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３－２－１２．兵庫県丹波市 
【基本情報】 

○人口 69,636人（平成 24年１月現在） 

○面積 493.28㎢ 

○新幹線（新大阪駅）まで約 90分、空港（大阪国際空港）まで約 120分。 

 

１．協議会設置における問題意識と設置状況 

（1）協議会設置における問題意識 

平成 22年７月に行われた内閣府の「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調

査）」を基に推計すると、市内に少なくとも 300人程度の 15歳以上 39歳以下の子ども・若者

がひきこもりの状態であると推察される。市の青少年に関する施策は各部課において実施さ

れているが、その対象範囲は 18歳までとなっており、それを超えると施策として行われてい

ないのが現状である。またそれぞれの部署で指導や相談業務を行っているが、社会福祉事務

所や医療機関、ハローワーク等の連携ができていないため、高度な相談や就業相談に応じら

れない。 

また、少子化により、次代を担う子ども・若者が減少している中、現在不登校やひきこも

りで悩んでいる子ども・若者に対して行政が行う支援体制については、対応が遅れているの

が現状である。現場レベルでは不登校・ひきこもり状態にある子ども・若者に対応している

が、それが市レベルの対応方針の形で表れていないのが問題である。したがって、このよう

な子ども・若者を支援する体制を整備していくとともに、その支援が効果的かつ円滑に実施

されるように地域協議会を設置する必要がある。 

 

（２）協議会設置状況 

・ 設置時期：平成 24年４月を予定 

・ 主たる支援対象となる子ども・若者像：不登校やひきこもり、いわゆるニートといった

多様な支援を必要とする若者 

・ 設置主体：丹波市 

・ 協議会の名称：（仮称）丹波市子ども・若者支援地域協議会 

・ 構成機関：（検討中） 

・ 運営方法：代表者会議、実務者会議、個別ケース会議の３層構造で運営 

・ 既存組織との役割分担：既存の支援機関による個別支援や既存ネットワークで対象とな

っていない問題、支援対象として認識されていないような問題について、総合的に扱う協

議会とする。 

・ 調整機関とその役割：丹波市生活環境部生活安全課 （協議会の運営等） 

・ 指定支援機関とその役割：NPO法人神戸ユースネット（予定） 

・ 子ども・若者支援センターとその役割：NPO法人神戸ユースネットに委託（予定） 
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「トップダウンアプローチによる体制の方向転換」 

丹波市の人口は約７万人と、市としては比較的小さな規模であるため、表面化する不登校・

ひきこもりの件数自体はそれほど多くなく、また、そのような実態を把握する調査は行われて

こなかった。したがって、行政として不登校・ひきこもりという問題の認知度及び理解度はそ

れほど高いとは言えない状態にあった。 

一方、子ども・若者の相談対応や教育領域の現場担当者からは、不登校・ひきこもりといっ

た問題は実感されており、これらの危機感を如何にして市の問題意識として共有していくかと

いう点が課題であった。 

丹波市の調整機関としての役割を担ってきた生活環境部生活安全課では、平成 22 年に内閣

府モデル事業の指定を受ける以前より、関係機関の課長級を集めて連絡調整会議を開催し、部

局間の意識共有や連携を推進する試みを展開してきたが、より一層の“仕掛け”が必要である

と考えていた。 

そこでまず、子ども・若者支援地域協議会や子ども・若者育成支援推進法に関する説明を行

う地方企画委員会の場に市長、教育長らの行政のトップの参加を依頼した。加えて、地方企画

委員会の場に内閣府担当者を迎え説明をしていただくとともに、内閣府と丹波市とのトップコ

ミュニケーションの場を設定した。 

このことにより、丹波市のトップマネジメント層に若者支援の必要性についての理解を深め

てもらうことができた。市長、教育長が若者の教育や育成に関心を持っていたこともあり、市

として若者支援に対応していくよう方針が示されたことで、以降丹波市における体制整備が大

きく進展することとなり、平成 24 年４月には協議会を立ち上げるというロードマップを作成

することができた。目下その立ち上げに向かって、関係機関が協力しながら活動しているのが

現状である。 

 

２．協議会設置に向けた課題と本年度の達成目標 

 
（１）協議会設置に向けた課題 

【制度設計についての課題】 

丹波市における包括的な若者支援に関する制度設計はほとんど整備されていないため、

どのような関係機関に参加してもらうのか、また、参画機関にどのような役割を期待する

のか等の位置づけを明確化する必要がある。 

また、役割付けされた各機関を、協議会を構成する３つの会議体でどのように活動して

もらうのかについても検討していく必要がある。 

 

