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２－１３．兵庫県丹波市 

１．事業計画 

（1）現状 

ア．地域における若者の現状 

・ 平成 21年度において、丹波市の高校生・中学生・小学生の中途退学及び不登校の生徒は、

全体の約１％である。高校生 1,334 名のうち、中途退学は 11 名（0.87％）、不登校は 10

名（0.75％）である。中学生 2,168名のうち、不登校は 57名（2.6％）である。また、小

学生 4,060名のうち、不登校は 16名（0.39％）となっている。 

・ 広義のひきこもり（自分の用事のときだけ外出する場合も含む。）で 15 歳から 39 歳ま

での若者は少なくとも 300名程度と推定されている。 

 

イ．現在の支援の状況 

・ 現在、丹波市においては、子ども育成課（家庭児童相談事業、要保護児童の保護支援を

担当）、学校教育課（適応指導教室【レインボー教室】の運営、教育相談対応）、中央公民

館（丹波市子育て支援ネットワーク会議の運営）、健康課（思春期保健事業）、生活支援課

（子ども発達支援センター業務）などが対応に当たっているほか、ひきこもりの児童を持

つ親の会などが活動している。 

 

ウ．協議会設置に向けた準備状況 

・ 丹波市では、関係部局担当者からなる連絡調整会議、課長級の担当者を集めた説明会を

実施することで、丹波市の現状と協議会設置の必要性についての認識を共有したところで

ある。 

・ また、若者支援の現状についての中間報告を市長・副市長に対して提案しており、市全

体での取組を進めていくための基盤を形成中である。 
 
（２）協議会設置に向けた課題 

協議会設置に向けての課題としては、協議会の参画機関、役割等の定義、窓口機関の担当

部局の検討などを行う必要があるが、それに先だって、本事業そのものや協議会や窓口の必

要性そのものについての認識を、丹波市内の各組織に持ってもらうことが重要である。その

ための場の設定や各機関への説明が本年度事業の大きな課題である。 

 

（３）本年度における達成目標 

本年度における達成目標としては、若者支援の関連部局が協議会及び総合窓口の設置する

ことの重要性を共有していることが挙げられる。また、ユースアドバイザー養成講習会を開

催することにより、支援の現場にある担当者の知識レベルの向上を図るとともに、講師等の

社会資源との関係を構築することが目標である。 
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（４）本年度モデル事業の実行計画 

ア．本年度モデル事業にて特に注力する点 

本年度事業においては、連絡調整会議等の実施により、関係機関に、若者支援体制を構築

することの重要性を啓発・普及していく点に注力する。 

 

イ．地方企画委員会 

地方企画委員会は関係部局の担当者で構成し、本年度は１～２回開催する。内容としては、

本事業の内容についての理解促進、協議会・総合窓口の重要性についての認識の共有、参画

機関相互の理解促進などが挙げられる。 

 

ウ．ユースアドバイザー定例会議 

担当課からなる連絡調整会議として、各課の事業や役割分担についての協議を行い、来年

度以降の協議会設置のための共通認識を形成する場とする。 

 

エ．ユースアドバイザー養成講習会 

若者支援の現場にいる支援員、及び関連部局の担当者等を受講対象者とし、若者支援の情

報やノウハウの蓄積を目的として７～８回程度開催する。講師は丹波市における支援ネット

ワークを構築も視野に入れ、丹波市及び近隣地域から招聘することする。 

 

２．実施事項 

（１）地方企画委員会 

丹波市においては、関係課課長説明会として地方企画委員会を１月 20日に実施した。説明

会では、丹波市の青少年問題に対する取組及び「子ども・若者支援地域協議会体制整備モデ

ル事業」における進捗状況を報告した上で、12月に市長・副市長に対して提出した子ども・

若者育成支援体制に関する中間報告に対する回答内容について参加者間で確認した。また、

来年度以降の取組内容についての協議を行った。 

 

図表 79 丹波市における地方企画委員会実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ １／20 

1.現在までの状況報告 
2.市長・副市長の考え方についての
報告 
3.今後の進め方についての協議 

・丹波市における青少年問題に対す

る取組、及び「子ども・若者支援地

域協議会体制整備モデル事業」にお

ける取組の理解向上 
・中間報告に対する市長・副市長の

意向の確認 
・今後の事業推進体制についての協

議 
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（２）ユースアドバイザー定例会議 

丹波市では、「子ども・若者育成支援」連絡調整会議として定例会議を実施した。定例会議

は主に丹波市内の関係各課の担当者で構成され、丹波市の現状確認や近隣地域の取組のベン

チマーキング、ユースアドバイザー講習会の方向性の検討などが行われた。 

 

