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７ 川西市 

【基本情報】 

○人口 160,815 人(平成 25 年 3 月末現在) 

○面積 53.44ｋ㎡ 

○羽田空港より大阪国際空港まで１時間 空港より市街地まで電車で 10分 

○その他特徴 川西市は兵庫県の東南部に位置し、東は大阪府池田市と箕面市に、西は宝塚市

と猪名川町、南は伊丹市、北は大阪府能勢町と豊能町に隣接している。 

 

（１） モデル事業開始時の地域の状況 

ア 地域における子ども・若者の状況 

平成 23 年度に川西市で実施した調査（5,000 人を無作為抽出）では、本市の 19 歳から 29

歳の若者のおよそ 66 人に 1人（1.48%）がひきこもりで、およそ 16人に 1人がひきこもり親和

群であると推測されている。 

また、ひきこもりと推測される者の約 9 割が「現在の状態から脱したい」と答えているが、

その一方で、「医師等の専門家に相談している」のは 3割に過ぎない状況である。 

本市の各部署で実施されている青少年相談業務の対象年齢は 18 歳以下であり、それ以上の

年齢の若者の相談は福祉部門の各担当や就労相談等に任されており、19 歳以上の若者の実情に

ついては掴めていないのが現状である。 

 

イ 総合相談窓口の設置状況 

現在若者を対象とした総合相談窓口は設置されていないが、平成 26 年度中の設置を目指し

ている。 

 

（２）今年度事業の課題と目標 

ア 地域協議会設置に向けた課題 

本市では要保護児童対策協議会や教育委員会での青少年相談、適応教室の運営など、各所管

において虐待や不登校等の相談業務を行っているが、各担当所管において支援が完結しており、

相互の連携が十分にとれていないことが課題として挙げられる。 

協議会の設置に当たっては、まず、子ども・若者支援地域協議会や、19歳以上の若者が相談

できる場所を一元化して設置する必要性についての認識を川西市の各部署が持つことが重要

である。その上で各部署に地域協議会への参画を促す場を設定し、この協議会の基盤をつくる

ことが課題である。 

 

イ 課題を克服するための今年度の目標 

本市においては、平成 24年度中に川西市子ども・若者育成支援計画を策定し、平成 26 年度

中には本計画に基き子ども・若者支援地域協議会を設置し、雇用、教育、福祉、保健など様々

な関係機関・団体が連携して困難を有する若者の自立を支援し、様々な形で社会に参加できる
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若者を増やす体制を充実させることを目標に掲げている。 

今年度は上記計画に沿って、本市の各部署と各関係機関が連携して本事業に取組、地域協議

会の必要性を認識して関係を築くことが目標である。 

 

（３）今年度の実施内容 

川西市では地方企画委員会２回、ユースアドバイザー定例会７回、ユースアドバイザー講

習会７回を実施した。 

図表 78 川西市における各会議の実施時期・回数 

 平成 25 年 平成 26 年 

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月 

１

月 

２

月 

３

月

地方企画委員会  ○      ○  

ユースアドバイザー定例会議  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

ユースアドバイザー養成講習会  ○ ○  ○ ○ ○ ○  

※◯：１回、◎：２回、●：３回 の意味。 

 

ア 地方企画委員会 

関係所管の課長級職員で構成し、年 2 回開催する。地域協議会と相談窓口の必要性につい

ての認識の共有、地域協議会における参画機関の役割への相互理解を促し、地域協議会設置

への体制作りの場とする。 

 

