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エ 既存システム・ネットワークとの関係の整理 

各地域に、既存のネットワークが存在している場合もあり、新たなネットワーク構築には、

機能の重複や費用面からもハードルが高い。 

そこで、名古屋市では、既存のネットワークの役割を表により整理し、子ども・若者支援

協議会の意味を確認した。大田市においては年齢等により既存ネットワークではカバーでき

なくなる時に、子ども・若者支援地域協議会のネットワークにつなぐこととしている。 

 

【各地域における事例】 

・名古屋市では、相談種別機関及びネットワーク会議を次図のように一覧表に整理

した。基本的に子ども・若者にとっての困難タイプでネットワーク会議も構成さ

れており、困難タイプを横断するようなネットワーク会議は見当たらず、行政部

局や官民の横串を刺して各機関に参画を求める子ども・若者支援協議会の意味が

確認された。（名古屋市） 

 大田市では子育て支援課が協議会の調整機関となるが、子育て支援課では要保護

児童対策地域協議会の事務局も務めている。また大田圏域における思春期保健連

絡会のメンバーでもある。要保護児童対策地域協議会や思春期保健連絡会の対象

となる場合にはそれぞれのネットワークで対応する。年齢を過ぎて対象から外れ

てしまう場合に引き続き支援や見守りが必要なケースにおいては、子ども・若者

支援地域協議会で支援を継続するよう考えている。同じ部局が担当しているため

情報は把握しており、行政内部での対応は図りやすい。要支援者の同意を取るこ

とが必要となる。（大田市） 

 

図表 37 名古屋市における主な相談機関 
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（４） 個別支援体制の構築 

ア 会議の構造設計 

協議会の運営方法は、設置主体が都道府県か市町村か、市町村であっても大規模か小規模

か等により事情が異なるため一律に考えることはできないが、「子ども・若者支援地域協議会

設置・運営指針」（平成 22 年２月３日内閣府政策統括官（共生社会政策担当）決定）では、

理想的には①構成機関の代表者会議によって組織される代表者会議、②実務者によって組織

し、進行管理等を担う実務者会議、③個別のケースを担当者レベルで適宜検討する個別ケー

ス検討会議の三層構造とすることを推奨している。ただし、地域の実状に応じて二層構造も

想定されている。 

このような中で、広島県では二層構造が、新潟市では三層構造が採用されている。 

 

【各地域における事例】 

・広島県が設置予定している子ども・若者支援地域協議会は、①構成機関の代表者

が協議会の基本的な運営方針や困難ケースの支援方針を協議する代表者会議、②

構成機関の実務担当者が地域における顔の見える関係づくりを行い、支援のネッ

トワークの形成・強化することにより効果的な連携方法を協議・検討する実務者

会議、により構成している。（広島県） 

 

 新潟市若者支援協議会は①全体会議、②実務代表者会議、③個別支援検討会議を

置く３層構造となっている。 

①全体会議は若者支援センター「オール」の見守りを行うユースアドバイザーに

より構成し、年４回開催する。目的は若者支援協議会の役割と運営について理

解する、また守秘義務を徹底することである。 

②実務代表者会議は関係機関の実務代表者により構成する。協議内容は個別支援

検討会議での課題、若者支援センター「オール」の課題、他機関からの分野を

越えた複数機関との連携が必要な相談内容を協議する。場合によっては、個別

支援検討会議の要請を行う。 

③個別支援検討会議は複合的な困難事例を連携しながら解決する。協議会構成機

関全体から必要に応じて以下の手順にて随時召集・開催する。 

１ 若者支援センターは３回の面接を行い、単一機関へのリファーはできない

と判断。 

２ 事例検討会議を開催し、スーパーバイザーのアドバイスを受け、主となる

支援機関や関係する機関に対して開催要請をする。 

３ 個別支援検討会議を開催し、複数機関での今後の支援方針を協議する。 

４ センターは議論の概要及び会議の結果を記録保存する。 

５ 困難を有する若者又は、家族に対し、支援方針等必要な事項を伝達する。 
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イ 調整機関の役割設計 

