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開  会 

 

○司会 皆さん、こんにちは。 

 お時間となりましたので、これから、平成29年度第３回「青少年問題調査研究会」を開

催させていただきます。 

 本日は、皆様、御多用のところ全国からお集まりいただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、青少年担当の調査官の大熊と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回の研究会は「『子ども・若者総合相談センター』における支援の取組」というテー

マを設定させていただいております。皆様、御案内のとおり、子ども・若者育成支援推進

法ですけれども、子ども・若者総合相談センターの設置については地方公共団体の努力義

務とされています。 

 その設置数については、平成29年12月１日時点で、全国で78ということで、センターの

カウントに入っていないけれども、実際はセンターの業務をされているところもあると思

いますが、こちらで把握している数が78ということです。 

 子若センターでは、年齢階層で途切れることのない支援を継続していただく縦のネット

ワークと、関係機関同士の行き来といいますか、横のつながりを大事にしていく横のネッ

トワークということで、縦と横のネットワークが組み合わさって、機能していくことが大

事なのだと考えております。 

 一方で、子供や若者が抱える課題、問題というのは、非常に複雑化、多様化している状

況です。記憶には新しいですけれども、昨年10月に、座間市で悲惨な事件がございました。

悩みを抱えている若者を見つける、そして、その人達を支援につなげていくことについて、

深刻な課題があることが浮き彫りになったと考えています。 

 子若センターについては、昨年度、当時の全国76カ所のセンターを対象に、アンケート

調査を実施しまして、69カ所のセンターから、回答をいただいています。 

 そのアンケートは、地域で子若センターを設置するわけでございますけれども、今後、

子若センターを設置していく上で、どのような課題があるのか、そういった視点からの御

質問と、既に設置をされている地域におかれましては、子若センターの機能をより高度化

していく上での課題について、どのようなものがあるか、この２つの視点で、アンケート

調査、ヒアリング調査をさせていただきました。 

 調査結果については、報告書に取りまとめをさせていただきましたが、今回は、その中

で、効果的な取り組みを行っていると考えました、4つの子若センターの方に来ていただき

まして、センターのそれぞれの活動の状況や、そこから見える課題について、御報告いた

だいて、この研究会が子若センター設置の機運やよりセンターが充実したものになる１つ

のきっかけにしたいと考えます。 
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 ここにお集まりの皆様との情報の交換といったことも視野に入れて、今回、時間を設け

させていただいております。 

 それでは、早速ですけれども、講師の４名の方を御紹介させていただきます。 

 最初に、名古屋市子ども・若者総合相談センターのセンター長の渡辺ゆりかさんです。 

 子ども・若者サポートネット相談室ぽっと勝央、岡山県勝央町教育委員会教育振興部社

会教育主事の三戸祥恵さんです。 

 北九州市子ども・若者応援センター「YELL」のセンター長の村上博志さんです。 

 長崎県子ども・若者総合相談センターゆめおすのセンター長の宮本鷹明さんです。 

 本日の流れですけれども、講師の４人の皆様から、お一人10分間から15分程度のお時間

で、それぞれのセンターにおける取り組みについて、ここで御発表をいただきます。その

後、若干の休憩を挟みまして、３時までの時間で、皆様と意見交換、質疑応答をお願いし

たいと思っておりますので、積極的に御発言いただいて、せっかくの機会ですので、情報

交換に努めていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に、渡辺さんから、お話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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名古屋市子ども・若者総合相談センターの取り組みについて 

名古屋市子ども・子育て総合相談センター センター長 渡辺 ゆりか 氏 

 

○渡辺氏 皆さん、改めまして、こんにちは。 

 名古屋市子ども・若者総合相談センターで、センター長を務めております、渡辺と申し

ます。 

 本日は、皆さんにお目にかかることが出来て、とてもうれしいです。 

 15分というお時間をいただいていますので、これから、名古屋市子ども・若者総合相談

センターの取り組みについて、お話させていただきたいのですが、資料をたくさんつけて

きまして、全部話すと、15分では話せませんもので、ピックアップしながら、子供のため

の総合相談センターを開所するに当たる、私達の若者の心理におけるマインドの部分と、

そのマインドをいかに達成するか、浸透させていくかということで、試行錯誤をしている

名古屋市の子若の機能について、皆様にお話や情報提供をさせていただいて、その後、そ

れをたたき台に、皆さんと活発な議論が交わせればと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

 名古屋市子ども・若者総合相談センターは、2013年に開所をしました。全国でもちょっ

と珍しいと思うのですが、民間で委託をしていまして、委託もコンソーシアム、こちらに

書いてあります、一般社団法人草の根ささえあいプロジェクトという団体と、起業支援ネ

ットという団体の合体の方法、いわゆるコンソーシアムで開所しています。 

 私達のコンソーシアムの特徴は、支援業務である就労が得意だから、1つの団体は就労を

担い、生活支援を担う団体と合体というわけではなく、現場の全てを草の根ささえあいプ

ロジェクトが担い、現場以外の全てを起業支援ネットが担うという、事務局と現場の分割

のコンソーシアムになっていて、今日は、コンソーシアムのお話は、ちょっと出来ないの

ですが、現場の人間は、どうしても目の前にいる人の困りごとに駆けつけることは得意で

も、バックヤードのことが苦手なので、私としては、いい形になっていると思います。 

 私は、一般社団法人草の根ささえあいプロジェクトの代表もしておりまして、なので、

今日は、現場の観点からのお話しか出来ませんが、お話を進めさせていただければと思い

ます。 

 （資料1 ｽﾗｲﾄﾞ2）草の根ささえあいプロジェクトは、どんな団体かというと、こちらに

穴があるのですが、社会的に孤立をして、このように支援や応援の手、優しい誰かの差し

伸べる手も届かずに、孤立している人全般を応援している団体です。応援すればするほど、

今、家族のいる若者も、高学歴の若者も、あらゆる子供・若者が孤立していると感じまし

た。孤立していると感じている課題にぶつかり、子ども・若者総合相談センターに訪れる

に至りました。若者が穴にいる、この穴にいるのはどうしてかということを、徹底的に調

べようということで、立ち上がったのが、草の根ささえあいプロジェクトなのです。 

 穴の中にいる人はどんな人なのか、ですけれども、現場の人間だからわかるのだけれど
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も、肌感覚ではだめだということで、一度、穴に落ちたものの、今は元気で社会につなが

って頑張っている人、一次調査で50名、二次調査で80名の方にインタビューをかけ、その

プロセスを分析して、こちらの像を作りました。 

 これは、本当はもうちょっと複雑なものなのですが、今日は、簡易バージョンで持って

きましたので、お聞きいただければと思います。（資料1 ｽﾗｲﾄﾞ3） 

 穴に落ちてしまう子は、若者も、２つの困難があることがわかったのです。 

 １つは、一番上にあります先天的な特性、生まれ持った生きづらさ、発達障害であった

り、軽度の知的障害だったりということがあることがわかりました。 

 それだけではなく、もう一つが家庭環境、いわゆる生活保護の世帯で、ひきこもりなが

ら暮らしたとか、DVを受けて育ったとか、あるいは自分が虐待を受けて、ネグレクトを受

けていたという環境の困難を抱えていることがわかったのです。 

 その２つは、どうしても表面化しませんので、車椅子に乗っていたりなどということは

ないので、困難なのに、困難がわからないまま、人に理解されないプロセスをライフステ

ージごとに追うことがわかってまいりました。 

 そうすると、どうしてわかってくれないのだ、どうして自分ばかりという他者への憤り

になって、トラブルを起こす。教室を飛び出たり、友達に暴言を吐いたりということで、

ますます居場所をなくし、他者への憤りを繰り返していくというループがあるとわかった

のです。 

 その隣のループで、人に理解されないことを他者へ押しつけるのではなく、自分に返し

てしまって、自信を持てなくて、ひきこもりがちになってしまう。身動きがとれないまま、

経験を積み上げないまま、20歳になり、30代になり、40代になるというループがあること

がわかったのです。 

 このループにいる子供達は、この男の子が言っているように、“どうして自分ばかり”

と言うのです。どうして自分ばかりお母さんがいないとか、自分ばかり修学旅行に行けな

いのとか、どうして自分ばかり友達が出来ないのかと言います。 

 でも、ある時、20歳ぐらいの時ですか、“どうせ自分なんて”と言葉が変わっていく瞬

間があることがわかったのです。どうせ自分なんて幸せになれない、どうせ自分なんて友

達は出来るわけがない、どうせ自分なんて就職出来ない。 

 私はそこのタイミングに、孤立の川という例としての川を流したのです。この孤立の川

を渡ってしまうと、みずから人と隔絶してしまい、どんどん社会とつながる力を落として

いって、穴にいる人になってしまいます。そうすると、ある瞬間に自死を選んでしまった

り、孤立死をしてしまったり、様々な事件が起こってくる、悲しいことが起こってくると

いうことがわかりました。 

 うちの子ども・若者総合相談センターには、このピンクの辺りにいる子達がたくさん来

ます。誤解のループを繰り返し、傷ついている子供達、人とつながるのが怖いと言いなが

ら、みずから人と隔絶していく子供達、でも、何とかもう一回こちらに登りたくて、踏ん
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張っている子供達がいっぱいいるのです。そういう方を応援しています。 