図表 80 丹波市における定例会議実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ 
 

７／30 

1.丹波市内の若者に関する現状に
ついての報告 
2.関係各課における対応について
の共有 

・丹波市の青少年問題の現状につい

ての理解 
・丹波市役所内の対応の情報共有 

２ 10／29 

1.篠山市、親の会の取組についての
調査結果の共有 
2.今後の丹波市の対応方針につい
ての検討 

・近隣地域における取組の理解 
・丹波市における支援体制に必要な

ものの整理 

３ 12／２ 1.中間報告書の内容の検討 ・市長・副市長への提言内容の確認

４ １／12 

1.中間報告書に対する市長・副市長
の回答内容の共有 
2.さんだ若者サポートステーショ
ンの取組内容についての共有 

・市長・副市長からの回答内容を踏

まえての丹波市の対応方針の検討 
・近隣地域における取組の理解 

５ ２／８ 
1．地域協議会組織検討 
2．第 2回中央企画員会の報告 

・義務教育終了後の総合窓口の検討

・総括部門の検討 
・サポステの活用方法 

 

（３）ユースアドバイザー養成講習会 

丹波市では、１月から３月にかけて集中的にユースアドバイザー講習会を実施した。講義

については、基本的には丹波市及び近隣地域において若者支援を行っている組織・団体に依

頼するようにし、中長期的なネットワーク構築も視野にいれた講師のラインナップとなるよ

うに設計した。 

 

図表 81 丹波市ユースアドバイザー養成講習会実施事項 

回 日程 講習内容 手法 時間 講師 

１ １／21 

1．丹波市の不登校・ひ
きこもりの状況 

講義 30分 丹波市学校教育課 
指導主事 山本 浩史 

2．要保護児童対策協議
会の現状 

講義 30分 丹波市こども育成課 
係長 長澤 三千代 

3．地域での自立支援 講義・

演習 
60分 学習コンサルタント 生活改

善アドバイザー 中川 広佳 
4．ピア・サポート（若
者のメンタルヘルス） 

講義・

演習 
90分 丹波健康福祉事務所 

保健師 川崎 由岐子 
柏原看護専門学校生徒 
 「ピアっ子」 
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回 日程 講習内容 手法 時間 講師 

２ ２／25 

1． 若者への福祉施策 講義 45分 丹波市生活支援課こども発達

支援センター 
主任保健士 大槻 秀美 

2．若者の非行、犯罪に
ついて 

講義 60分 丹波警察署 生活安全課 
課長 大下 泰史 

3.子どもへの暴力防止
プログラム（CAP）） 

講義 90分 ひかみ CAP 
代表 大西 ひろ美 

３ ３／22 

1．こころの健康 講義 45分 丹波健康福祉事務所 
保健師 土取 伸子 

2．相談業務における基
本的な態度と心構え 

講義・

演習 
60分 NPO法人こうべユースネット

統括 佐伯 隆義 

3.アサーティブ・コミュ
ニケーション（気持ちの

ワークショップ） 

講義・

演習 
120分 生涯学習応援隊 

代表 松本 ひとみ 

 

（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 82 丹波市における参加主体一覧 

  教育 福祉 保健・医療 矯正・更生保護 警察 雇用 その他 
地方企

画委員

会 
機関 

・学校教育

課 
・こども育

成課 
・社会教育

課 

・社会福祉

課 
・生活支援

課 

・健康課 － － － ・生活安全

課 
・心の合併

室 

個人 － － － － － － － 

定例会

議 

機関 

・学校教育

課 
・こども育

成課 
・社会教育

課 

・社会福祉

課 
・生活支援

課 
・丹波健康

福祉事務所 

・健康課 
・丹波健康

福祉事務所

－ － － ・生活安全

課 
・心の合併

室 
・丹波青少

年本部 
個人 － － － － － － － 

養成講

習会 

機関 

・学校教育

課 
・こども育

成課 
・社会教育

課 

・社会福祉

課 
・生活支援

課 
・丹波健康

福祉事務所 

・健康課 
・丹波健康

福祉事務所

－ － － ・生活安全

課 
・心の合併

室 
・丹波青少

年本部 
個人 － － － － － － － 
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３．成果 

（１）協議会設置に向けた検討・準備における成果 

ア．協議会の枠組み設計に関する成果 

・ 連絡調整会議、及び課長説明会の実施により、協議会の設置の必要性についての共通認

識を図ることができた。また、若者支援に関する中間報告を市長・副市長に報告すること

で、丹波市としての体制構築の準備は進んでいると言える。 

 

イ．窓口の設置及び受付状況 

・ 連絡調整会議及び課長説明会の実施により、総合窓口の設置の必要性についての共通認

識を図ることができた。 

 

