
№ 都道府県 設置箇所 団体名 備考

1 北海道 札幌市 財団法人　札幌市青少年女性活動協会 ○

2 青森県 青森市 財団法人　２１あおもり産業総合支援センター

3 岩手県 盛岡市 NPO法人　いわてNPOセンター ○

4 仙台市 NPO法人　わたげの会

5 大崎市 企業組合　労協センター事業団

6 山形県 酒田市 山形県中小企業団体中央会 ○

7 福島県 福島市 NPO法人　ビーンズふくしま

8 茨城県 水戸市 NPO法人　すだち

9 栃木県 宇都宮市 NPO法人　とちぎボランティアネットワーク

10 群馬県 前橋市 NPO法人　キャリア倶楽部

11 埼玉県 川口市 NPO法人　「育て上げ｣ネット ○

12 千葉県 千葉市 職業訓練法人　テクノピラミッド運営機構 ○

13 立川市 NPO法人　「育て上げ｣ネット ○

14 三鷹市 NPO法人　文化学習協同ネットワーク

15 足立区 NPO法人　青少年自立援助センター ○

16 神奈川県 横浜市 NPO法人　ユースポート横濱

17 三条市 NPO法人　新潟NPO協会 ○

18 新潟市 企業組合　労協センター事業団

19 富山県 富山市 財団法人　富山勤労総合福祉センター ○

20 石川県 金沢市 社団法人　石川県雇用支援協会 ○

21 福井県 福井市 NPO法人　福井県セルプ振興センター ○

22 山梨県 甲府市 財団法人　山梨県青少年協会 ○

23 長野県 塩尻市 NPO法人　ジョイフル ○

24 三島市 NPO法人　リベラヒューマンサポート

25 静岡市 株式会社　東京リーガルマインド

26 蒲郡市 NPO法人　青少年自立援助センター北斗寮

27 名古屋市 NPO法人　ICDSキャリア・デザイン・サポーターズ

28 三重県 津市 財団法人　三重県労働福祉協会 ○

29 滋賀県 大津市 株式会社　東京リーガルマインド ○

30 京都府 京都市 財団法人　京都市ユースサービス協会 ○

31 泉佐野市 NPO法人　おおさか若者就労支援機構

32 大阪市 財団法人　大阪労働協会 ○

33 高槻市 NPO法人　フェルマータ

34 姫路市 NPO法人　コムサロン２１

35 神戸市 NPO法人　こうべユースネット ○

36 奈良県 奈良市 奈良県中小企業団体中央会

37 岡山県 岡山市 NPO法人　リスタート ○

38 広島県 広島市 NPO法人　中国キャリアコンサルタント研究会 ○

39 山口県 防府市 NPO法人　コミュニティ友志会

40 徳島県 徳島市 社団法人　徳島県労働者福祉協議会 ○

41 香川県 高松市 株式会社　穴吹カレッジサービス ○

42 愛媛県 松山市 イヨテツケーターサービス　株式会社 ○

43 高知県 高知市 社会福祉法人　高知県社会福祉協議会

44 福岡県 福岡市 NPO法人　九州キャリア・コンサルタント協会 ○

45 佐賀県 佐賀市 NPO法人　NPOスチューデント・サポート・フェイス ○

46 長崎県 長崎市 若者自立支援長崎ネットワーク　株式会社

47 熊本県 熊本市 NPO法人　おーさぁ

48 大分県 大分市 株式会社　ベンチャーラボ

49 鹿児島県 指宿市 NPO法人　かごしま青少年自立センター

50 沖縄県 北中城村 社団法人　日本青少年育成協会

（注）○印は平成18年度事業実施団体
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平成19年度 地域若者サポートステーション　一覧

宮城県
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新潟県



○○ ニート等の若者の自立を支援するため、地方自治体との協働により「地域若者サポートス
テーション」を設置（平成18年度 25か所 → 平成19年度 50か所）

○○ 若者の置かれた状況に応じた専門的な相談や職業意識啓発プログラムの実施、地域におけ
るネットワークの中核として各支援機関への適切な誘導の実施

38 （N）中国ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
研究会 【広島県】

45 （N） NPOｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ
・ｻﾎﾟｰﾄ・ﾌｪｲｽ 【佐賀県】