 私達に何が出来るか、大人達は、支援という名目で、子供達に何をしてあげれば良いの

かということなのですが、とても難しい問題だと思うのですけれども、このスライドをよ

く参考にしています（資料1 ｽﾗｲﾄﾞ4）。これは、北九州ホームレス支援機構の奥田さんと

いう方がつくった図で、今、NPO法人抱樸という名前になりましたか、1970年代から、ホー

ムレス支援をずっとしてきた方なのですけれども、その方は言います。 

 昔のホームレス支援は、ハウスレス支援だったのです。家がないとか、着るものがない、

食べるものがないという、権利からの排除に対し、どうして、どうやって、本来人間が受

けるべき権利を提供するかということです。 

 今のホームレスは、若年もすごくふえているのだけれども、まさにホームレスなのだと

おっしゃいます。家族がいない、心配してくれる人がいない、心配する相手がいない、自

分を覚えていてくれる人がいないという、経験と記憶からの排除という言葉を使われます

が、ここにいる会場の皆さんの頭の中に、その子の記憶がない、誰かに記憶されてないと

いうこともあるし、自分が何も記憶していないことも、両方あると思うのですが、記憶か

らの排除と言っています。 

 私達子若センターをやっていると、そういう子は本当に多くて、そういう子達は、何も

人生の選択が出来ないという状況に陥っています。それらの方に何が必要か、ですが、ハ

ウスレス支援のように、何を提供すれば良いか、どんなメニューを提供すれば良いかでは

なくて、関係性の困窮なので、その方に誰が必要か、誰がそばにいるべきか、１人の子供

の周りや若者の周りに、どういう温かい人のつながりを作っていくかが、私達の仕事の肝

だと思って、活動しています。 

 ここからは、それをかなえるために、試行錯誤していった機能について、お話したいと

思います。 

 子ども・若者総合相談センターの基本情報からいくと、開所日、相談に関して、こんな

感じになっています。また見ておいてください。（資料1 ｽﾗｲﾄﾞ6） 

 私達の相談の流れなのですが、０歳から39歳までの方であれば、名古屋市在住、在学で

あれば、どんな悩みでもお電話くださいと言っています。ただ、電話相談はやっていない

のです。電話相談は、悩む前の世界の中に、その子を引きこもらせてしまって、なかなか

抜け出せないという経験を嫌というほどしたからなのです。なので、来所いただくか、あ

るいは来所出来ない方に対して、私達は会いにいきます。 

 最初の相談を受けます。最初の相談を受けた後、相談を受けた者が、この子にはきっと

Ａという指針がいい、Ｂという指針がいいという理想づけをして、１人の相談者に、１人

の担当がつきます。担当は、私達の場合、比較的長く、本当に長い方には、２年、３年と

一緒に支援を継続していく体制をとっています。 

 なぜそんな丁寧にやるか、関係性を作るかということなのですが、先程申し上げたよう

に、多くの若者が孤立の川を越えて、つながる力を弱めた子供達だからなのです。なので、
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この支援機関があるから、あしたから行っておいでとか、こういうプログラムがあるから、

来週からやろうと連れていっても、そこにのれない子供達がほとんどだからなのです。ま

ず私達が身近にいる大人として、彼らにとっての人間関係のお試し期間をクリアしないと、

次につなげられない場合がすごく多いです。私達は、まず人間関係のお試し期間として、

合格ラインをもらうために、信頼関係を作ることから始めます。 

 その後、御本人の希望や夢や困難の解決をかなえるために、必要な地域のあらゆる支援

機関や社会資源につないでいくという作業をしています。つなぐ時も、「来週からここに

行ってみよう」、「そろそろ行けよ、頑張って」ではなく、初回は、必ずついていきます。

そういう同行の支援機能もすごく大事にしています。 

 例えば５年間引きこもっていて、就労したいという子が来たとします。就労したいので

あれば、就労支援機関を紹介するから行ってみてと、就労につないで終わりということも

出来るのですけれども、先程申し上げたように、意味がないのです。なので、その５年間

引きこもっていたことの背景に何があったか、壮絶ないじめがあって、中高も行っていな

いということであれば、君を誰も否定しない居場所で、まず同年代の子と関わることを経

験してみよう、居場所に行ってみようとか、昼夜逆転していて、どうしても夜に眠れない、

電車に乗ろうとすると、どきどきして、パニックが起きるということであれば、医療にか

かって、ドクターに相談してみようか、中高でお勉強していないから、漢字も書けないし、

割り算も出来ない、そのまま社会に出るのは、格好が悪いからつらいと言えば、ボランテ

ィアさんにちゃんと教えてもらおう、５年間のひきこもりの間に、ゲームに依存してしま

って、多額の借金がある、ゲーム課金があるということであれば、司法書士さんのところ

に行って、借金の整理をしようと、５年間引きこもっていたという背景にあるものを、一

つ一つ解決するために、つなげながらやっています。 

 それに対して、全部一緒に同行することをやっています。そうすると、そんなに丁寧に

やると、支援機関はパンクしませんかとよく言われるので、出している数字がこちらにな

ります。（資料1 ｽﾗｲﾄﾞ8） 

 今年度は、大体1.5倍の推移になっていて、12月末時点で、新規相談件数は500件を超え

ていまして、延べ相談件数は6,000件、アウトリーチは1,000件を超えています。 

 アウトリーチがすごく伸びているのです。私達は、会いにいくための規模だと思ってい

て、このように10代、20代、30代で、まるで違う手法をとっています。アウトリーチをメ

ニューと捉えてしまうと、家庭訪問が出来ます、以上、となってしまうのです。 

 機能として、御本人の回復のために会いにいくというように気持ちを切りかえると、10

代の会い方、20代の会い方、30代の会い方のグラデーションが出てまいりまして、このよ

うに分かれています。これも詳しく説明すると、長くなってしまうので、割愛します。 

 そういうふうに支援をしていると、たくさんの人達の応援が必要になってきます。御本

人一人一人にオーダーメイドで、御本人を見守ってくれるチームを作っていくのが私達の

仕事なので、オーダーメイドになっていきます。そうすると、あらゆるジャンルの人達の
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力が必要ということになり、たくさんの人にお声がけをしていったところ、このように、

子ども・若者総合相談センターの協力者のリストが出来てまいりました。このリストを整

理してみると、２つのカテゴリーに協力者が分かれることがわかったのです。（資料1 ｽﾗ

ｲﾄﾞ11） 

 子供・若者の支援のために必要な専門性の高い人達、子供・若者のそばにいて、寄り添

ってくれる市民性の高い人達の２つに分かれました。ですので、私達は、専門性の高い人

達を専門員登録という形で登録していただき、幾らの御謝金で動いていただくような登録

リストを作りました。 

 もう一つが私達の目玉なのですけれども、市民性の高い人もバンク化しようと試み、３

年目から、ボランティアバンクを作りました。そのボランティアバンクは、よりそいサポ

ーターと言います。今、120名の方が登録いただいていて、週に15％ぐらい、ボランティア

さんがしてくださっているのです。この方々がいないと、子若センターが回らないような

状態になっています。一緒に家庭訪問に行ってくださったり、囲碁や将棋をしてくれたり、

キャッチボールをしてくれたり、かき氷を食べに行ってくれたり、あらゆることを一緒に

してくださっています。 

 私達は、この方々を親密な他者と呼ぶのですが、友達以上家族未満という言葉も使うの

ですけれども、これらの方がそばにいてくれると、例えば私のような専門家が、この男の

子が働きたいと言っているのだけれども、まだ地下鉄も乗れないし、就労は１年後と思っ

ていたとします。そうすると、ボランティアさんを組むと、その期間が見事に半分ぐらい

になるというのが、毎日、奇跡のように起こっているのです。大学の方がレジリエンスの

研究か何かしてくれないかと思っているのですが、本人の周りに、専門家ではなく、ただ、

寄り添って、会いたいと言ってくれる人、心配してくれる人、手をかけてくれる人がいる

だけで、若者がすばらしく回復していくのだということがわかってまいりました。 

 居場所も、居場所として、１カ所で構えてやると、その居場所に通えない、その居場所

と文化が合わない、集団が苦手という子は、通えなくて、居場所への排除を生んでしまう

ので、居場所として設定するのですけれども、お一人お一人を、その人を居場所として考

える。その人の出来ること、したいことにボランティアさんがあわせるという形で、居場

所の設計を行っています。 

 子ども・若者総合相談センターは、なぜそんなことをしているかというと、これらの排

除の経験を子供達がしているからなのです。うちにはサンタクロースが来たことがない、

運動会にお母さんとお父さんは、来てくれたことがなくて、１人でいつもコンビニ弁当を

食べていた、誕生日にろうそくの火を消したことがない、そんな子がたくさん来ます。経

験からの排除が関係性の排除を生み、彼らの将来を食いとめていきます。ですので、私達

は、そこに寄り添う手ごたえのある大人として、いろんな大人を巻き込み、チームを作っ

ていくことをやっているのだと思っています。 

 もう15分経ちますので、子ども・若者総合相談センターの課題は話せず、そうとはいえ、
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毎日うまくいっているわけではなくて、課題は山積みです。義務教育が切れた途端、こぼ

れ落ちてしまう子供の課題に関しては、学校連携コーディネーターを今年から設置して、

義務教育中にバトンを受け取りにいく試みをしているということです。 

 ２つ目のハイリスクケースの方は、18歳から20歳の間に、風俗ややくざの世界に行って

しまうということの穴を防ぐために、フォーマル、インフォーマルの人達が力を合わせて

チームを作る、立ち直り支援コーディネーターも配置しています。 

 最後、就労支援も課題ですので、そこに関しては、今、悩みながら、子若内でやってい

るところになっています。 

 駆け足で申しわけなかったですが、最後に、私達の子ども・若者総合相談センターが一

番気にしているのは、専門性を高めるのも必要なのですけれども、関係性をいかに作るか

ということなのです。地域の中においても、専門家というのは一握りであって、関係性を

本人に作っていて、人とのつながりを取り戻し、孤立化しない人にしていくのは、ものす

ごく大事で、そのためには、たくさんの関係者を集めてこなければいけないし、私達一人

一人の専門家の中にも、専門性を前に押し出すのではなく、関係性で子供と接することが

出来ないといけないと思っています。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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○司会 時間設定がきつくて、本当にすみません。ありがとうございました。 

 それでは、続いて、お願いいたします。 
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『子ども・若者総合相談センター』における支援の取組」 

子ども・若者サポートネット相談室「ぽっと勝央」 

岡山県勝央町教育委員会教育振興部社会教育主事 三戸 祥恵 氏 

 