協議会の調整機関は、代表者会議、実務者会議、ケース検討会議のそれぞれの運営主体と

して、様々な関係機関の取組をコーディネートする役割が期待されている。 

このような中で、新潟市では、支援現場である若者支援センター「オール」と協議会を調

整する役割で動いている。 

 

【各地域における事例】 

・ 新潟市における調整機関は生涯学習課青少年室が担当している。若者支援セン

ター「オール」と協働し若者支援を行う、「オール」と「支援協議会」の調整機関

である。具体的な業務は①新潟市若者支援センター企画・運営委員会の運営、②

新潟市若者支援協議会の調整（若者支援協議会の運営、個別支援検討会議の開催、

センターの課題に対する協議内容のセンターへのフィードバック）、③ユースアド

バイザー養成講座開催、④ユースアドバイザー運営委員会の開催等である。（新潟

市） 

 

ウ 指定支援機関の役割設計 

指定支援機関は、実際の支援主体として、従来公的機関では対応が困難であったひきこも

り状態にある子ども・若者への、訪問支援も含めた支援の展開が期待されている。 

このため指定支援機関には子ども・若者支援の専門的ノウハウ・知見や実績が求められる。 

このような中で、天理市、石狩市、大分県では子ども・若者支援において専門的ノウハウ

を持ち、関係機関とも以前から連携しながら支援を進めてきた実績がある機関を指定支援機

関として指定している。 

 

【各地域における事例】 

・天理市では、NPO 法人若者サポートステーションやまとを指定支援機関として指定

して、調整機関と連携し、協議会運営が円滑に図られるよう設計している。（天理

市） 

・石狩市では、平成 24 年度からひきこもり相談を NPO 法人法人ふれあい広場タンポ

ポのはら「相談室ヨルド」に業務委託しており、不登校、ひきこもりの事情に明

るい同法人を協議会の指定支援機関として検討を進めている。「相談室ヨルド」に

は３名の相談員が配置されており、不登校やひきこもりの支援を行っている。（石

狩市） 

・大分県では平成 19年に青少年に関する相談窓口として青少年自立支援センターを

立ち上げ、社会福祉法人清浄園に業務委託して運営してきた。子ども・若者地域

支援協議会も青少年自立支援センターに寄せられる相談に対し協議会での検討を

行うことになるため、円滑な運営を図れるよう今後も社会福祉法人清浄園に指定

支援機関の役割を果たしてもらう予定である。（大分県） 
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エ 子ども・若者総合相談窓口及びその役割設計 

子ども・若者総合相談センターは、子ども・若者が相談する際の「たらい回し」を防ぐ「ワ

ンストップ相談窓口」としての機能が期待されている。また、自ら対応できない案件につい

ては適切な機関を紹介する等相談の一時的な受け皿となることがその機能として求められて

いる。 

このような中で、若狭町、石狩市、大分県では子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、

関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う機能を持つ総合相談センターを設

置している。 

 

【各地域における事例】 

・若狭町では子ども・若者総合相談センター「若狭町子ども・若者サポートセンタ

ー」を設置し、子ども・若者育成支援に関する相談への対応、関係機関の紹介や

その他の情報提供及び助言を行っている。必要に応じて訪問支援も行っている。

（若狭町） 

・石狩市では、平成 24 年度からひきこもり相談を NPO 法人法人ふれあい広場タンポ

ポのはら「相談室ヨルド」に業務委託しており、協議会設置後は「相談室ヨルド」

を総合相談窓口とする予定で検討を進めている。（石狩市） 

・大分県では既存の青少年自立支援センターを子ども・若者支援の総合相談窓口と

する予定である。青少年自立支援センターはワンストップの総合相談窓口として

開設しており、初回相談から概ね５回程度の面談を目途に、適切な支援機関へリ

ファーしていく。現状ではひきこもり相談が多いが、今後は非行系も含めた幅広

い相談に対応することになる。またケースによっては家族も含めて複合的な問題

を抱えている場合があり、その場合にはケース検討会議を経て複数機関へリファ

ーすることとなる。そのような支援を実現するためには、相談窓口において協議

会での情報共有に対する説明と同意を求めておくことが不可欠である。 

 

