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３－２－１４．徳島県上板町 
【基本情報】 

○人口 12,570人 

○面積 34.51㎢ 

○飛行場（徳島阿波おどり空港）から車で約 40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 

本町に限らず子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、小学校低学年から塾や習い事

を行うなど多くの子ども達が疲れているように感じられる。また、遊びの内容も大人数での

外遊びやスポーツから少人数での室内遊びに変化しており、遊びの３間（仲間・時間・空間）

の減少が生じている。その結果、友達とのコミュニケーションの機会を減少させ「自分の考

えをうまく表現できない」など、日常生活における当たり前に行う対人行動の問題が生じ、

対人関係のストレスや不定愁訴を生み出している。 

本町においても学齢期を過ぎても就労していない、自宅にひきこもっている若者の問題が

顕在化している。小中学校段階からの個に対するきめ細やかな支援とともに、学校卒業後も

引き続き地域で子どもの成長を見守っていく体制が必要である。そのためには既存の行政の

枠組みでの対応には限界があり、行政のみならず、町内、町外の関係機関、団体と包括的な

ネットワークを構築し、支援する体制が必要である。 
 
（２）協議会設置状況 

・ 設置日：平成 22年 10月 27日 

・ 主たる支援対象となる子ども・若者像：（１）いわゆるニート、ひきこもり、不登校等、

社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者 

・ 設置主体：上板町 

・ 協議会の名称：上板町子ども・若者相談支援センター「あい」 

・ 構成機関：（※図表 121参照） 

・ 運営方法：子ども・若者育成支援推進法第 19条第１項の規定に基づく協議会として、上

板町子ども・若者相談支援センター「あい」運営委員会を設置。運営委員会は「代表者会

議」「実務者会議」「個別ケース検討会議」により構成。 

・ 既存組織との役割分担：連携を密にし、相互協力を図る。 

・ 調整機関とその役割：上板町教育委員会 

・ 指定支援機関とその役割：なし 

・ 子ども・若者総合相談センターとその役割：センターの運営は上板町教育委員会が実施。 
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「地域力をつける取組」 

上板町では、町のホームページや『広報かみいた』での「あい」の紹介、「あい」のリーフ

レットの全戸配布などを行っており、困難を有する子ども・若者に対する総合相談窓口が設置

されたことを積極的に周知している。ユースアドバイザー養成講習会の開催時には、町防災無

線を活用して、参加を呼び掛けている。 

小中学校での問題行動に対して、本人の努力や家庭・学校の指導だけでは対応が困難な場合、

学校長からの依頼により、すぐに「あい」の個別ケース検討会議を開催し、対象児童生徒・保

護者への支援方法について協議を行い、専門家チームを設置することで、不登校やひきこもり

にならないよう取り組んでいる。 

また、リスクを抱えている層を把握するため、中学校卒業後に年間欠席日数が 30 日を超え

ていた人のリスト（過去 10 年分）を作成し、卒業後の進路について状況把握し、ひきこもり

にならないように情報の収集を行う予定である。 

養成講習会については、初年度において、地域の方々を「理解者」→「相談者」→「支援者」

→「指導者」と、段階的に養成できるよう「４年計画」を立てた。今年度で３年目となり、子

ども・若者の抱えている問題に関心をもって取り組んでいる方も見受けられる。本町において

も、隣近所のコミュニティが薄れつつあるが、悩みを抱えている子ども・若者や家族が相談の

できる頼れるおじさん、おばさんになってもらうことで、地域の子ども・若者一人ひとりの成

長を見守り、サポートできる地域づくりを目指している。 
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２．協議会運営に向けた課題と本年度の達成目標 