○三戸氏 岡山県勝央町教育委員会社会教育主事の三戸祥惠です。 

 本日は、本研究会にお呼びいただき、光栄に思っております。ありがとうございます。 

 勝央町は、金太郎こと坂田金時が亡くなった町ということで、勝央町のマスコットキャ

ラクターのきんとくんが右下に出ていると思うのですが、そのきんとくんとともに、私達

が取り組んでおります、子供・若者支援の事例を御紹介いたします。 

 勝央町について、御紹介させていただきます。 

 勝央町は、岡山県の北東部に位置しておりまして、面積54.09平方メートル、人口１万

1,183人、世帯数4,534世帯、保育園が５園、小学校２校、中学校１校、県立高校１校の小

さな町です。 

 20年前と比べまして、人口は横ばいで、世帯数が1,000世帯増えておりますけれども、転

入世帯の増加と、町内では世帯分離が進んでいることが原因と考えられます。 

 勝央町では、平成22年度に、中学校の不登校率が309人中15人、出現率が4.85％と、深刻

な問題となったことをきっかけに、不登校、ひきこもり、ニートなど、悩みを抱える子供・

若者を支援するためのネットワークを立ち上げました。 

 ネットワーク構築は、岡山県でも進められているのですが、今のところは、県内では、

唯一勝央町だけとなっております。この後、お隣の津山市が、今年度中に立ち上げ予定と

いうことは聞いております。 

 平成23年度は、岡山県の市町村におけるネットワーク構築推進事業によりまして、勝央

町子ども・若者サポートネット準備会を立ち上げました。そして、平成24年度から、２年

間、内閣府の子ども・若者支援地域協議会の設置モデル町として、関係機関や町民に対す

る啓発、協力の呼びかけ、講習会の実施等を通じまして、支援体制の整備に向けた人材育

成を進めてきました。 

 １万1,000人程の小さな町ですから、頼れる隣のおじちゃん、おばちゃんという存在がた

くさんいらっしゃれば、子供・若者を支えることが出来るのではないかという考えで、ユ

ースアドバイザー養成講習会の実施など、町全体が地域ぐるみで支援していく体制を目指

しました。 

 内閣府の事業によりまして、協議会の設置と支援者の育成は、進んだのですが、具体的

な事業展開が見えないというのが現状でした。 

 そんな中、平成25年度から２年間、文科省の公民館等を中心とした、社会教育活性化支

援プログラムに取り組みました。 

 ここで問題になったのは、先程申し上げましたように、内閣府事業により、サポートネ

ット、いわゆる協議会の設置とユースアドバイザー養成講習会などの実施によりまして、
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支援者の育成は進んでいるものの、具体的な事業をどう進めていくかということです。 

 そのためには、町の実態を知ることが第一だと考えまして、実態調査を行うことにしま

した。この時に行いました調査では、ひきこもり21人が町内にいらっしゃることが明らか

になりましたし、相談員と相談サポーターを雇用して、相談室の設置などにも取り組みま

した。 

 続いて、この図は、勝央町子ども・若者サポートネット協議会の仕組みを表しておりま

す。（資料2 ｽﾗｲﾄﾞ6） 

 一番上の赤い枠は、身近な町民、ユースアドバイザー養成講習会修了者、学校、町内組

織など、町民全体を示しています。 

 一番下のピンク色のサポートネットの部分は、相談室をはじめ、協議会加盟の関係機関

の24機関が連携しながら、ケース会議やほっこりサロン、体験バンクなど、様々な方法で、

問題解決へと導いていきます。町内全体とサポートネットがお互いに協力しながら、悩み

を抱える子供・若者、そして、御家族の支援をしていく仕組みをご覧いただける図になっ

ております。 

 勝央町の特徴的な取り組みの１つとしまして、平成28年度から開始しました、体験バン

クがあります。これは、ひきこもり、ニート、不登校など、悩みを抱える子供・若者達に、

ジョブトレーニングを提供してくださる、町内の個人、団体、企業に御登録をいただきま

して、就労体験を実施する仕組みです。 

 当初は、ひきこもり状態にある人に、体験の場を提供しようということで、文化協会と

か、スポーツクラブ、ボランティア協議会等に協力を求めていました。しかし、進めてい

く中で、支援の最終的な目標である、就労につながる活動を提供するべきではないかとい

う考えになりまして、方向性を変えて、現在の就労体験の機会を提供することに改めまし

た。 

 内閣府モデル事業受託時に養成しましたユースアドバイザーに、御自分達の知り合いの

農家や、商店などに、御登録を呼びかけてくださいとお願いをしまして、必要であれば、

私達職員が事業の説明を行いまして、現在、30カ所の事業所に御登録をいただいておりま

す。登録事業所には、就労体験の場を提供していただくというだけで、金銭的な対価は支

払いません。中長期的に見て、地域の若者が就労して、そして、地域に定着するという可

能性に共感していただいていると感じております。 

 体験バンクは、平成28年７月１日から開始しました。 

 登録事業所の内訳は、農業８カ所、工業４カ所、サービス業18カ所の合計30カ所です。

これまでに相談室を利用している20代男性１名が、ケーキ屋と水上ゴルフの２カ所で、３

日から１週間の体験を行いました。彼の感想は、初めての体験で不安だったけれども、 

大きな失敗もなくできた。受け入れ先の感想は、単純な作業だったが、心のこもった作業

ができていた。そして、専門的な仕事でしたが、多少はわかってもらえたと思うというこ

とで、本人にとって、貴重な体験であったことは、もちろんですが、事業所にとっても、
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仕事を知ってもらう良い機会となったようです。 

 ただ、１つ問題が出まして、事前面接をするのですが、受け入れ先に提出する書類に、

体験者の住所や、電話番号を記載しておりました。このために、○○地区の誰々さんの子

供さんですかみたいに、個人を特定されてしまいまして、本人が大変嫌な思いをしたとい

うことがありまして、早速、記載する情報の見直しをしました。小さな町ならではの課題

だと思うのですが、今後も、細やかな気配り、気遣いが大切だと思います。 

 ６ページ目の実施体制図でもお話したのですが、教育委員会では、子供達の将来のため

に、子ども・若者サポートネット事業の他にも、様々な事業を実施しています。その１つ

として、家庭教育推進事業があります。具体的には、生活リズムの向上や親育ち応援学習

プログラムなど、小中学校や保育園に情報提供しながら、実施している他、学級単位での

家庭教育講師に謝金を支払ったりですとか、託児スタッフの謝金等を助成しております。

他にも、毎年、町のPTA連合会と共催で、講演会などを実施しています。 

 このように、家庭教育の重要性を知っているだけに、様々な方法で、家庭教育の機会提

供を行っているのですが、例えば講演会を聞いてほしい人は来てくれないとか、小単位の

勉強会にも参加されないというように、思うようには、家庭教育を推進できていないとい

うのが現状です。 

 待っていても推進できないのであれば出ていこう、こちらから出向こうということで、

平成28年度から、新たに家庭教育支援チームを立ち上げました。孤立家庭をつくらない、

不登校、ニート、ひきこもり予防を目的とした、個別家庭訪問を勧めています。 

 家庭教育支援チームの役割は、子育て情報誌を作成して、家庭に配布します。一軒一軒

訪問することで、顔の見える関係づくりができ、心配な御家庭とのつながりができます。

つながりができることで、孤立家庭をつくらない。悩みを打ち明けられる環境ができれば、

子育てにも、積極的に参加できると考えています。 

 家庭と地域が子供達を見守る環境が整い、どの家庭も子育てに余裕ができれば、不登校、

ひきこもり、ニートの予防につながると思っています。その明るい未来が10年後、20年後

に実現できると信じて、今、取り組んでいるところです。 

 このページは、計画立案段階と取り組み実施段階で、どのような団体と連携をとってき

たかを書いています。（資料2 ｽﾗｲﾄﾞ12） 

 様々な機関と関わりを持つうちに、この事業は、子供・若者支援といえども、地域コミ

ュニティーの再構築を目指す事業だと実感しました。そして、教育委員会や健康福祉部が

行っている従来の事業は、子供の体力、学力づくり、年齢や地域の大人との関わり、子供

を見守る体制づくり、困り家庭の早期把握とすくい上げなど、子供・若者問題の予防にな

っているのではないかと思っています。 

 そして、この図は、勝央町が子供・若者支援事業に関わってからのプロセスをまとめた

ものになっています。（資料2 ｽﾗｲﾄﾞ13） 

 一番上のピンクの部分は、本町の取り組んできた事業の経緯、真ん中の青い枠は、目標
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に向けて、取り組んできたものを、１年から２年の短期でできるもの、３年から５年の中

期で進めるもの、６年以上の長い年月が必要であり、長期間をかけなければいけないもの

と分けています。 

 これらの取り組みに関わっていただいた団体を黄色の枠で、取り組みの効果を高めるた

めのノウハウや知恵を灰色の枠で示しております。 

 最後に、現状と課題です。 

 相談員と相談サポーターの配置、相談室の運営、関係機関との連携、ユースアドバイザ

ー養成講習会や講演会の実施、図書館の子供・若者ライブラリーの継続、体験バンクの活

用、家庭教育支援チームとの連携など、今年度以降も、これらは継続していきます。 

 また、今後の課題としましては、相談員の後継者育成があります。現在の相談員は60歳

を迎えました。相談業務をスムーズに引き継げるよう、人材の確保と後継者育成を考えて

雇用しなければなりません。サポートネットが出来て、４年が経過したのですけれども、

取り組み内容や組織についてだけではなく、相談窓口が公民館にあることすら、御存知で

ない方もいらっしゃいます。さらに小さな町ではありますが、福祉部など、他の部署との

連携が難しいというのが現状です。町民にとってわかりやすく、親切な仕組みづくりをす

るため、他部署との連携を図り、総合窓口や推進体制の検討を、今後もしていきたいと思

っています。 

 以上が勝央町子ども・若者サポートネット協議会の概要です。 

 今日は、私も勉強させていただきたいと思っていますので、この後も、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 つたない発表ではありましたが、御清聴ありがとうございました。（拍手）
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○司会 三戸さん、どうもありがとうございました。 

 続いて、村上さんから、お願いいたします。 
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北九州市子ども・若者支援地域協議会 子ども・若者応援センター「YELL」について 

子ども・若者応援センター「YELL」 センター長 村上 博志 氏 

 

○村上氏 皆さん、初めまして。 

 北九州の子ども・若者応援センターのセンター長をしております、村上と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 （資料3 ｽﾗｲﾄﾞ2）北九州の概要は、こんな感じなのですけれども、今回、この資料を作