【支援の実施における課題】 

義務教育までの不登校の児童生徒については、それぞれの部署で連携を取りながら対応

しているが、特に中学卒業後の対応は十分とはいえず、高校中退者に対しては、施策が講

じられていないのが現状であり、特に義務教育終了後の年代に対する施策を講じる必要が
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ある。したがって、教育委員会などの教育関係機関と、ハローワーク等の就労関連機関と

の調整が重要である。 

 

【支援員の育成（支援員の育成、知識を学ぶ研修等の機会の提供等の課題）】 

関係各機関の調整・連携を取りもつような支援員を養成していくことが必要である。 
 

（２）本年度における達成目標 

平成 24年４月に設置予定の地域協議会のための協議を重ねる。また、総合相談窓口の開設

に向けた協議・検討も進める。 

 
３．実施事項 

（１）地方企画委員会 

丹波市では１回の地方企画委員会を開催した。子ども・若者支援地域協議会設置に向けて

の方針確認、構成メンバーや内容についての検討、子ども・若者総合相談センターの設立を

含めた支援の在り方について検討を実施した。 

 

図表 105 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 10 月 11日 

1.子ども・若者育成支援推進法に
ついて 
2.子ども・若者支援地域協議会体
制整備モデル事業の実施について 

・子ども・若者支援推進法、子ども・
若者支援地域協議会の概要説明 
・丹波市としての若者支援に関する
方針の決定 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

丹波市では合計２回のユースアドバイザー定例会議を開催した。第１回は参加した各機関

の活動内容の紹介や、現在の懸念事項についての共有を行った。第２回の定例会議では協議

会を構成する担当課の代表により構成及び次年度からの相談業務について合意形成を図った。 

 
図表 106 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 11 月 11日 
1. 自己紹介及び各支援機関業務紹
介 

・各支援機関の活動内容の共有 
・現在各機関が抱えている若者支援
に関する懸念事項についての共有 

２ ２月 29日 

1． 子ども・若者育成支援事業（地
域協議会（案））について 

・事業及び協議会について 
・相談の流れ 
2.今後の取組について 
・協議会構成 
・平成 24年の取組について 

・地域協議会の構成について意識の
統一 
・相談業務について共通理解 
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（３）ユースアドバイザー養成講習会 

丹波市では半月に１回の間隔で全６回の養成講習会を開催した。講師には丹波市関係部局

の職員のほか、近畿エリアで若者支援に携わっている NPO 法人の職員を招聘し、丹波市の支

援の現状や、若者の置かれている状況等について講演いただいた。 

 

図表  107 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 10 月 27日 

1．丹波市 YA（ユースアド
バイザー）養成講習等の
事業について 
2．不登校、高校中退者、
若者のひきこもりについ
て 
3．若者のメンタルヘルス
について（知的障害者・
発達障害者を含む）  

講義 
 

180分 
 

丹波市生活安全課 
係長 荻野 浩行 
丹波青少年本部 
本部長 大木 康次 
ひょうご発達障害者支援セン
タークローバー加西ブランチ 
相談支援員 浜内 彩乃 
 

２ 11 月 11日 

1．若者の非行・犯罪・少
年司法の仕組みについて 
2．薬物依存（麻薬、覚せ
い剤、向精神薬、アルコ
ール等）について 

講義 120分 丹波警察署生活安全課 
課長 三輪 健 
兵庫県薬剤師会 
 理事 石塚 正則 

３ 11 月 24日 

1．丹波市における就労状
況について 
2．公的扶助の仕組みにつ
いて 
3．障害者福祉の仕組みに
ついて 
4．学校から職業生活への
移行、雇用、就労をめぐ
る現状労働環境、就労支
援について  

講義 
 
 

180分 柏原公共職業安定所 
所長 片岡 善雄 
丹波市社会福祉課 
生活保護係長 中村 直樹 
丹波市生活支援課 
社会福祉士 荻野 悦代 
NPO 法人こうべユースネット 
さんだ若者サポートステーシ
ョン 
総括コーディネーター キャ
リア・コンサルタント 佐伯 
隆義 

