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２－７．東京都立川市 

１．事業計画 

（1）現状 

ア．地域における若者の現状 

・ 多摩地域の要所でもある立川には、立川市に限定されずに、多摩地域全域から、困難な

状況に陥っている若者、保護者、支援者の相談が集まってくる。発達障害を抱える若者、

10 代の不登校、生活保護世帯で成長した若者、児童養護施設に通う青少年、保護観察所、

家庭裁判所の審判を受けている青少年なども多く、その相談は多岐にわたる。そのため、

立川という「地域特性」を超え、多摩全域を網羅しなければならない「地域特性」を有す

る。 

 

イ．現在の支援の状況 

・ たちかわ若者サポートステーションでは、1,000 名を超える登録者を抱え、その多くを

労働市場又は、労働市場に移行するための支援機関に送り出している。この割合は、平成

21年度約 70％であり全国のサポートステーションでも突出している。 

・ ただし「総合相談窓口」機能を主な役割とするサポートステーションの支援機能だけで

は支援の限界があり、これまで多くの医療、福祉、教育、雇用、矯正施設など、多様なセ

クターとのネットワークを活かし、支援を行ってきた。その一方、ネットワークの構築の

先、つまり、その「維持」には莫大な労力を必要とする。公的機関には異動があり、民間

機関もぎりぎりの人数で支援活動に当たっている。 

・ 現在の支援状況を鑑みると、「連携」をより発展させるためにそれぞれの支援や、被支援

者の存在を可視化して、効率化と連携効果の最大化を生み出せる段階に移行させる時期に

きている。 

 

ウ．昨年度のモデル事業をきっかけとした新しい取組（継続地域のみ） 

・ 生活福祉課のケースワーカーと一緒に訪問支援を行うようになった。 

・ 少年鑑別所での出張授業の開催、保護観察官、保護司や少年院、定時制高校と連携が進

むようになり、10代の若者への支援が行えるようになった。 

 

エ．協議会設置に向けた準備状況 

・ 設置時期 平成 23年度中 

・ 主たる支援対象となる子ども・若者像 社会生活を円滑に営むために支援が必要な子ど

も・若者 

・ 設置主体 立川市 

・ 協議会の名称 未定 

・ 構成機関 未定 

・ 運営方法 未定 
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・ 既存の組織との役割分担 未定 

・ 調整機関とその役割 未定 

・ 指定支援機関とその役割 未定 

・ 子ども・若者総合相談センターとその役割 未定 
 
（２）協議会設置に向けた課題 

・ 協議会設置に向けて、立川市において支援対象者数や市民ニーズの有無について把握し、

協議会設置の必要性の検証を行う必要がある。 

・ 支援員に関する課題については、ネットワークを活用して、定点観測しながら具体的に

支援をし、何が充足し、何が不足しているのかを明確化しなければならない。 

 

（３）本年度における達成目標 

・ 支援に対する「想い」に加えて「論理」でもケース検討が可能となる人が増やす。 

・ 既存ネットワーク内では解決できないケースの共有と不足知識の獲得をし、それを可視

化する。 

・ 支援が困難な若者に直面した際、適切な機関と「頼れる」関係を作るため、ネットワー

ク内で信頼関係を構築する。 

 

（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 

・ 立川市で養成してきたユースアドバイザー（以下「YA」という。）が有機的な支援を行

うために、特に行政機関の若者支援に関わる部署の方々の業務や悩みを共有する（“ネット

ワーク内のお互いを知る”）。 

・ 立川市の YA が、若者支援にかかわる立川市内の行政機関の取組と講師の講演により幅

広い視点から若者支援の知識を得る。 

・ 立川市が抱える生活保護の増加問題に対して、YAが支援可能なことを整理する。 

 

イ． 地方企画委員会 

９月、２月の年２回を予定している。 

 

ウ．ユースアドバイザー定例会議 

ケース検討に加えて、毎回１つ若者支援の周辺分野を取り上げ、若者支援との融合につい

ての方策を議論する。 

 

 

エ．ユースアドバイザー養成講習会 

分野：特に生活保護世帯や、10歳代の若者の自立分野を強化したものを予定。 
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対象：相談員に加えて、市民や関係者に啓発するためイベント形式（パネルディスカッシ

ョンと分科会）で年に 2回行う。 

 

２．実施事項 

（１）地方企画委員会 

 今年度は 2回地方企画委員会を実施した。 

 

図表 46 立川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 ９／27 
1.昨年度の振り返り、今年度の取組
について 

・今年度の取組について議論 

２ ２／18 
1.今年度の振り返り、次年度以降の
取組について 

・次年度の取組について議論 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

全 6回の定例会議を実施した。養成講習会と同日に開催して、講師を交えた意見交換会を

主に実施した。 

 

図表 47 立川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 10／25 1.更正保護に関する情報交換 ・更正保護の視点から若者支援につ