ることに当たって、私個人で作っているわけではありません。この出元は、北九州市子供

家庭局青少年課、私達のYELLを所管している青少年課から、このスライドをいただきまし

た。何を発表したら良いですか、どうしましょうと言って相談をすると、青少年課が資料

を提供してくれます。割と所管の課とは、良い関係だと思っております。 

 北九州市の施策のところも、いつも北九州で視察を受ける場合があれば、担当部局の青

少年課と現場の私どもYELLは、話す内容を二分します。施策の話に関しては、青少年課が

説明し、現場の話になると、YELLが話をします。そのあたりは、うまくすみ分けてという

か、それぞれの担当を意識しながら、視察を受けたり、話をするようにしています。 

 北九州市の子ども・若者支援地域協議会は、各地域に支援地域協議会があると思います

けれども、それと遜色がないものだと思います。（資料3 ｽﾗｲﾄﾞ3） 

 代表者会議と実務者会議を北九州では行っております。 

 北九州市における支援ネットワークです。 

 各地域の支援ネットワークとそんなに変わらないと思いますが、北九州で特に変わって

いるところということで、消費生活センターが入っている点は説明してきて、と青少年課

から言われております。これを入れるところはないから、北九州市の特徴だと言われてお

ります。 

 消費生活センターと直接一緒にする仕事はないのですが、年に１回ぐらい、多重債務と

か、そういった形で関わる方がいらっしゃいますので、一緒に支援ネットワークに入って

いただいております。 

 実際の実務者協議会の様子です。2010年にNHKの放送で取り上げられております。 

 北九州市子ども・若者支援地域協議会の設置です。（資料3 ｽﾗｲﾄﾞ7） 

 平成22年４月に法律が出来て、すぐの平成22年８月に代表者会議を開きまして、平成22

年の９月、実務者会議を開催、平成22年10月に、子ども・若者応援センターYELLが開所と

いう形になっております。（資料3 ｽﾗｲﾄﾞ8） 

 協議会運営での苦労と工夫です。（資料3 ｽﾗｲﾄﾞ9） 

 実際に開始当初は、とても大変だったと聞いております。誰も発言しない会議で、静ま

り返る会場で、実際に、こんな会議もあったのではないかと思います。やっている方々は、

この会議は、何のためにあるのか、ということは、現場の方は、よく思われたそうです。 

 ケース検討をしたらどうかということで、ケース検討をやった後、私はこれが好きなの
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ですけれども、施設見学をやります。例えば児童相談所の一時保護所を一緒に回ってみた

り、例えば鑑別所の施設の中に入ったり、その他、どういうことをやっているかは知って

いるけれども、どんなところでやっているかは、私達はよく知らないということがよくあ

ります。私もそうなのですが、各施設を順次見学して、持ち回りで会議室を確保してもら

って、そこで、どんな人が働いているのか、どんな人達が来所して、また、どんな環境で

働いているかを知る、ということを、今、頑張っています。 

 他にも、いろんなことを北九州市としては考えました。 

 例えばマップづくりで、北九州市内にある支援機関は、どういうものがあるのか一度で

分かるようにマップを作ったり、また、開所当初には、育て上げネットさんに、スーパー

バイザー等を依頼しております。 

 その関係性が少しずつ進んでいって、そのおかげで、例えば担当者会議で、先程の支援

地域協議会のメンバーで３～４名が集まるケース会議を開くことが出来たり、また、三機

関連携会議で、北九州若者サポートステーション、若者ワークプラザ北九州が集まる会議

を、今は４カ月に１回ぐらいやっています。日々のケースは、各機関同士が連携し、普通

に電話をし合って、案件について話をしています。 

 特に北九州が力を入れているのは、顔と顔が見える関係性を作る、ということです。こ

れに尽きます。考えてみたら、当たり前の話で、自分の持っているケースを誰かに紹介す

る時に、全く相手のことを知らないけれども、紹介できるのかといったら、難しいと思い

ます。でも、会議などで顔を知っていると、あの人のとこだったら、つながるかもしれな

いと思えたりもします。 

 現場の人達が意見交換ができる敷居の低い関係が大事だと思っていまして、YELLに１日

じっとしていることはないです。大体、時間を取って、障害者仕事サポートセンターとか、

少年サポートセンターなど、ケースで関係があるところには、１日に２～３回くらい行っ

て、顔をつないでおくようにしています。村上が来たら、ケースの話をされるらしいと思

われる時もありますけれども、もちろんそれ以外の話をすることもあります。 

 出会える・知り合える場の設定ということで、協議会そのものが顔と顔が見える関係性

づくりをするためのものであるので、そういうふうに伝えていただけたらと、青少年課か

らも言われております。 

 その両輪を成す総合相談窓口です。子ども・若者応援センターYELLです。（資料3 ｽﾗｲﾄﾞ

13）平成22年10月にオープンをしております。 

 YELLのマスコットで、えるぽんと呼んでいるのですけれども、これは、利用者の方が実

際に描いてくださいました。イラストの得意な方がいらっしゃって、その方にYELLのマス

コットを描いてくれないかという話をしましたら、描いてくれたわけです。 

 YELLとはということで、総合相談窓口です。このあたりは、皆さん、御存知のとおりだ

と思うので、割愛しながら、話を進めていきたいと思います。 

 御利用の流れ、支援内容です。電話受け付けをした後、初回面談があって、個別面談や
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プログラム活動、他機関との連携、リファーを行っております。 

 個別面談は、臨床心理士やキャリアカウンセラーの資格を持った相談員が、面談を行い

ます。 

 北九州市独自の若者の自立度を設定しております。これも青少年課が頑張って作ってい

ただきました。 

 評価指標がないと、現場はどうしようかわからない。とりあえずこの人は成長したのか、

どうなのか、就労したら、成長したことになるということで、青少年課でこんなような指

標を作っています。 

 各種社会参加プログラムの実施で、様々なプログラムを行っております。 

 例えば、YELLの受託団体である社会福祉法人北九州市福祉事業団が、高齢者の生きがい

づくり支援事業の一環として高齢者向けの健康マージャン教室を行っております。人手が

足りない時に、若者もお手伝いとして受付や接客、マージャンに参加します。そこで若者

もマージャンを覚えた方が良いということで、若者たちがマージャンの練習をしています。

初めは、10の段階（ひきこもりレベル）にいる若者ですけれども、それが様々なプログラ

ムを通して、少しずつ集団に入っていくという形になります。（資料3 ｽﾗｲﾄﾞ18） 

 YELL内から支援機関内、一般社会に向けて、飛び立っていくことになります。 

 様々なプログラムがあります。臨床心理士が担当するコミュニケーション講座、青少年

課が主管する社会教育施設玄海青年の家での連携などです。 

 YELLでは、様々な機関と連携をしております。先程言いました、福祉事業団、NPOとの連

携ということで、仕事体験をしたり、ゆるキャラの体験も行っております。 

 あと、ダンボールボートレースに参加したり、北九州芸術劇場との演劇体験ワークショ

ップを行ったり、こういったことが功を奏しまして、福岡県から表彰もいただいておりま

す。 

 実際、YELLだけではどうしようもないことの方が多いので、他機関といろんな連携をし

ております。 

 うまくいかない若者が落ちてきた時に、支援地域協議会がネットを張って、助けます。

そして、支援地域協議会の中から、ジャンプをして、社会に出ていくという形です。 

 １つの機関で支援が完結しない、つながりを持ったリレー型伴走支援を北九州モデルで

やっています。大体のケースが１つの機関で完結することはあまりありません。ですので、

例えばひきこもり地域支援センター「すてっぷ」の方から、YELLに引き継いで、次は、サ

ポステに引き継いで、最後はワークプラザにいきます。こういった形で、様々な機関を通

して、１人の若者を支援していくという考え方をしています。（資料3 ｽﾗｲﾄﾞ26） 

 北九州市の若者支援では、様々な機関からYELLに来たり、YELLから行ったりするわけな

のですけれども、最終的には、YELLが様々なネットワークのハブ役として機能すると良い

と思っております。 

 北九州市の若者支援が目指すものは、機関の人と人とをつなげること、切れ目のない支
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援ができるようにすること、支援の網を作り、対象者がこぼれ落ちないようにすることで

す。 

 最後ですが、特に行政の方には、現場がつながることを奨励いただけますよう、お願い

したいと思います。あと、現場の評価をどうするか。北九州市が10段階の評価をつくった

ように、なるべく目に見える形で、評価の指標があれば良いと思います。また、大人にな

る為の準備に必要な、大人の準備室としてのユースワークです。ユースワークをやりなが

ら思うのですけれども、大人の準備室だろうと思っております。そこにどれぐらいのもの

を投入できるのかというのは、とても重要だと思っています。 

 今後に向けてですけれども、様々なものがありますので、それは資料を見てください。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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○司会 村上さん、どうもありがとうございました。 

 続いて、お待たせしました。最後、宮本さんから、お話をいただきます。よろしくお願

いいたします。 
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長崎県子ども若者総合相談センター 

長崎県子ども・若者総合相談センター「ゆめおす」 センター長 宮本 鷹明 氏 

 

○宮本氏 皆さん、お世話になります。 

 長崎から来ました、子ども・若者総合相談センターの宮本と申します。今日は、よろし

くお願いいたします。 

 今日は、いつも使っている資料と大分減らして、持ってこさせていただいています。い

つもは、入り口をどう作ろうかというところを中心に、講演で話をさせていただいている

のですけれども、今日は、支援の中心というところで、話をさせていただきたいと思って

おります。 

 何分、先輩方の前で話をさせていただくということで、非常に緊張をしておりますので、

上手に話ができない部分もあると思いますが、その辺は、御容赦してお聞きいただけると

ありがたいです。 

 長崎は、長崎県のうち、１つだけ子若センターがございます。長崎県の人口が143万人、

面積が4,000キロ平米ということで、非常に広くあります。プラス離島が大きく分けて、対

馬、壱岐、五島と３カ所ありまして、長崎１カ所では、カバー出来ていない現状もござい

ます。地理的にも、非常に特殊なところにあります。県内を移動するのに、飛行機を使う

必要があるということであったり、日帰り出来ない地域が普通にあるというところが、長

崎の特徴だと思います。 

 長崎県の子ども・若者支援地域協議会について、このあたりは、皆様とあまり変わると

ころがないと思いますが、長崎には、指定支援機関がなくて、これは担当課の方も、どう

したらつくれるだろうかということを、悩んでいらっしゃるところです。（資料4 ｽﾗｲﾄﾞ3） 

 話が長くなるので、どんどん次にいきたいと思うのですけれども、愛称がゆめおすとい

うのですけれども、堅いところにございまして、商工会館の中にあります。９階建てなの

ですが、最上階の９階にございまして、当事者にとっては、入りづらい側面があると懸念

しているところです。 

 それを少しでも払拭しようと思いまして、当事者と一緒に、レイアウトを考えたりして

います。支援の一貫も含めて、時どきこれを変えたいのだけれども、どうしたら良いだろ

うかということを、当事者と一緒に考えながら、レイアウトを作り直しているということ

をやっています。 

 ゆめおすのスタッフ体制なのですけれども、常勤が３名、非常勤が４名です。 

 どんなスタッフがいるかと言いますと、ひきこもりや不登校の経験者であったり、臨床

心理士、キャリアカウンセラー、スクールカウンセラー、いろんな立場の方がおります。

もうすぐ社会福祉士、精神保健福祉士のスタッフが１名入ってきます。スタッフ体制とし

て、少ない人数でやっているところでして、いつもスタッフの少なさに懸念を感じている

ところです。 
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 ただ、非常にありがたいことに、比較的若いスタッフが多いと思います。開所当初は、