 
（１）協議会運営面での課題 

【制度設計についての課題】 
他の協議会と動きや委員が重複している。 

 
【支援の実施における課題】 
ひきこもり等の状態からの就労支援が難しい。 
当事者とその家族のみが保有している情報の取扱いについて、当事者からの同意をもら

うことが必要であるが、非常に困難と思われる。 
 

（２）本年度における達成目標 

他の協議会との重複については、他地域の協議会を参考に運営していく。 
ひきこもりからの就労支援については、地域若者サポートステーションとの関わりがとて

も大事と思われるので、連携を進めていく。 
協議会や総合窓口へ安心して利用いただくためにも、原則本人からの同意を得る（当事者

が家族にだけ打ち明けた情報は、当事者の同意を得てから情報を提供するようにしていく）。 
 
３．実施事項 

（１）地方企画委員会 

年２回の地方企画委員会を実施した。 

 

図表 118 上板町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 ７月 29日 
1. 「あい」の支援体制について 
2. 支援ケースの検討 

・「あい」での支援体制、今後の方
向性について確認 
・個別ケースについて、意見交換 

２ ８月 10日 1. 個人情報の取り扱いについて 
・代表者会議兼務。 
・講習会を受けて、意見交換 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

上板町ではユースアドバイザー養成講習会後、８回の定例会議を実施した。 

図表 119 上板町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 ８月 10日 個人情報の取り扱いについて 
・代表者会議兼務。 
・講習会を受けて、意見交換 

２ ９月 22日 同意書の様式について ・講習会を受けて、意見交換 

３ 10 月 28日 ケース検討 
・講習会を受けて、ケースについて
の検討、意見交換 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 

４ 11 月 14日 ケース検討 ・講習会を受けて、意見交換 

５ 12 月 12日 ケース検討 ・講習会を受けて、意見交換 

６ １月 12日 ケース検討 ・講習会を受けて、意見交換 

７ ２月 24日 ケース検討 ・講習会を受けて、意見交換 

８ ３月 19日 ケース検討 ・講習会を受けて、意見交換 

 

（３）ユースアドバイザー養成講習会 

今年度は全８回の講習会を実施した。 

図表  120 上板町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 ８月 10日 
制度の概要及び業務の内容 
若者をめぐる状況と自立支
援の現状 

講義 120分 NPO法人「育て上げ」ネット 
事務局長 石山 義典 

２ ９月 22日 

公的扶助、障害者福祉の仕

組み、ネットワークの構築

と個人情報保護について 

講義 90分 社会福祉士 多田 祐 

人権教育について 講義 90分 上板町教育長 板東 秀則 

３ 10 月 28日 

不登校、高校中退について 
若者のひきこもりについて 
若者のメンタルヘルスにつ
いて 

講義 120分 徳島大学大学院 
ソシオ・アーツ・アンド・サイ
エンス研究部 
准教授 境 泉洋 

４ 11 月 14日 
若者の非行、犯罪について 
少年司法の仕組みについて 
薬物依存について 

講義 120分 徳島県警察本部生活安全部少
年課専門官 大前和美 

５ 12 月 12日 

学校から職業生活への移
行、雇用･就労をめぐる状況 
労働環境について 
就労支援について 

講義 120分 徳島文理大学 
人間生活部心理学科 
准教授 牧 裕夫 

６ １月 12日 
アセスメントと支援計画 
ケース検討会の在り方 

講義 120分 鳴門教育大学 
臨床心理士養成コース 
教授 葛西 真記子 

７ ２月 24日 

「動機付け面接」など効果
的な面接方法の実習 
SST などグループワーク実
習 

講義 120分 高知県こころの教育センター 
指導主事 今西 一仁 

８ ３月 19日 

アウトリーチ(訪問支援に
ついて）、まとめ（地域にお
ける若者支援体制の充実に
向けて） 

講義 120分 NPO 法人「育て上げ」ネット 
地域担当部長 井村 良英氏 
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（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 121 上板町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 