いての議論を行った。 

２ 11／30 
1.ハローワークで利用可能な補助
金等に関する情報交換 

・ハローワークでの補助金等の詳細

についての質問や実際の職業紹介

について理解を深めた。 
３ 12／28 1.養成講習会を受けた情報交換会 ・長谷川講師との意見交換会 
４ １／22 1. 養成講習会を受けた情報交換会 ・高橋理事長との意見交換会 

５ ２／５ 1.ケース検討を受けた意見交換会 ・ケース検討を踏まえた質疑・情報

交換会 

６ ２／26 
1.今年度のまとめと来年度の取組
について 

・今年度の成果と課題、次年度以降

の対応方針について議論 

 

（３）ユースアドバイザー養成講習会 

全 6回、12コマの養成講習会を実施した。 

 

図表 48 立川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 10／25 
1．更生保護と就労支援 講義 90分 東京保護観察所立川支部 保

護観察官 
二瓶 陽子 

２ 11／30 
1． ハローワーク（立川）にお
ける、若者支援 

講義 90分 ハローワーク立川 職業相談

第１係 
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回 日程 講習内容 手法 時間 講師 
赤間 栄司 

３ 12／28 
1． 臨床心理支援、精神保健支
援と若者支援の融合 

講義 90分 臨床心理士、精神保健福祉士

長谷川 章子 

４ １／22 
1．子ども・若者の自立について 講義 90分 至誠学園 学園長 

高橋 利一 

５ ２／５ 

1．中学生の居場所支援について 講義 45分 中学生居場所支援ボランティ

ア・元小学校校長 

澤井 美津枝 

2．ケース検討会①、ケース検討
会② 

実習 45分

６ ２／26 
1．大山ＮＳＣにおける取組とケ
ース検討会 

講義 90分 大山自治会会長 
佐藤 良子 
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（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 49 立川市における参加主体一覧 
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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 

・ ネットワーク形成に関しては、ネットワークを周辺に広げることとより地域に根ざした

ものを深めるという２つの観点から取り組んだ。 

・ 前者については、定例会議・養成講習会にて若者若者支援に関わるその周辺領域で活動

する方々を招いて、情報交換を実施した。 

・  立川市内の自治会のうち 2地区をモデル地区として、社会福祉協議会のコーディネータ

ーの方を核として地域で青少年健全育成に携わっている、民生・児童委員、保護司、NPO

などを対象にユースアドバイザー養成講習会として講演会や意見交換会（３回連続）を開

催した。 

・ これらの取組を通して、若者支援にかかわる方との情報交換を通じて、最新の情報を得

ることと、連携の足掛かりを見つけることができた。また、講演会や意見交換会を通じて、

地域で若者を見守る民間の方々とのネットワークが構築され、協議会として支援していく

際に最も重要な「発見」への足掛かりができた。 
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・ モデル事業の会議外ではあるが、協議会の設置に向けて実務者レベルでの庁内検討会を

４回実施した。その際には、本施策の費用対効果の算出やひきこもり、ニートの推定数な

ど定量的な分析と、モデル事業内のケース支援での好転事例など定性的な成果も示した。 

・ 概ね実務者レベルでは困難を抱える若者への支援の重要性、協議会の設置の必要性につ

いて一定の課題整理ができた。 

 

（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 

・ 昨年度、インテーク、ケース検討、訪問などの実務的な能力の取得も必要との指摘があ

った。そこで今年度は、面接技法とケース検討について講習会を行った。ケース検討のあ

り方については、ケースを定期的に確認する中でケース検討の視点等も参考となった。 

 

※立川市独自のアンケート調査、自己評価表を作成したため、モデル事業での統一的なアン

ケート及び自己評価表は作成・配布していない。 

 

イ．調整機関の業務を担う人材の養成に関する成果 

・ 今年度は、モデル地域を選定してケース検討や情報公開を実施することなどができた。

これによって、協議会設置後に調整機関と指定支援機関が連携して業務を推進する役割分

担が見えてきた。会議の分担としては、調整機関が地方企画委員会、指定支援機関が定例

会議・養成講習会の調整を行った。具体的な役割としては、調整機関は行政機関として事

業の企画案のアドバイス・承認、参加団体への声掛け、地方企画委員会の調整とともに、

庁内の合意形成を図った。また、指定支援機関となる職員が事業の企画案の提示、定例会

議・養成講習会の参加団体との連絡調整や当日のフォローを行った。 

 

４．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

・ 立川市庁内での協議会設置に向けた合意形成は次年度以降の課題である。実務者レベル

で認識した必要性、重要性、課題について整理をし、次年度は効果ある協議会設置に向け

た庁内での合意形成をはかりたい。 

 

（２）人材育成に関する課題 

・ 中学校卒業時点での進路未定者や高校中退者といった若者たちは、発見が難しくなってし

まう。中学校卒業時や高校中退前といった学校というネットワークが切れてしまう前に支援に

つながるような発見・誘導の強化が課題となる。次年度以降は、より効果のある協議会での支

援のために、発見・誘導のコアとなる地元の各団体とのネットワークを強化していきたい。