オ 学校との連携の模索 

若者支援の現場において、高校、大学中退者に関するケースが多く扱われている。中退者

は学校から離れた後にその所在や状態の情報が把握できず、問題が深刻化してしまうケース

が少なくない。このため、支援の必要性が高いが、公的機関につながりにくい高等学校・大

学の中退者の情報把握が重要となる。 

このような中で、若狭町では中学校の保護者会にて啓蒙啓発を行った。勝央町では町内の

小中学校、高等学校の校長を代表者会議の委員とした。 

 

 

【各地域における事例】 

・若狭町では、町内の２校の中学校の保護者会にて、ユースアドバイザー養成講習会
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を実施し、今後問題を抱える可能性のある子どもをもつ保護者、教師に対して予防

啓発を行った。具体的にはネットいじめについての講習会を実施した。講習会終了

後には、総合相談窓口についての案内を行い、保護者、教師にむけて知ってもらう

機会が出来た。（若狭町） 

・勝央町では、小中学校の不登校率が県内でも高い数値にあったため、町内にある全

小中学校と高等学校の校長を代表者会議、実務者会議の委員とし、義務教育後の支

援の連携を模索している。特に地元高校の勝間田高校の中退率も高く、その予防や

中退後の支援について検討を進めている。（勝央町） 

 

カ 医療機関との連携の模索 

ケース検討会議において多面的なアセスメント、支援計画策定等に取り組む過程において、

医療機関との連携も重要である。医療機関は、アセスメントにおける専門的見地からの助言

や、支援過程において協働での支援実施主体としても期待される。 

このような中で、石狩市では協議会の構成機関として地元の精神科・診療内科より精神保

健福祉士が参加している。また勝央町では地元の開業医であり校医も務めている医師が協議

会メンバーとして参加している。 

 

【各地域における事例】 

・石狩市では、協議会の構成機関に地元の精神科・心療内科がある熊谷病院が参画

しており、精神保健福祉士として発達障がい等を持った子どもとその保護者の支

援を行っている支援者が現場の意見を投げかけている。（石狩市） 

・勝央町では、地元の開業医であり、学校での健診等を行っている校医が協議会の

構成メンバーとして参画している。子ども・若者の現状について、医療的見地か

ら協議会に求める機能や支援の流れ等に対する助言を得ることができている。（勝

央町） 

 

キ 協議会内の個人情報の取扱い 

協議会において、法第 24 条において、「協議会の事務（調整機関及び指定支援機関として

の事務を含む。以下この条において同じ）に従事する者又は協議会の事務に従事していた者

は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」と秘密保

持義務が規定されている。 

関係機関において、秘密保持のルール共有、ルール保持のためのツール（誓約書等）の整

備が求められている。 

天理市では個人情報の取扱いに関する同意書の内容について検討を行っている。石垣市で

は各機関において個人情報の取扱いに関する同意書の取得をするよう依頼を行った。 

【各地域における事例】 

・天理市では、相談者に向けた個人情報の取扱いに関する同意書の内容について、
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実務者会議及び代表者会議で検討を行った。特に要援護者の情報を地元自治会長

や民生委員に提供している福祉部局に相談を参考にしながら、個人情報を構成機

関に提供することや同意書の記載内容について検討を進めている。（天理市） 

・石垣市では、関係機関の各相談窓口に寄せられる相談の中から、地域協議会での

検討が適当であると判断するものについて、協議会にて協議を行う予定である。

その際、協議会への個人情報の提供に関して、各機関において相談時に個別に同

意書を取得しておくことが必須であり、このことについて協議会立ち上げ前の段

階で各機関に依頼を行った。 

（５） 評価の仕組の構築 

ア 協議会活動の評価指標の設定 

協議会活動は、継続的にその取組を拡大させていくためには、どのような成果が生じたの

かを明らかにし、広く地域内で周知、広報していく必要がある。また、協議会活動の効果性、

効率性を高めるためにも、活動評価を行い、改善点を明確化していくことが求められている。 

石狩市では SROI を用いて試行的に評価を行った。また新潟市では若者支援センター「オー

ル」の活動を評価する評価シートを作成した。 

 