４ 12月８日 

1．ネットワークの構築と
個人情報保護について 
2．生野学園の取り組みに
ついて 

講義・
演習 

180分 NPO法人「育て上げ」ネットコ
ネクションズおおさか 
代表 高崎 大介 
生野学園中学校 
校長 篠原 義省 

５ 12 月 22日 

1．「動機付け面接」など
効果的な面接方法の実習 
2．SST などのグループワ
ーク実習 

講義・
演習 

180分 柿本心理開発教育研究所 
所長 柿本 勇 

６ １月 19日 

1．アウトリーチ（訪問支
援）について 
2．まとめ（若者支援体制
の充実に向けて） 

講義・
演習 

180分 NPO法人「育て上げ」ネット 
事務局長 石山 義典 
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（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 108 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 

・教育委員
会 

・福祉部 
 

・健康部   ・産業経済
部 

・生活環境
部 
・まちづく
り部 
・生涯学習
担当部 

個人 － － － － － － － 

定例会
議 

機関 

・学校教育
課 
・こども育
成課 
・子育て支
援課 

・社会福祉
課 
・生活支援
課 
 

・健康課 
 

  ・新産業創
造課 

・生活安全
課 
・地域協働
課 
・生涯学習
ｾﾝﾀｰ 
 

個人 － － － － － － － 
養成講
習会 機関 

地方企画委員会・定例会議の参加機関を始めとして、関係市職員、一般市民や若者支援のために
活動している個人等に幅広く参加していただいた。 

個人 － － － － － － － 

 

４．成果 

（１）協議会設置に向けた検討・準備における成果 

 協議会設置意義の合意 

・ 地方企画委員会において、首長・教育長の参加を得たことで、市全体で若者支援に取り

組むという方針が明確になった。 

 

 支援体制の全体像の描写 

・ 市トップの方針を踏まえ、参画機関、調整機関、指定支援機関がほぼ決定するとともに、

各機関の役割や関係性についてのイメージアップができた。 

 

 相談から支援に至るまでの流れの明確化（フロー、利用する書類等） 

・ 総合相談窓口業務を受託する事業者が決定した場合に、子ども・若者やその周辺者から

の相談がどのように扱われ、協議会内の３層構造の協議体がどのように関与していくのか

についての方向性についての大枠を定めることができた。 
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（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 

・ 丹波市の関係職員のみならず、一般の方や、若者支援のために活動をしている個人など

広く参加してもらうことにより、地域全体で若者支援に携わっていこうと言う機運を醸成

することができた。 

・ YA養成講習会の各講義により、多くの参加者が、市内の支援制度や支援機関及び実際の

子ども・若者の相談や日常的なコミュニケーションを交わす際の心得等について理解する

ことができた。 

 

図表 109 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） 

 

 

図表 110 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 

 

 

イ．調整機関の業務を担う人材の養成に関する成果 

・ 地方企画委員会、定例会議、養成講習会等の企画・運営を通じて、若者支援に係る各機

関や個人とのつながりを形成することができた。 

3.89 

3.97 

3.89 

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

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 4.00 2.81 1.19

6 支援者の実態を理解している 3.47 2.31 1.16

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 3.94 2.88 1.05

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 3.94 2.96 0.98

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 4.00 3.12 0.88

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 4.06 2.85 1.22

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 4.06 3.31 0.75

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 3.93 2.69 1.24

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 3.47 2.62 0.85

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 3.81 2.76 1.05

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 3.67 2.62 1.05

「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 3.67 3.00 0.67

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 4.19 2.81 1.38

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
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・ 調整機関として、地域協議会のグランドデザインを描き、各機関に対してアプローチし

ていくための自覚が醸成され、実行力が高まった。 

 

５．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

 協議会の運営方法 

・ 協議会運営の大枠は決まってきたものの、会議の開催頻度や、各会議に招聘する機関や

人員、取り扱う議題等、詳細部分については今後詰めていく必要がある。 

 

 子ども・若者相談窓口及びその役割 

・ 窓口業務の運営機関については概ね目星がついているものの、その業務内容の詳細はま

だ十分に検討されていないのが現状である。立ち上げまでに協議会における役割と具体的

な業務フローについて決めておく必要がある。 

 

（２）人材育成に関する課題 

・ 若者支援に携わる関連機関の現場担当者が、他の支援機関の役割や活動内容について理

解するという点では一定の成果が得られた。今後は、各機関が実際に連携する場合に備え、

具体的なケース事例を元にしてシミュレーションを行い、実践力を高めておく必要がある。 

・ 関係機関の現場担当者のみならず、管理職以上の職員にも若者支援の重要性について一

層の理解を求め、協議会や各機関の活動の機動性をより高めていく必要がある。 

 