・町内各小
学校長 
・町内中学
校長 

・町福祉保
健課長 
・徳島県中
央子ども女
性相談セン
ター 
・ 民 生 委
員・児童委
員代表 

・東部保健
福祉局 
・町内校医
代表 

・徳島学院 
・徳島少年鑑別
所 
・保護司代表 

・板野警察署 
・板野西部青
少年補導セ
ンター組合 

・ハローワ
ーク鳴門 

・子育てい
ちょう会 

個人 

・上板町教
育委員会
教育長 

・徳島大学
大学院ソシ
オ ・ ア ー
ツ ・ ア ン
ド・サイエ
ンス研究部
准教授 
境泉洋 

・鳴門教育
大学臨床心
理士養成コ
ース教授 
葛西真記子 

－ － ・徳島文理
大学准教授 
牧裕夫 

－ 

定例会
議 

機関 

・町内各小
学校 
・町内中学
校 
・上板町教
育委員会 

・町福祉保
健課 
・ 民 生 委
員・児童委
員代表 
・徳島県中
央子ども女
性相談セン
ター 

・東部保健
福祉局 
・町内校医
代表 

・徳島学院 
・徳島少年鑑別
所 
・保護司代表 

・板野警察署 
・板野西部青
少年補導セ
ンター組合 

・ハローワ
ーク鳴門 
 

・子育てい
ちょう会 

個人 

－ ・徳島大学
大学院准教
授 境泉洋 
 

・鳴門教育
大学教授 
葛西真記子 

－ － ・徳島文理
大学准教授 
 牧裕夫 

－ 

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、青少年行政主管課職員、小中学校教員、保
護司等に幅広く参加していただいた。 

個人 － － － － － － － 
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４．成果 

（１）協議会設置後の運営における成果 

 予防に関する社会資源の把握 
・ 小中学校での問題行動に対して、学校での指導だけでは対応が困難なケースについては、

学校長からの依頼により、「あい」の個別ケース検討会議を開催し、支援方法について協

議を行い、専門家チームを設置し対応している。 
 
 発見・誘導のための活動、フロー、体制の構築 
・ 中学校卒業後に年間欠席日数が 30日を超えていた人のリスト（過去 10年分）を作成し、

卒業後の進路について状況把握し、ひきこもりにならないように情報の収集を行う予定で

ある。 
 
 メディア等を活用した情報発信 
・ 町ホームページ、『広報かみいた』での「あい」の紹介、「あい」のリーフレットの全戸

配布、養成講習会開催時に、町防災無線を活用した PRを行っている。 

・ 「あい」での支援ケースが地元新聞に取り上げられたことにより、他の相談につながっ

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 

・ 養成講習会も今年度で３年目となり、子ども・若者の抱えている問題に関心をもって取

り組んでいる方も見受けられる。本町においても、隣近所のコミュニティが薄れつつある

が、悩みを抱えている子ども・若者や家族が相談のできる、頼れるおじさん、おばさんに

なってもらうことで、地域の子ども・若者一人ひとりの成長を見守り、サポートできる地

域づくりを目指している。 
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図表 122 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） 

 

 

イ．調整機関の業務を担う人材の養成に関する成果 

・ 定例会議や養成講習会への参加を通じて、他機関との連携が図れるようになった。また

中央企画委員会への参加により、他地域の動向や情報を把握することができた。 
 

５．今後の課題 

（１）協議会運営に向けた課題 

 
 予防のための活動、フロー、体制の構築 
・ 中学校卒業後に年間欠席日数が 30 日を超えていた人のリスト（過去 10 年分）を基に、

どのように情報を収集し、次の支援ステップにつなげていくか。アウトリーチの方法や体

制など、個人情報に配慮しながら進めていく必要がある。 
 

（２）人材育成に関する課題 

 
・ 平成 24年度は、養成講習会４年計画の最終年度であり、地域の中で支援者を指導できる

人材が活動できるように、引き続き地域に働きかけていくとともに、人材を活用できる体

制づくりが必要である。
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