ウ．支援に関する成果、事例 

・ ユースアドバイザー養成講習会の実施に当たり、丹波市内の関係機関や民間組織との情

報交換が図られた結果、丹波市が若者に関わる問題について連携が可能な社会資源を把握

することができたことが本年度における成果であると言える。 

 

（２）人材育成に関する成果 

ア．ユースアドバイザー養成に関する成果 

・ 丹波市内外の組織に講義・実習を依頼することにより、参加者の多くにとって示唆に富

んだ講習内容となった。特に、丹波市関係部局の参加者にとっては、他部署や民間組織の

情報・知識に触れることができたのは連携体制を構築していく上での一つのきっかけにな

ったと言える。 

・ また、担当している業務以外の知識について理解することで、若者を取り巻く現状と問

題についてのより深い理解が得られたこともユースアドバイザー養成講習会の成果である

と言える。 

 

図表 83  ユースアドバイザー養成講習会の理解度・満足度 

（とても満足５、満足４、普通３、不満足２、とても不満足１） 

4.08

4.06

4.20

0 1 2 3 4 5

総合満足度

内容の専門性の程度

内容のわかりやすさ
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図表 84  ユースアドバイザー養成講習会受講前後の知識・スキルの変化 
講習内容 受講後 受講前

受講後に伸
びた割合

1 ユースアドバイザーの役割や若者支援ネットワーク構想の経緯を理解している 4.02 3.32 1.29

6 支援者の実態を理解している 3.71 3.05 0.86

若者をめぐる状況と自立支援の現状 11 若者の自立支援の現状について理解している 4.23 3.65 1.14

労働環境について（職業紹介も含む）、就労支
援について

13 不就労・早期離職を含めた雇用・就労をめぐる全般的な現状について理解している 4.01 3.25 1.10

15 不登校、高校中退について、その特徴と対応の在り方について理解している 3.96 3.70 0.90

16 若者のひきこもりについて、その特徴と対応の在り方について理解している 4.29 3.65 1.05

若者のメンタルヘルスについて（知的障害、発
達障害、精神障害を含む）

17 知的障害、発達障害について、その特徴と対応の在り方について理解している 3.80 3.85 0.23

若者の非行、犯罪について、少年司法の仕組に
ついて

19 非行、犯罪について、その特徴と対応の在り方について理解している 3.75 3.30 0.56

公的扶助、障害者福祉の仕組み 23 公的扶助の仕組みを理解し、支援する際に活用できる 3.98 3.25 0.75

ネットワークの構築と個人情報保護について 31 若者支援ネットワークに望まれる特性について、その意義を理解している 4.12 3.55 0.95

ケース検討会のあり方 36 ケース検討会、担当者レベルでの会合の進め方について理解している 4.00 3.55 1.33

「動機付け面接」など効果的な面接方法の実習 39 グループワーク（グループを用いた支援）の意義やその概要を理解している 4.17 3.46 1.21

アウトリーチ（訪問支援）について 44 アウトリーチ（訪問支援）の目的や概要を理解している 4.90 3.00 2.03

チェック項目

制度の内容及び業務の内容

不登校、高校中退について、若者のひきこもり
について

 
 

イ．調整機関の業務を担う人材の養成に関する成果 

・ 今年度の一連の業務を進めることで、本事業における調整機関に求められる役割が明確

になったことが成果であると言える。 

 

４．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

・ 「子ども・若者支援地域協議会体制整備モデル事業」における代表者会議、実務者会議

の構成が定まっていないことが課題である。また、二つの会議は丹波市の行政機関のみで

構成されている。今後は民間組織も広く巻き込んだ体制としていく必要がある。 

・ また、代表者会議、実務者会議の機能の分担等についてもさらなる検討が必要である。

現状では、講習会のスケジュールや、事業全体の方向性などを連絡調整会議で行っている

が、今後は機能のいくつかを代表者会議で担い、より裁量のあるメンバーによる検討を加

えていくことが必要である。 

・ 協議会の運営については、協議会及び窓口設置の必要性についての合意は得られたもの

の、具体的にいつ・どの担当課がイニシアティブをとって立ち上げ・運営に当たるのかま

では明確化しきれていない。したがって、来年度以降の課題としては、具体的な実施・運

営プロセスの設計と実行が挙げられる。 

 

（２）人材育成に関する課題 

・ 丹波市における若者支援は個々の組織によって進められてきたため、支援員のノウハウ

にも個人差があることは否めない。今後はユースアドバイザー養成講習会の実施などによ

り、各支援員の知識レベルのギャップを解消し、安定的なクオリティの支援を提供してい

くことが課題であると言える。 