20代が多いと言っていたのですが、そこから丸７年経ちまして、30代が中心の主力という

形で行っています。 

 長崎の特徴の１つと思いますが、子若センター、私達法人の心澄（しんじょう）、訪問

という形で分けているのですけれども、長崎の子若センターは、ここに書いてありますよ

うに、来所・電話・メール・外出・同行はできるのですけれども、訪問やグループワーク

はできませんので、そのあたりを法人でカバーして、送り出しているという現状がござい

ます。（資料4 ｽﾗｲﾄﾞ9） 

 ゆめおすの特徴としましては、夜10時まで開けております。夜間開けることで、昼間、

外に出られない当事者の来所がかなり可能になってきます。それと、保護者の方など、働

いていらっしゃる方が多いので、そういった方を中心に来所いただいています。夜まで開

けるというのは、スタッフにとっては、負担は大きいですけれども、逆に御家族にとって

の負担は、かなり減らせるというところで、効果を強く感じております。これによって、

ひとり親で働いているという保護者の方も、無理ない相談につながっております。 

 時間がないので、飛ばしていこうと思います。実際にゆめおすに相談に来ている方の課

題について、先程の方もおっしゃっていましたが、１つの機関での解決が無理なケースが

多く、解決すべき複数の課題を抱えている方が約９割いらっしゃいます。そういうところ

が、私達の子若センターの特徴だと感じております。（資料4 ｽﾗｲﾄﾞ14） 

 長崎のゆめおすに相談が寄せられている多くは、不登校、ひきこもりを中心にしている

ところでございます。 

 相談件数ですけれども、昨年度が3,500件、その前までは4,000件でした。500件程度下が

った理由の１つに、産休に入ったスタッフが１名おりまして、相談員３名程度と書いてあ

りますが、昨年度は2.5名程度で行っておりました。なので、１人当たりで、月に相談員が

100件強で、私で毎日150件ぐらいの相談がある形です。スタッフが非常に無理をしている

現状だと思います。 

 私は、立場上、相談件数を大分減らしておりますけれども、昼御飯を食べる時間がない

ということも珍しくない状況ですので、それは是正すべき点だと感じております。 

 相談員スタッフの時間を確保するために、事務仕事は、極力なくすようにしているのが、

うちの特徴だと思います。事務仕事で時間をとられてしまうと、大事な相談も聞けなくな

っていきますので、それは極力減らしていきます。事務スタッフと役割分担をしていると

ころです。 

 支援結果の１つですけれども、行政等の社会資源につながったパターン、民間につなが

ったパターン、就労支援につながったパターン、就労、進学、復学、健康、そういったも

のを出していると同時に、私達は、退学、退職までさせてしまった方々の集計も、あげる

ようにしております。 

 プラスの効果を見ると、格好は良いと思うのですが、私達が思う課題の１つとして、退
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学、退職をなるべく減らしていきたいと考えています。そのあたりを、私達の課題として、

ちゃんと残していこうということで、そういう形でも、集計をとるようにしています。（資

料4 ｽﾗｲﾄﾞ19） 

 （資料4 ｽﾗｲﾄﾞ20）長崎で変わった取り組みと思う例を挙げさせていただきたいのですけ

れども、親子関係改善プログラムを行っております。相談に来る方で、子供となかなか会

えないというケースは非常に多いです。そういった方々に、どういうふうに、子供と接し

ていった方が良いのか、どういう形が有効なのかということを、グループワーク形式で行

うようにしています。 

 より良いやり方を求めていろいろ形を変えたのですが、今、こういう形で行っておりま

す。後で出てきますが、全部で20回、約半年で１クールとなってきます。 

 現在、４家族、お父様を含めて、７名に参加していただいております。４家族全て、現

在、本人と継続的に会えるところまで、関係ができております、お父様に多く参加してい

ただいている点、夜、開所しているところがここで効いていると思います。御夫婦で参加

していただけると、一気に改善率が高まるのは、皆さんがよく感じるところだと思います。 

 ２つ目の定時制・通信制の高等学校合同説明会も行っています。これは、講演会の部分

と合同説明会の部分を分けているのですが、講演会の部分を子若センターで行いまして、

合同説明会を法人の心澄で行っております。 

 これを行う時に、先駆的にやっているところを見学させていただいて、ぜひ長崎で取り

組みたいと思いまして、長崎でも取り入れさせていただきました。 

 この時、子若センターを受託している、主管課のこども政策局こども未来課の方と連携

して、ここまで持ってくることが出来ました。初年度で、周知の期間は短かったのですが、

120名の方が来てくださっています。 

 この効果を強く感じるところは、このイベントを行った後です。イベントの時に、パン

フレットには書いていないところの聞き取りを行いまして、冊子を作っております。その

効果が非常に高いと感じています。終わった後の反響が非常に強いというところで、これ

は継続していこうと、今、考えています。 

 来年度は、通信制の学校や生徒とも協力して、一緒にやっていきましょうということで、

イベントも、地域での連携の場としてイメージさせていただきながら、作っております。 

 親子関係改善プログラムの概要は、読んでいただければ、支援者の方でしたら、なるほ

ど、こんなことをやるということが、イメージできるかと思いますので、割愛させていた

だきます。 

 あと、うちが工夫していることの１つに、御家族、親子での合同面談という形がござい

ます。子供が親に本音を言えないということは、よくあることだと思います。その中で、

どういうふうにしたら、子供が親に本音を言えるかということを考えた時に、この形だと

思いました。今までよりは、子供が親に本音を言えるようになってきたということを感じ

ています。 
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 実際、面談を行った印象深いケースの１つに、以前は、子供にアグレッシブな、アクテ

ィブな関わりをする親御さんだったのですけれども、面談で、子供の気持ちをじかに聞い

たことで、進学をするか、しないかというところで悩んでいる子供だったのですが、親御

さんがあなたに任せるわ、決めなさいという態度になりました。その前までは、お母さん

が、こうしなさい、ああしないと言っていたのですが、答えはあなたに任せる。もし答え

を出せなくても、もしくは出して失敗した時も、それはそれで一緒に考えていこうという

態度になって、本人は、順調に進学しまして、今、バイトまでしているということで、ど

ういうふうに親子で本音を言い合える形を作っていくかというところも、非常に大事なと

ころだと思っています。 

 これは、後々、他の方から言われて、なるほどと思ったところなのですが、最近、流行

っている、オープンダイアログという形に非常に似ているということで、実際、他の場面

でも効果があると感じたところです。これは私達が一人一人に支援をする時に、イメージ

するというか、気をつけているところです。伺った時に、足りない点がたくさんある。そ

の経験をどのようにして補っていくかということを考えてつくったところです。恐らく釈

迦に説法かと思いますので、飛ばしていきたいと思います。（資料4 ｽﾗｲﾄﾞ23） 

 あと、私達が行っていることで、ちょっと変わったところとしましては、スタッフ同士

で褒めポイントを言い合うということです。これはグループワークの中で編み出して、ス

タッフにもいけるのではないかと思ったのですが、メンバーのグループワークでのやり方

としては、最後にみんなで良いところを褒め合う、もしくはMY MVPを選んでいくみたいな

形で行っています。そうすると、人から褒められる体験もしますし、相手を見る力が蓄え

られていくわけです。そういうところで、非常にいろんな効果を生みまして、これはスタ

ッフにも取り入れると良いのではないかと思って、取り入れたところ、非常に効果を高め

合っているところです。人間関係ですので、時々、仲が悪い時もあります。それもこれで

打ち消し合えるのです。なので、仲が悪い時こそ、これをやろうということで、スタッフ

同士でやっています。 

 つないだ後の当事者へのケアというところですけれども、つなぐ時、グループワークに

送り出す時は、特にその方がどういう立場で参加するのかという、オリジナルの参加をす

るように作っております。 

 割愛しますけれども、人形劇も行っているのですが、人形劇に参加する時にも、その子

のオリジナルの支援を作っていく、もしくはその子が出来ることを用意するという形で行

っています。そのあたりは、私達が工夫しているところです。本人がどういう形だったら

参加していただけるのか。 

 法人全体としては、いろんなことをやっているのですが、いろんなことをやっている理

由の１つとして、関係機関につなげようという時に、つながるための力が必要になってく

る。その力が不足している時に、どこで補うかという時に、長崎では、ひきこもり支援の

スキルアップの場がございませんので、法人の中で、ボランティア事業として行っている
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ところです。 

 私、いつも話が長くなるのですけれども、もうすぐ時間になりそうなので、すごく飛ば

します。 

 これは人形劇の効果ですけれども、私達のグループワークは、基本的にカウンセリング

とグループワークの参加は、セットで行っているのですが、これだけしっかりやっていく

ことで、効果が出ましたというところです。せっかくやった事業だったので、ここに載せ

させていただいています。（資料4 ｽﾗｲﾄﾞ31） 

 最後に少し事例をお話させていただいて、終わりたいと思います。事例なので、資料で

は全く触れていないのですけれども、この方は、虐待があり、不登校もあり、ひきこもり、

経済的困窮、PTSDということで、いろんな課題を持ったケースで、関わらせていただいて

います。どうやって支援につないでいこうかということを、日々、思い悩みながら行って

いるところです。 

 実際、子若センターの課題の１つでもあると思うのですが、伴走していこうというとこ

ろで、私達も子若センターに応募させていただきまして、受託をしているのですが、実績

の数を出さないといけないということは、１人の方にずっと関わるわけにはいかないので、

ある程度つながって、そこで落ちついたら、終わらないといけない。次の方の支援をしな

いといけないというところで、非常に悩んでいるところであります。 

 実際、よくある相談で、ある相談者の方は、私達と出会う前に、既にいろんなところと

関わっていて、出会った後も、多くの機関と関わっているのですけれども、この方は、ま

だまだ支援中です。虐待を受けて、学校にもなかなか行っていないとなると、社会的なス

キルが足りません。 

私達が懸念したところとしては、これでは、この子は助けてくれる方法を減らしていく

わけです。私達は支援機関として、若者を孤独にさせない、孤独から脱出させていくとい

うことをミッションとしてやっているので、支援者はそれでも良いかもしれない。でも、

一個人に対してこれをやると、助けてくれる人がいなくなってしまうということまで、伝

えていく必要があります。一緒に生きて、育ち直していく場所も必要ではないかというこ

とを、非常に強く感じさせていただいているところです。 

 なので、かなり長いスパンで関わっていく必要があると考えていまして、今、そこを悩

んでいるところです。 

 いろいろ話はしたいのですけれども、時間が迫っていますので、このあたりで終了した

いと思います。御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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○司会 どうもありがとうございました。 