12 （職）ﾃｸﾉﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ運営機構 【千葉県】

34 （N）ｺﾑｻﾛﾝ２１ 【兵庫県】
35 （Ｎ）こうべﾕｰｽﾈｯﾄ 【兵庫県】

21 （N）福井県ｾﾙﾌﾟ振興ｾﾝﾀｰ 【福井県】

11 （N）「育て上げ｣ﾈｯﾄ 【埼玉県】

42 ｲﾖﾃﾂｹｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ（株） 【愛媛県】

23 （N）ジョイフル 【長野県】

3 （N）いわてNPOｾﾝﾀｰ 【岩手県】

1 （財）札幌市青少年女性活動協会 【北海道】

28 （財）三重県労働福祉協会 【三重県】

6 山形県中小企業団体中央会 【山形県】

30 (財)京都市ﾕｰｽｻｰﾋﾞｽ協会【京都府】

20 （社）石川県雇用支援協会 【石川県】

13 （N）「育て上げ｣ﾈｯﾄ 【東京都】
14 （Ｎ）文化学習協同ﾈｯﾄﾜｰｸ 【東京都】
15 （N）青少年自立援助ｾﾝﾀｰ 【東京都】

29 （株）東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 【滋賀県】

ネットワークを活用した若者の職業的自立支援の流れネットワークを活用した若者の職業的自立支援の流れ
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支援が必要な若者
中央サポートセンター
・技能向上研修
・情報交換会
・情報収集、提供 等

地域からの、支援が
必要な若者の誘導

地域若者サポートステーション

・相談支援事業（国）
・職業意識啓発事業（国）
・ネットワーク事業（地方自治体）

地域資源を活用した支援教育機関等

保健・福祉機関
・社会適応訓練
・引きこもり相談

NPO等の支援プログラム
・キャリア相談（親も含む）

・就労基礎訓練
・ボランティア活動

地方自治体の支援プログラム
・職場見学、職場体験
・セミナー、キャリア相談会
・農業体験ヤングジョブスポット

若者自立塾

就労支援機関へのリファー
・ハローワーク、職業訓練等

就 労

キャリア・
コンサルタント

臨床心理士等

地域における若者自立支援ネットワーク整備モデル事業 （平成19年度予算額 9.6億円）

2 (財)21あおもり産業総合支援ｾﾝﾀｰ 【青森県】

7 （Ｎ）ﾋﾞｰﾝｽﾞふくしま
【福島県】

4 （Ｎ）わたげの会
【宮城県】

5 企業組合労協ｾﾝﾀｰ
事業団 【宮城県】

39 （Ｎ）ｺﾐｭﾆﾃｨ友志会
【山口県】

46 若者自立支援長崎
ﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 【長崎県】

50 (社)日本青少年
育成協会 【沖縄県】

49 （Ｎ）かごしま青少年自立
ｾﾝﾀｰ 【鹿児島県】

47 （Ｎ）おーさぁ 【熊本県】

48 (株)ﾍﾞﾝﾁｬｰﾗﾎﾞ 【大分県】

17 （N）新潟NPO協会 【新潟県】
18 企業組合労協ｾﾝﾀｰ事業団 【新潟県】

37 （N）ﾘｽﾀｰﾄ 【岡山県】

36 奈良県中小企業団体中央会 【奈良県】

26 （Ｎ）青少年自立援助ｾﾝﾀｰ北斗寮
【愛知県】

27 （Ｎ）ＩＣＤＳｷｬﾘｱ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ
【愛知県】

24 （Ｎ）ﾘﾍﾞﾗﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄ 【静岡県】
25 (株)東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 【静岡県】

22 （財）山梨県青少年協会 【山梨県】

8 （Ｎ）すだち 【茨城県】

9 （N)とちぎﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ
【栃木県】

16 （Ｎ）ﾕｰｽﾎﾟｰﾄ横濱 【神奈川県】

19 （財）富山勤労総合福祉ｾﾝﾀｰ 【富山県】

44 （N）九州ｷｬﾘｱ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
協会 【福岡県】

31 （N)おおさか若者就労
支援機構 【大阪府】

32 （財）大阪労働協会 【大阪府】
33 （N)ﾌｪﾙﾏｰﾀ 【大阪府】

10 （Ｎ）キャリア倶楽部 【群馬県】

43 (福）高知県社会福祉協議会 【高知県】

40 （社）徳島県労働者福祉協議会 【徳島県】

41 （株）穴吹ｶﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ 【香川県】




