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３－２－９．東京都立川市 
【基本情報】 

○人口 178,048人（平成 22年４月１日現在） 

○面積 24.38㎢ 

○新幹線（東京駅）まで約 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 

 

 立川市は、多摩地域の要所として、多摩地域全域から様々な困難を有する子ども・若者が支

援を求めて集まってきている。特に、立川市を拠点に活動しているたちかわ若者サポートステ

ーション（以下「たちかわサポステ」という）は多くの若者が集まってきている。一方で、立

川市としては、広域性の影響もあって立川市単独での子ども・若者支援体制の構築の必要性を

捉え切れていなかった。 
 しかし、立川市で子ども・若者の関係する事件もあり、就学前から青年期までの途切れ隙間

のない支援が必要と認識され、協議会設置に向けての準備に取り掛かった。 
 
（２）協議会設置状況 

・設置時期：平成 24年４月を予定 
・名称：若者等育成支援連絡会議 
・調整機関：子ども育成課 
・主たる支援対象：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 
・運営方法：代表者会議 
・役割：若者等育成支援連絡会議が子ども・若者支援施策の年間計画や方針を策定する。

これを受けて、若者等育成支援ネットワーク会議が具体的な支援を実施する。 
・構成機関：子ども育成課、産業振興課、子育て推進課、障害福祉課、生活福祉課、指導

課、オブザーバーとしてたちかわ若サポステが参加。 
・調整機関とその役割：子ども育成課／会議の開催、事務局。 

 
「協議会設置と現場のネットワーク構築の二兎を追う」 

 今年度の立川市は、昨年度の協議会設置に向けた検討会議を受けて、協議会の設置とモデル

事業の推進による支援ネットワークの強化が必要であった。 

 協議会設置については、庁内での調整を経て来年度初めに設置する予定である。協議会とし

ては、子ども・若者施策の計画や方針決定の機能を持つことができたので、具体的な困難事例

を支援する仕組みの構築を進めていくことが重要となる。 

 ネットワーク強化も順調に進んでいる。定例会議や養成講習会に参加している機関と、たち



149 

かわサポステのつながりが一層強化されている。 

 例えば、生活福祉課から情報提供を得て始めたのが小中学生を対象とした学習支援である。

この学習支援では、自宅で勉強する環境を確保するのが難しい子どもたち等 6名が現在利用し

ている。 

 これ以外には、過年度にできた少年鑑別所とのつながりから、家庭裁判所との連携も進んで

いる。少年鑑別所から家庭裁判所に送られた子どもたちの何名かが、たちかわサポステの話を

するため、興味を持った家庭裁判所のスタッフが訪ねてきたのがきっかけである。家庭裁判所

を出た子どもたちが、立ち直るきっかけになればと協力関係が構築されている。 

 フォーラムや養成講習会をきっかけに、今度はたちかわサポステが業務紹介に出向くなど相

互理解が進んでいる。 

 次年度は、協議会の設置及び機能拡充とともに、実際の困難事例のケースの取り扱い等の実

務的な業務設計を進めていく予定である。 

 
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】 
平成 22 年度関係各課の実務者レベルによる検討準備会で整理した課題の検証と支援を

必要とする子ども・若者の把握が課題である。 

【支援の実施における課題】 
支援の実施についても、総合相談窓口の設置有無や、指定支援機関を活用した場合も市

と指定支援機関との役割分担の検討が課題である。 
 

（２）本年度における達成目標 

子ども・若者支援を市の施策として位置づける可能性を見極めるため、関係各課の課長レ

ベルによる検討会を実施し、協議会を設置する。 
 
３．実施事項 

（１）地方企画委員会 

立川市では年２回の地方企画委員会を開催した。関係機関のメンバーを中心として、主に

事業内容や成果の共有と、次年度以降の事業方針について検討を実施した。 
 

図表 87 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 ７月 26日 
1.子ども・若者育成支援推進法
について 
2.平成 23年度の事業計画 

・本事業への理解が深まった 

２ ３月７日 1.平成 23年度の事業報告 ・本事業の成果を共有できた 
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回 日程 議題 議論結果・決定事項 
2.平成 24年度の事業方針の検討 ・次年度以降の方向性を共有した 

 

 

（２）ユースアドバイザー定例会議 

立川市では合計５回のユースアドバイザー定例会議を開催した。養成講習会に引き続いて

実施した。 
 

図表 88 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 ７月 26日 1.自己紹介 
2.定例会議の進め方の確認 

・関係機関の業務内容の理解 

２ ９月 15日 
1.意見交換会 
2.NPO法人「育て上げ」ネットの
取組紹介 

・関係機関の業務内容の理解 

３ 10月 25日 1.意見交換 ・関係機関の活動内容の理解 

４ 11月 29日 
1.意見交換 
2.立川市の取組やイベント予定
の共有 

・関係機関の活動内容の理解 

５ ２月 14日 1.意見交換 ・関係機関の活動内容の理解 
 

（３）ユースアドバイザー養成講習会 

立川市では、６回の養成講習会を実施した。第５回は、「子ども・若者自立支援フォーラム

2012 in たちかわ」を実施した。 

 

図表  89 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 ７月 26日 ネットワークの活用
方法について 

講義 60分 東京聖栄大学 健康栄養学部
教授 長須 正明 

２ ９月 15日 
地域における青少年
健全育成の活動につ
いて 

講義 60分 立川市青少年健全育成地区委
員長連絡会会長 原田 文江 

３ 10月 25日 
生徒の社会性を育て
るための中学校の取
組について 

講義 60分 立川市立立川第二中学校長 
常盤 隆 

４ 11月 29日 
高等学校の実状につ
いて ～３部制・通信
制の状況～ 

講義 60分 東京都立砂川高等学校長  
宗像 敏夫 

５ １月 28日 

子ども・若者自立支援
フォーラム 2012 in 
たちかわ 

講義 150分 爽風会佐々木病院・診療部長 
斎藤 環 
読売新聞記者 大津 和夫 
立川市子ども家庭部子ども育
成課長 伊藤 京子 
NPO法人「育て上げ」ネット 
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回 日程 講習内容 手法 時間 講師 
     地域担当部長 井村 良英 