  

 ただいま、４人の方にセンターの御報告をいただきました。 

 会を開始して１時間以上経過していますので、ちょっとだけ、ここで休憩をとらせてい

ただきます。25分から再開させていただきますので、よろしくお願いいたします。それで

は、休憩に入ります。 

 

（休  憩） 
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質 疑 応 答 

 

○司会 そろそろお時間になりますので、再開させていただきます。 

 ４人の皆さん、御発表、お疲れさまでした。たくさん資料を用意していただいたのに、

お時間がなくて、申しわけございませんけれども、質疑応答の時間で、足りないところと

か、追加の御説明をしていただきたいと思っています。 

 いつも司会進行は１人なのですけれども、本日は、隣に青少年支援担当の佐保主査も同

席していますので、センター等の担当ということで、よろしくお願いします。 

 ４人の御発表で、それぞれの地域のセンターについてお話をいただきましたけれども、

発表を聞いておわかりのとおり、対象の数であったり、カバーしている広さであったり、

いろんな違いがありましたし、どのようなことをコンテンツとして持っておられるかとい

うことも、かなり違いがあったと思います。 

 冒頭、子若センターの設置状況は、78カ所だと申し上げましたけれども、都道府県で設

置されているところは17カ所で、政令指定都市は10カ所、その他の市区町村が51カ所とい

うことで、規模、どういう形でセンターをしたら良いのかということは、難しいのだろう

と思います。それから、相手に応じて、４つのセンターそれぞれが、特徴的な取り組みを

されていたということであります。 

 会場の皆様から、もう少しここのところを確認したいとか、あるいは教えてもらいたい

とか、今日は、様々な自治体の方もいらっしゃっておりますので、既にセンターを設置さ

れている地域もあると思いますし、これからの設置を検討されているところもあると思い

ますので、忌憚のない意見を言っていただきたいと思います。 

 口火を切っていただける方、どなたかいらっしゃいますか。マイクをお持ちしますので、

挙手をしてください。 

○a 本日は、貴重な講演をありがとうございました。 

 講演資料を細かく拝見したのですけれども、説明いただいていないところで、今回のテ

ーマに関することで、聞いておきたいことが２点ございましたので、名古屋市と勝央町に

関する事例について、それぞれ１つずつ質問させていただきたいと思います。 

 名古屋市に関してなのですけれども、名古屋市は大都市で、非常に当事者の数も多いと

思っておるのですが、その中で、今、渡辺さんに御説明いただいたように、マンツーマン

で長い間支援をしていくためには、支援者の数を質量ともにどうやって担保していくかと

いうところが、非常に重要になるのではないかと思います。名古屋市のセンターの事例で

いうと、よりそいサポーターというボランティアの方を活用しながら、そこの部分を補っ

ておられると思うのですが、そういったよりそいサポーターの方をそのまま支援の現場に

持っていくというのは、現時点で難しいと思います。ある程度センターの中で、取り組み

として、その方々を育成する、支援者を育成する取り組みをされていると思うのですけれ

ども、よりそいサポーター１名の方を一人前のよりそいサポーターにするためのコストと



28 

 

して、どのようなことを、どのぐらいの期間をかけてやっていらっしゃるのかということ

をお聞きしたいと思っています。 

 また、勝央町の説明の部分で質問なのですけれども、体験バンクは非常におもしろい取

り組みだと思っておるのですが、今、地域内の協力事業者さんが30ぐらいあって、事例と

して、達成出来たところは１つということで、これから先、参加者の方をいかに集めて、

体験版を活用していくのかということは、課題として非常に大きいのではないかと思うの

ですけれども、そのあたりで何かお考えのことがあれば、教えていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

○司会 御質問ありがとうございました。 

 まず、渡辺さんからお願いします。 

○渡辺氏 御質問ありがとうございます。 

 120万人いる都市で１つの子若センターですので、おっしゃるように、専門家は幾らいて

も足りないです。今、スタッフは10名体制ですけれども、６名体制から徐々に増えてきて

います。名古屋市さんも予算を作ってくださって、10名体制に伸びたのですけれども、そ

れで待ち時間が急速に短くなることはなく、増やしたら増やした分だけニーズが入るとい

うのが、世の中の常というか、そうなってきます。なので、おっしゃるように、よりそい

サポーターさんの応援なしには、今、私達は回りません。 

 誤解を招かないように申し上げておくと、よりそいサポーターさんには、専門家ではな

い、素人としての機能を果たしていただいているだけで、支援の専門性の連携というのは、

地域にあるあらゆる支援機関さんやあらゆる専門家の方と、これでもかというぐらい連携

をしているのです。小さなケース会議やミーティングが、他機関とない週はないぐらい、

ばんばんやっていまして、その中でも、より丁寧に、御本人の回復を助けるために、より

そいサポーターさんの素人性がものすごく重要だというところで、よりそいサポーターさ

んに活躍いただいています。なので、育成という面においては、彼らを一人前の支援者に

する必要は全くなく、むしろ支援者になってもらっては困るのです。市民性というか、寄

り添った親密な他者としての存在の機能ではなくなってしまいます。ですので、育成とい

うことよりは、いかに素人のままでいていただくかということを確認し合うミーティング

を毎月開催しています。 

 よりそいサポーターさんは、なっていただくのに、研修を受けていただく必要がありま

す。最初にガイダンスを含めて、研修を４回受けていただいた後に、本登録でなりたいと

いう方は全員なれます。なっていただいたら、お一人お一人全員と、私達が面談をします。

そのためのボランティアコーディネーターの配置があります。ボランティアコーディネー

ターを含め、うちの職員の全員でお話を聞いて、相談者に１ファイル作るように、ボラン

ティアさん１人にも１ファイルを作るぐらい、アセスメントをするのです。何が得意か、

どういうことでモチベーションが湧くか、どういう子供を応援したいと思っているのか、

何が特技なのか。例えば囲碁が得意、コーラスが得意、手芸が得意ということを含めて、



29 

 

どの段階で活動できるかということを、私達が実際にアセスメントして、それをマッチン

グするのが、私達の責任において、大事な仕事になっています。 

 かかるコストとしては、研修費用といってもわずかなものですし、ボランティアコーデ

ィネーターの設置、１人分の人件費、あと、毎月必ず集まって、ボランティアさん達と振

り返り会をするのですけれども、例えばそのボランティアさんが、「昨日、リストカット

してしまったと、目の前の女の子に言われた。私が答えてよかったのだろうかと悩んでい

ます。」と言ったら、そこの場面を再現して、ロールプレーイングする中で、臨床心理士

の人にアドバイスをいただくということをしているのですが、臨床心理士の先生が私たち

のマインドとすごく一致した指導をしてくださっていて、全てにおいて、いいねと言って

くださる。他の人だったら、どうなるのだろうか。それもいいね、あれもいいねというこ

とで、普通に話すことがいいね、と言っていただく研修を月１回しているということぐら

いです。 

 もう一つ、大事な予算を忘れていました。ボランティアさんは、１稼働1,000円の交通実

費が支払われています。そこにも予算が出ています。 

 そんなところです。 

○司会 学生さんが多いとか、何かありますか。 

○渡辺氏 構成メンバーのイメージですね。 

○司会 そうです。 

○渡辺氏 よりそいサポーターに登録いただく方は、初め、名古屋市で募集した時に、仕

事をリタイアした60代、70代の方が多いかと思いました。でも、集めてみたら、中心層は

30代、40代でした。昼間シフトの仕事をしているから、平日１日、２日空くとか、土日な

ら良いとか、夜なら良いとか、そういう方々が集まってくださっています。皆さんに動機

を聞くと、30代、40代で忙しい盛りの方が、なぜ協力してくださるかというところなので

すが、バックグラウンドに当事者性のある方が多いのです。自分も不登校の経験をしたと

か、あるいは子供が発達障害で、地域の方に助けられて、高校まで卒業したとか、今、自

分自身が鬱で苦しんでいて、何とか社会復帰したいと思っているといったような、困り事

の当事者性がありつつ、それを誰かに助けられたとか、手応えのある方が、子供・若者の

見方になりたいと思って来てくださるということが、とても多いです。 

○司会 勝央町さんは、ボランティア的な方がいらっしゃるのですか。 

○三戸氏 ボランティアとしては、先程御質問いただいた体験バンクの方がおられます。 

○司会 名古屋の取り組みがすごくユニークという観点から、お三方のところでも、御協

力されたりしていますか。 

○宮本氏 ボランティア人材センターみたいな、そんな立派なものではないのですけれど

も、学生を中心に、何名か、法人のグループワークのボランティアに来ていただいている

状況です。 

○司会 わかりました。ありがとうございます。 
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 勝央町さんの方で、30カ所の雇用主ではないけれども、体験の方がいらっしゃいますけ

れども、これからどのように参加者をあてがっていくかというお話をお願いいたします。 

○三戸氏 御質問いただいた参加者というのは、子供・若者の方の参加者ということです

か。 

○a はい。 

○三戸氏 どのように増やすかということなのですけれども、皆様のところは、人口もす

ごく多いし、対象者も多いのですが、うちは小さい町ですので、現在、実際に関わってい

る相談者は、25～26人なのです。その中で若者が５人から10人。若者は特に、就職できて

卒業したとか、入れかわりが激しいのですが、５～10人の若者が30ヵ所登録していただい

ている体験バンクを、どのぐらい利用しているかということなのですが。実際には、せっ

かく登録していただいているので、利用してもらいたいのですが、そもそもの対象者が５

～10人ということなので、その中でも、相談室に駆け込んでくるのがやっとというお子さ

んももちろんいらっしゃって、就労のところまで意識を向けられないお子さんの方が多い

わけです。なので、現在のところ、平成28年から始めたのですが、１名が２カ所に行った

限りになっています。これは頑張って増やそうというものではなく、就労に目を向けてい

く段階を、今、すごく頑張っているところです。体験バンクがその子にとって有効だと思

えば、自分を見つめ直す機会として、利用してもらおうということを考えています。 

○司会 ありがとうございました。 

 ただ今の質問について、私がいろいろ聞いて申しわけないのですけれども、隣の津山市

がセンターを作るかもしれないというお話がありましたが、現在、津山市の関係機関も勝

央町のセンターの支援機関の中に入っています。勝央町は狭い地域だから、これをお願い

したら、どこの地域の子だったかということがすぐにわかってしまって、困るということ

なのですけれども、今後津山市にネットワークができたとしたら、津山の子を勝央町で受

け入れて、勝央町の子を津山で受け入れる、相互でやるようなイメージはあったりします

か。 

○三戸氏 津山市とは、そんなお話はまだ出来ていないのですが、津山市は、今日の発表

に向けてお尋ねしたのですが、本年度中には立ち上げると言われていたので、３月には立

ち上げられるのではないかと思います。 

 御紹介させていただいた、サポートネットの体制図（資料2 ｽﾗｲﾄﾞ6）の中に、24機関あ

ったと思うのですが、町外の機関として、例えば鶴山塾であるとか、児童相談所であると

か、ほとんどが津山市の住所を所有している機関なので、はっきり言って、津山市のサポ

ートネットが出来たら、きっとそちらにも所属されるはずです。なので、うちよりも津山

市の方が、手厚くなられると思うし、関わりも深くなられると思うので、そこは懸念して

おります。ただ、今、おっしゃっていただいたように、広域的なものが出来れば、うちと

してもありがたいですし、その体制づくりをしないといけないと思っています。 

○司会 体験バンクは、地域を越えてやっていければというお話でした。 
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 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。お願いします。 