【各地域における事例】 

・石狩市では、ひきこもり相談の業務委託を行っている「相談室ヨルド」の相談業

務について、社会的インパクトを測定する手法として欧米で取り入れられている

SROI（Social Return on Investment）を用いて試行的に評価を行った。相談者の

状態の改善度合いを数値化することで客観視できる視点を持つことが出来た。今

後は協議会の評価指標のひとつとして、更に検討を進めていく予定である（石狩

市） 

・新潟市においては、若者支援センター「オール」の業務について評価を実施する

ため、外部より有識者を招き、年回４回の評価審議委員会を開催して、評価手法

を検討した。その成果として評価シートが完成し、来年度より試行的に実施して

いく予定である。（新潟市） 

 

  



 

- 62 - 

 

図表 38 新潟市における支援実績と自立度の変化 
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イ 協議会活動の評価の流れの明確化 

協議会活動の評価においては、評価指標を設定するだけでなく、具体的にどのような流れ

で評価活動を行い、評価結果をどのように活動改善に反映していくのかというフローを設計

しておく必要がある。 

札幌市では、評価の流れを具体的に設計し、評価結果を反映させる試みをしている。 

 

【各地域における事例】 

・札幌市では、協議会の成果を「ノウハウを集積し、現場連携に役立てること」と

設定し、各機関が抱える傾向にあるモデルケース事例を蓄積して、事例集の作成

を試みた。今年度は、モデルケース検討を実施して連携可能な範囲が見えてきた

（札幌市） 

 

（６） 合意形成と予算確保 

ア 協議会設置に向けた合意形成 

協議会の設置に向けて、地域内でその必要性・意義や効果、求める役割等について協議し、

設置に対する合意形成を図る必要がある。 

このことに対して、広島県や名古屋市では、課長級会議や係長級会議を同時並行で進めて

事業の必要性に関する合意形成を重層的に進めている。また、外部の学識者、有識者からの

提言を事業実施のための参考情報として活用する等、円滑な合意形成のための工夫が見られ

る。 

 

【各地域における事例】 

・広島県では、県庁内の合意形成に向けて，「広島県子ども・若者育成支援推進連絡

会議」（関係課長で構成）と並行して、同ワーキンググループ会議（担当レベル）を

開催することで、重層的な合意形成を図った。また、県・市町の関係機関や NPO の

実務者による意見交換会を開催し，連携の課題やあり方について意見交換し，連携

の必要性について共通認識の醸成を図った。（広島県） 

・庁内関係局関係公所による課長級会議、係長級会議を開催するとともに、子ども条

例にもとづく「子ども・子育て支援協議会」の専門部会（子ども・若者支援専門部

会）を設置して検討し、学識者・行政担当者・有識者から「本市の子ども・若者支

援についての提言」を受け、それを持って庁内合意形成に活用した。（名古屋市） 

 

イ 予算折衝 

協議会の設置後に向けて、調整機関、指定支援機関や総合相談センターの設置運営に必要

な費用、それらの機関で活動する支援員の人件費等、円滑な運営を実現するためには、予算

確保が求められる。 

このことに対して、豊橋市では子ども・若者総合相談窓口の活動について SROI を用いて評
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価を行い、次年度の予算確保に活用している。 

 

【各地域における事例】 

 天理市では、総合相談窓口の場所の確保と、嘱託での相談員についての予算を計

上し、体制整備に努めている。（天理市） 

 若狭町では、平成 24 年度は、厚生労働省の補助金を用いて総合相談窓口「若狭

町子ども・若者サポートセンター」の相談員の予算確保を行っていたが、次年度

は町単費で相談員の予算を計上し、体制作りを進めている。（若狭町） 

  