６ ２月 14日 

高校中退者について 講義 60分 法政大学 社会学部准教授 
樋口 明彦 
川崎市立川崎高校定時制 教
諭 松本 智春 

 

【フォーラムで子ども・若者支援の必要性を実感】 

 立川市では、昨年度から協議会設置に向けて検討を重ねてきたが、立川市の子ども・若者支

援体制の構築の必要性を捉え切れていなかった。そこで、立川市は子ども・若者支援の普及啓

発を目的として今年度「子ども・若者自立支援フォーラム 2012 in たちかわ」を実施した。

斎藤環氏の基調講演に始まり、斎藤氏に加えて、社会保障問題を専門とする大津記者、立川市

の担当課からは伊藤課長、モデレーターとして NPO法人「育て上げ」ネットの井村氏が参加し

たパネルディスカッションを行った。この中では、政策的なマクロな視点と現場支援者として

のミクロな視点が織り交ざったそれぞれの子ども・若者支援の課題についての議論がなされ

た。また、参加者から様々な質問が寄せられ、超満員の会場からはかなりの熱気が伝わってき

た。参加者からは、「家庭にいても否定せず、コミュニケーションをとるのは難しいと思って

いたが、家庭でのひきこもりに対する扱いが分かりました」や「今後、福祉人材確保などのテ

ーマで就労支援を行う中、就労経験の無い若者との相談にたちかわサポステを案内しようと思

う」等の肯定的な意見が寄せられた。 

 

（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 90 立川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・定例
会議・養
成講習
会 

機関 

・NPO法人
CEP子ども
ひろば 
・立川市教
育委員会 
・子ども育
成課 

・障害福祉
課 
・生活福祉
課 
・立川市社
会福祉協議
会 
・立川児童
相談所 
・子どもの
家 
 

・東京都多
摩立川保健
所 

・東京保護観察
所 
・八王子少年鑑
別所 

－ ・たちかわ
サポステ 
・産業振興課 
・東京障害
者職業セン
ター 
・ハローワ
ーク立川 
・東京しご
とセンター
多摩 
・NPO 法人
「 育 て 上
げ」ネット 

－ 

個人 
・東京聖栄
大学 

－ － － － ・日本産業
カウンセラ
ー協会 

－ 
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４．成果 

（１）協議会設置に向けた検討・準備における成果 

 設置趣旨・構成の明確化  
・ 庁内の検討会議にて、協議会の設置に向けた合意形成が図られて基本的な構成が決まっ

たことは成果として挙げられる。フォーラムの実施によって、支援ニーズが強いことが実

感されたことも設置の後押しをしたと言える。 
 
 支援ネットワークの強化  
・ 定例会議や養成講習会に参加している機関とたちかわサポステのつながりが強化されて

いる。 

・ 生活福祉課から情報提供を得て始めた、たちかわサポステが小中学生を対象とした学習

支援を始めた。この学習支援は、年度末までのトライアルではあるものの、自宅で勉強す

る環境を確保するのが難しい子どもたち等、６名が利用している。子どもだけでなく、保

護者がちょっとした相談をすることも可能であり、保護者の支援ニーズの把握の機能も期

待されている。また、この学習支援は、学童期とたちかわサポステの対象年齢である 15

歳以上の義務教育段階以降の、途切れ隙間のない支援の一端を担うようになることが期待

できる。 

・ 過年度にできた少年鑑別所とのつながりから、家庭裁判所との連携も進んでいる。少年

鑑別所から家庭裁判所に送られた子どもたちの何名が、たちかわサポステの話をするため、

興味を持った家庭裁判所のスタッフが訪ねてきたのがきっかけである。家庭裁判所を出た

子どもたちが、立ち直るきっかけになればと協力関係が構築されている。 

・ 養成講習会で講師として講演いただいた砂川高等学校にもたちかわサポステのスタッフ

が出向き、たちかわサポステ業務を紹介した。また、フォーラムをきっかけに、たちかわ

サポステが業務紹介を行う機会を得る等、相互理解が進んでいる。 

 
（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 

・ 今年度は、子ども・若者自立支援フォーラム 2012 in たちかわを実施した。これに加え

て、中学校、高等学校の校長から現場の状況を共有してもらい、現場の理解が促進された。 
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図表 91 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） 

 

 

５．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 
 協議会運営の効率化及び関係機関の連携  
・ 立川市では、途切れ・隙間のない子ども支援を目指して、若者等育成支援の体制整備を

進めてきている。若者等育成支援連絡会議、若者等育成支援ネットワーク会議は、子ども

支援のうちの出口部分の支援として立ち上げ、他の子ども支援に先駆けて設置するために、

他の会議との連携は今後の課題となる。 
・ 立川市は多摩地域の中心であり地理的にも交通の要所であるため、支援機関・団体とい

う社会資源がある。周囲の多くの自治体では社会資源が限られており、立川市の動きに注

目している。社会資源の有効活用の観点からも、広域的な連携の模索が課題と認識してい

る。 
 

（２）人材育成に関する課題 

・ 若者等育成支援連絡会議や若者等育成支援ネットワーク会議が立ち上がったとしても、

困難ケース持っている相談員や、困難を有する子ども・若者に近い児童・民生委員等の実

際に支援をしている方々が、これらの機能を認知してもらうことが課題となる。 
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