○b 秋田県の大仙市から参りました。 

 今日は、貴重な体験をありがとうございます。 

 私の方でも、開設してから５年ほどになりますけれども、今回、聞きたいのは、若者の

居場所、あるいは不登校の居場所、いろいろな居場所と日常的に接しているわけなのです

が、時には居場所であったり、時にはたまり場であったりする場合も多々ありまして、本

来の居場所のあるべき姿というのは、どういう姿が望ましいのか、そして、実際はどのよ

うな状況なのか、そのあたりを教えていただければと思っております。 

 うちでも、パソコン教室とか、絵画教室とか、ピアノ教室とか、１週間のプログラムを

作って、提供している部分はありますけれども、ある意味、居場所というのは、体験を積

んでいく場所であるということ、価値観を変えていくということ、成功体験を積み重ねて

いく、そういう場であるべきだということと同時に、あまりこちらから提供するべきでは

ない、居場所に来た人達に、いろんな場所を提供するべきではなくて、本人達の自主性と

か、そういった部分を尊重した方が良い。両面出てくるわけで、そのあたりは、普段やっ

ていますと、混乱してくる実態があります。皆さんの居場所というのは、どういうふうに

運営されているかをお聞きしたいと思います。 

○司会 ４人の皆様から順にお願いします。 

○宮本氏 居場所というか、どのように活動しているかということを、少しお答えさせて

いただきたいと思うのですけれども、せっかく資料の中に人形劇を出していますので、こ

れを例に話をさせていただこうと思います。（資料4 ｽﾗｲﾄﾞ29） 

 人形劇の流れと自立への仕掛けという表を見ながら、お話をしたいと思いますが、これ

もグループワークの活動の１つとなっておりまして、参加した方々にとっては、見出しの

１つとなっている部分だと思います。 

 私達が気をつけている居場所の誘い方、在り方として、支援を受けるために居場所に行

くのではなくて、手伝いをするためにそこの場所に行く。人形劇に関しましても、例えば

本番の時に、ビデオカメラのスイッチを押す人が、１人要るわけです。それは私達が困っ

ているので、助けていただくわけです。そういうふうにすることで、入っていただく。グ

ループの中で、継続的に参加していただくと、次に後輩が出来てくる。そうしたら、後輩

のお手伝いをしていくという形を大事にしています。なので、最初は本人が自主的に参加

しなくても、こちらからお願いして参加していただく、みんなでやっていくという形を作

っていますので、私が頑張らないと、この人形劇はまずいのではないかとなっていくと、

それぞれの責任感が出てくる。そうすると、どんどんレベルアップしていくわけです。 

 次に巣立っていくわけなのですけれども、自分が作ってきたものでもあるわけなので、

羽休めにも帰ってこられるようにする。残念ながら、現状の支援機関は、困らないと相談

に行けない。何か明確な目的を持っていないと、グループワークにも参加しづらいみたい
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なことが、よくあると思うのですが、その子が先輩として、部活の先輩みたいに、様子を

見に来ましたとも言えますし、仕事がちょっときつい時には、気分転換にも来られるとい

う形で、当事者が主体的に参加してやっていく、それをレベルアップの場とするのが、仕

組みづくりとか、カウンセリング、伴走していくというところで、ダブルで行っています。 

 そういったところもあって、人形劇は非常に効果が高いと感じております。 

○司会 今の宮本さんのお話だと、主体的に参加出来て、よりどころとなるような場所で

あるというお話でした。それが終わった後でも、帰って来られるような場所、そういう居

場所を目指していらっしゃるということですね。 

○宮本氏 本人が気楽に帰って来られるための仕組みづくりが大事だと思います。 

○司会 ありがとうございました。 

 村上さん、お願いします。 

○村上氏 お答えになるかどうかわからないのですけれども、YELLは様々な取り組みをし

ておりまして、その中で、まずは行ってみようという形で、押し出す形で、いろんな活動

に参加してもらうのですが、活動が終わるのが３時か、４時ぐらいで、そこから帰ってく

ると、YELLは、レジュメにもありましたように、平成28年の４月からちょっと大きくなっ

たのです。前のセンターの1.7倍になって、若者達がたまるスペースが出来るようになりま

した。３時、４時に帰ってくると、若者達がトランプを始めまして、そこから小一時間、

大富豪が続くわけです。そこで何となくみんなが仲よくなって帰っていくというのが、今

年度からできてきたと思っています。 

 居場所がどうあるべきかというのは、いろいろな考え方があると思うのですけれども、

YELLの中で、自主的に居場所になったのは、今年度からだと思います。その中で、釣りの

仲間を募集したり、バスケットに行く仲間を募集したり、この前もスケートに行っていま

した。今までそういう活動はなかったのですけれども、今年度、場所ができてから、そう

いう活動ができるようになったと思います。本人達の中の自主的な活動というのは、若者

達が熟成するというか、そこまで待っていても良いと思います。 

 熟成ができる風土みたいなものは、少し作っておかないといけないということで、こと

しは、風土づくりを頑張ったような気がします。若者達が何かやりたいのですという掲示

板をつくったり、釣り仲間はいませんかとか、バスケットボールに行きたいのだけれども、

誰かいませんかとか、職員が、あの子『ポケモンGO』をやっているらしいということで、

つなぐ場をつくったり、後は若者達が動ける自主的なところを熟成していくということだ

と思います。 

 あと、北九州市は、ありがたいことに、いろんな機関がいろんな居場所的な機能を持っ

ているので、うちで居場所が出来なかったら、違う機関で居場所が出来ます。10カ所弱ぐ

らいはあると思います。だから、うちでなかったら、違う場所に行ってもらうといい。居

場所の決定権も若者達にあっても良いという気がしています。北九州市は、いろんな機関

があるので、ありがたいと思っております。 
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 以上です。 

○司会 仲間が集まるような感じのイメージなのですか。 

○村上氏 そうですね。YELLに来ている若者達が、仲間として集まれるような場所という

イメージです。 

○司会 三戸さんは、どうですか。 

○三戸氏 お三人の方と違うところは、うちの相談室、ぽっと勝央というのは、教育委員

会直営の相談室でして、NPOさんなどに頼る状況ではなくて、周りに恵まれた環境がないの

で、相談室イコール居場所のような形になっています。相談に来た若者達や、親御さん達

の居場所になっているという考え方なのです。ですから、心のよりどころとして集まって

きてくださっています。 

 居場所に対するプログラムは、おっしゃられたように、パソコン講座がありますとか、

そういったものはなくて、対象者の方にあわせて相談員が、例えば生活リズムを作るため

に、今日は、料理を皆さんで作ってみるから、朝８時半に来てねとか、今日はスポーツを

してみるから、９時に集まろうとか、そういったことを、その子にあわせて作っていくと

いうか、そういった機関になっています。 

○渡辺氏 私達名古屋市は、子ども・若者総合相談センターのサテライト機能として、名

古屋市が２カ所の居場所を設置していて、それも民間受託でやっているのです。ですので、

子若センターに相談に来た方で、そちらの居場所がどうも必要そうだという方に関しては、

きちんとそこにお連れして、連携して、居場所を提供するということをやっています。 

 ただ、先程のプレゼンテーションでも申し上げさせていただいたように、居場所という

のは、本当に難しいと思っています。簡単ではないと思っています。本当は個別支援をし

たいのだけれども、そこに集団性があるという、普通の大人でも結構難しかったりします。

なので、そこからはじかれてしまった人は、居場所にさえ行けない、みたいになってしま

うので、そこをカバーするために、本人そのものを居場所にするということをやっていま

す。なので、野球が好きな男の子に野球トークの会をつくったり、歴史が好きな女の子に

歴女トークの会をつくったり、手芸をしたり、習字教室をしたり、イラストをしたりとい

うことを、センター内でやっていて、そこでボランティアさんが大活躍をしてくださって

います。プレイスとしての居場所ではなく、本人を中心としたオーダーメイドの居場所で

す。居場所と呼ぶのかというのは、怪しいところですが、そういう考え方をしています。 

 とはいえ、プレイスも１カ所あります。うちの法人で、子若のセンター外に持っていま

して、私達の法人は、アウトリーチが得意なので、プレイスは苦手なのですけれども、そ

こで居場所をやっている時に、機能として注意しているのは、先程おっしゃったように、

役立ちと文化性を大事にしています。どちらかが欠けていたり、どちらもなかったりする

と、ただの場所になってしまって、そこに滞留させてしまったり、先が見えなかったりと

いう不安を呼び起こしてしまったりということがあるので、プレイスを作る場合は、文化

性と役立ちを必ず機能として取り込むようにしています。 
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○司会 ありがとうございました。 

