 法人こうべユースネット 

認定 NPO 法人ハビタット・フォー・ヒューマニティー・

ジャパン 

 

 