○司会 続いて、お願いします。 

○c 失礼します。岡山県青少年総合相談センターの者です。 

 今日は、それぞれの御発表ありがとうございました。 

 １つは、ボランティアを募集する時に、どこが主体となって行っているのか。毎年、研

修会を開きながら、ボランティアさん刷新をしているのか、そんなことを教えていただき

たいと思います。 

 それから、名古屋市さんのスライド18で、それぞれのコーディネーターさんは、スタッ

フ自身がコーディネーターを役割として持ちながらやっているのか、そのあたりをお聞き

したいと思います。 

○渡辺氏 御質問ありがとうございます。２ついただきました。 

 ボランティアは、今、３年目で、３回募集をかけています。第１期、第２期、第３期、

合わせて120名の方に、今、登録いただいているのですが、募集としては『広報なごや』と

いう広報紙があるので、そこに子ども・若者総合相談センターが主宰として募集を載せさ

せていただいているのと、あとは、３期目になるとクチコミがあります。ボランティアサ

ポーターをした人が、若者とこんな楽しい事をした、こんなふうに若者が回復して嬉しか

ったというクチコミで、第３期をやる時は、必ず声をかけてくださいということがありま

して、そこで苦労したことは一度もありません。『広報なごや』とチラシを作ることぐら

いなので、そんなにたくさんお金をかけていないので、委託費から賄っています。 

 もう一つ、３つの壁の１、２を解決するために配置した、学校連携コーディネーターと

立ち直り支援コーディネーターなのですけれども、これらは、うちの子ども・若者総合相

談センターのスタッフが役割を担っています。あと、先程申し上げた、ボランティアコー

ディネーターがいまして、コーディネーターは３名体制で、自分の支援ケースも持ちなが

ら、コーディネーターをやっています。 

○c ありがとうございました。 

○司会 ありがとうございました。 

 御質問をもうお一方ぐらい、いかがですか。どうぞ、お願いします。 

○d かごしま子ども・若者総合相談センターの者です。 

 今日は、良いお話を聞かせてもらいまして、ありがとうございました。 

 私どもは、県の圏域で実施している相談センターなものですから、今日、お話していた

だいた長崎県とかぶるところがあると思いました。いろいろとお話を聞いたら、私どもの

ところは、支援団体とか、そういうところにお願いする、紹介するという団体になってい

るものですから、直接支援はしていないのですが、長崎県の親子関係改善プログラムの紹

介がありましたが、家族に対しての支援が重要になってくると思っています。 

 実際、家族に対しての支援は、どういう形でやったら良いのかというところで、今日、

こういうお話を聞いて、実際にこういう支援プログラムというか、そういうものがあれば、
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かなり効果が出ると思いました。４家族、７名ほどやっていらっしゃるということなので

すが、対応される職員の方は、専門的な対応といいますか、チーム的な対応が必要になっ

てくると思うのですが、専門的な研修、対応するための職員の資質等についての研修、や

り方などがあれば、参考にお聞きしたいと思っております。 

 それから、長崎県もそうなのですけれども、離島が多い。鹿児島県も離島が結構多いも

のですから、離島の方の支援、対応はどういう形でなさっていらっしゃるのか、そのあた

りをお聞かせ願えればと思います。 

○司会 今の御質問への回答は、宮本さん、お願いします。 

○宮本氏 私達のスタッフ研修のやり方について、お伝えさせていただきたいと思うので

すけれども、私達は、特殊な形をとっているところもあるのですが、よくある形の１つと

しては、月に１回、２～３時間しっかりとって、スタッフ全員が集まって研修をする時間

を設けています。その時は、それぞれのスタッフが持っている専門性をシェアすることを

目的に、各スタッフが持ち回りで月に１回行っています。 

 若年者支援は、いろんな知識が必要ですので、変わった部分でいえば、二次元のアニメ

の世界にトライした方が良いと思いまして、そのための研修を２時間行ったり、塾講師の

経験があるスタッフがいましたので、勉強で悩んでいる子もいますので、そのスタッフの

研修があったり、臨床心理士もおりますので、カウンセリングのやり方の支援をしたり、

月に１回、それぞれ専門的な部分をシェアしていく時間を作っています。 

 それとは別に、週に１回、30分勉強する時間をとっているのですが、それは新人のスタ

ッフが、わからなかったところを先輩のスタッフに聞くための時間としています。その時

に、新人のスタッフが自分で勉強したことを発表する時間に使っても結構ですし、先輩に

いろいろ聞く、教えてもらうという時間に使っても結構だという形で、新人研修という形

でさせていただいております。もちろん一人一人、スタッフがついて教えているのですが、

全体としては、そういう形をとっているところです。 

 次に離島への支援についてなのですが、現状としては、できていないというのが本音だ

と思います。地域の方と連携しておつなぎするにしても、恐らく全国の離島が同じだと思

いますが、離島に社会資源がない、もしくは離島なので、相談したくない、ばれるという

こと、そういったことがよく起きています。 

 最近、増えてきたところなのですが、離島に社会資源がないので、長崎市に行きたい。

そこで、その地域の通信制に通いたいという子もいまして、そのあたりのフォローアップ

であったり、関係機関につなぐということをよくやっています。それは児童相談所の方と

連携をして、島では難しいから、島から出して支援を受けさせたい。そのためのフォロー

アップを私達で行っていくということをしています。 

 先日もそういうケースがありまして、関係機関に連絡をとって、例えばひとり暮らしを

したいという人がいるのですけれども、そのあたりの支援をお願いできますかとか、いろ

いろ聞きながら、長崎に来た時に支援を受けられる体制をこちらで作っていく。支援機関
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も初めてのケースで、検討しますということであったり、できる範囲でしますとか、そう

いった形で少しずつ作っているのが現状です。 

○司会 ありがとうございました。 
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閉  会 

 

○司会 まだまだ御質問、御意見があると思いますけれども、お時間が来てしまいました。 

 発表の中でもありましたけれども、内閣府でも、協議会について、設置促進事業という

ことで、今年は27の自治体を選定させていただいて、設置促進に向けた、こちらからの協

力を予定しております。協議会の設置については、次年度も行う予定ですので、今日、お

集まりの皆様方も、ぜひお越しいただければと思います。 

 センターについても、今日は、４つのセンターの皆さんにお越しいただいて、それぞれ

の地域、対象者の違いなどについて、お話しいただきました。 

 時間が来てしまったのですけれども、センターにかける思いを一言ずつお願いいたしま

す。一言でまとめるのはきついと思うのですが、ぜひお聞かせいただいて、最後の締めく

くりにしたいと思います。 

○渡辺氏 皆さん、今日は、本当にありがとうございました。 

 時間が足りないので、早口になってしまって、すみませんでした。 

 センターが必要だということのメッセージになるかどうか、わからないのですけれども、

私は子若法をすごいと思っています。何でも出来る。私達民間の団体で、いろんな支援を

したい、子供達のためにこういうことを届けたいと、エネルギーや熱意を持っている団体

から見ると、一人一人が何でもできる制度だと思っていて、御本人の困り事や若者を中心

に、オーダーメイドの支援の組み立てができる、すばらしい制度だと思っています。 

 設置の御検討をなさっている自治体がいましたら、情報交換などをしまして、この後、

私とぜひ名刺交換していただいて、皆さんの御意見を伺ったり、アイデアを交換したりで

きたらと思っています。 

 もう一つ申し上げると、これからの子供・若者支援は、市民性をなめてはだめだと思っ

ています。市民の方には、敬愛力がある。言葉が悪いのですけれども、頭がかちかちにな

ってしまった専門家より、すばらしいセンスを持った市民力がすごくある。それらの方々

の力を得ないと、若者支援は届かないと思います。子若センターは、それをコーディネー

トする機関でもあって、そこがむちゃくちゃ楽しいと思っています。市民に敬愛力がある

ということを信じて、これから進んでいくことが、私達の課題だと思っています。 

 ありがとうございます。（拍手） 

○三戸氏 勝央町は、御紹介させていただいたように、離島ではないのですけれども、社

会資源がない中で、行政が主導でやっています。直営でやるしかないということで、やっ

ているのですが、行政ならではの苦しみもあります。私は立ち上げからやってきましたが、

この12月で、当時の熱意のあった教育長がやめられたので、この後、この意思を私が引き

継げるか、そして、私は教育委員会が長いので、異動した場合、担当者がかわるとどうな

るかという、とても怖いところがあります。 

 今日、いろんなセンターの方のお話を聞かせていただいたように、うちが訪問型を立ち
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上げた理由は、そこにあります。町民の力をかりて、行政マンがかわっても、地域で支え

てもらうという仕組みを作りたいということで、チームを立ち上げたのですが、皆さんも

言われているように、町民をいかに巻き込むか、そして、町全体でどのように支えていく

かというところに、これからも力を注いでいきたいと思っています。 

 今日は、ありがとうございました。（拍手） 

○村上氏 北九州市は、いろんな支援機関があって、正直、ありがたいと思いますけれど

も、YELLの果たす役割は、本当に大きいと思っています。先程のスライドでもありました、

支援のハブ役になるのは、子若のセンターだろうとつくづく思います。 

 それと、支援機関がたくさんあればあるほど、利用者は困るのです。どこの支援機関に

行っていいのかわからないということは、よく言われます。その時に、とりあえずYELLに

来てごらんという話をします。YELLから様々な機関に振っていく。適切な機関があれば、

そちらに振るし、YELLが適切な機関であれば、YELLで相談を受けるという形にしています。

各都市、各地域のコーディネート役といいますか、若者の相談支援の核になるようなもの

ではないかと考えております。 

 これからYELLというのは、どんどん広がっていくのではないかと思うのですけれども、

地域の若者支援の核になり得るのは、子若のセンターだろうと思っているので、今後も北

九州という土地で、子若のYELLという相談機関をしっかり担っていきたいと思っておりま

す。 

 本日は、ありがとうございました。（拍手） 

○宮本氏 最後になって、非常に失敗したと思っております。言いたいことは、全部言わ

れてしまいました。個人的にこういう生き方について思うことを、話させていただきたい

と思うのですけれども、私はこういう生き方というか、支援をしているというのは、仕事

としてやるという感覚ではなくて、生き方として選んだという捉え方をしています。この

仕事は、ありがたい、うれしい、感謝、この言葉があふれている生き方だと思っています。 

 家から一歩も出られなかった子が外に出て、私達から離れていくのですけれども、私達

のところに戻ってこないということは、喜びが続いているわけです。もちろん離れた後、

また苦しんでいる子もいますけれども、元気にやっている子もいます。下手をしたら、帰

って、今日、この子は手を切るかもしれない。久々に電話があったら、緊急入院しました

とか、そういうこともあります。でも、そんな子が元気になっていく。そういう一人一人

の人生、成長の一部ですけれども、そこに携わらせていただける。そして、人が元気にな

って、それが継続しているというのは、喜びがふえますし、ずっと私の中で生きる糧にな

っていくわけです。なので、人として、ありがたい生き方を見つけることが出来たのだろ

うと、日々思っているところです。こういう生き方に気づくことが出来て、よかったと思

っています。 

 皆さん、今日は、ありがとうございました。（拍手） 

○司会 どうもありがとうございました。 
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 それでは、これをもちまして、今回の「青少年問題調査研究会」を終わらせていただき

ます。 

 いま一度、発表者の皆様に盛大な拍手をお願いいたします。（拍手） 

 ありがとうございました。 

  