図表 79 川西市における地方企画委員会実施内容 

回 日程 実施内容 

１ 8月27日 

議  題 ・子ども・若者支援地域協議会について 

・川西市の若者をめぐる状況と自立支援の現状 

概  要 ・子ども・若者支援地域協議会の設立目的、役割、業務

内容等についての説明を行った。 

・平成 23 年度調査等を元に、川西市における子ども・

若者の現状についての報告と状況の共有を図った。 

運営の工夫、成果 ・調査結果のデータを利用しながら説明を行い、実際に

困難に直面する子ども・若者がいることを示した。 

２ 2月４日 

議  題 ・今年度の定例会議・ユースアドバイザー養成講習会の

実施報告 

・次年度の事業の進め方について 

概  要 ・各関係機関の代表者に対し、本年度モデル事業として

実施した内容、その成果と課題、それらを踏まえた来

年度の予定について説明した。 

運営の工夫、成果 ・川西市として必要な事業であるとの承認を得ることが

でき、来年度以降も継続していく事を確認した。 
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イ ユースアドバイザー定例会議 

関係所管の連絡調整会議として位置付け、各課の事業に対する相互認識や、地域協議会に

おける役割分担についての協議を行い、地域協議会設置に向けた共通認識を持つ場とする。 

 

 

図表 80 川西市における定例会議実施内容 

回 日程 実施内容 

１ 8月27日 

議  題 ・子ども・若者支援地域協議会について 

・川西市の若者をめぐる状況と自立支援の現状につい

 て 

・川西市の取組について 

概  要 ・子ども・若者支援地域協議会の設立目的、役割、業

務内容等についての説明を行った。 

・平成 23年度調査等を元に、川西市における子ども・

若者の現状についての報告と状況の共有を図った。

運営の工夫、成果 ・第 1回地方企画委員会と同時開催としたことにより、

組織の代表者と実務担当者が一堂に会し、同じ情報

と課題を共有して子ども・若者に対する議論を開始

することができた。 

・調査結果のデータを利用しながら説明を行い、実際

に困難に直面する子ども・若者がいることを示した。

２ 9月18日 

議  題 ・関係機関における事業概要と課題について 

概  要 ・各関係機関の支援内容や強み、弱みについて情報を

交換した。 

・各関係機関の取組で課題となっていることを相互に

共有すると共に、各関係機関が子ども・若者支援に

ついて貢献できる役割について認識を深めた。 

運営の工夫、成果 ・川西市における子ども・若者支援に関する限られた

社会資源について相互理解ができた。 

３ 10月9日 

議  題 ・関係機関による連携の在り方について 

概  要 ・ワールドカフェ形式により、テーマ１「若者支援に

必要な連携とは？」、テーマ２「連携時のあなたの役

割は？」について意見交換を行った。 

・ワールドカフェを通して、川西市における地域協議

会設置に向けての課題、今後各関連機関がどのよう

な役割を担っていくのかについて検討した。 

運営の工夫、成果 ・ワールドカフェ形式を導入することで、機関の垣根

を越えた顔の見える関係を構築することができた。

・5 人程度で 4 グループに分かれて意見交換をするこ

とにより、できる限り各委員の発言の機会を増やし、

定例会議への参加意識を高めるように工夫した。 

・グループでの意見交換では、模造紙やポストイット

を使い、地に足がついた議論ができるように工夫し

た。 

４ 11月7日 
議題 ・川西市におけるネットワーク構築に向けての検討に

ついて 
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回 日程 実施内容 

概  要 ・前段のユースアドバイザー養成講習会にて「使える

ネットワークの構築について」（ＮＰＯ法人こうべユ

ースネット佐伯隆義氏）で、川西市におけるネット

ワークの構築に向けて必要なことを理解した上で、

「行政が収集するネットワークを有効に活用するた

めには？」について意見交換を行った。 

運営の工夫、成果 ・川西市において可能な支援・連携の在り方について

具体的に考えることができた。 

・総合相談窓口の有り方や、今後開設に向けての課題

を再認識することができた。 

 ５ 12月19日 

議  題 ・協議会設置後の川西市における子ども・若者支援に

ついて 

概  要 ・豊橋市の担当者である松井清和氏に、子ども・若者

支援施策を進めて行く上での課題や助言をいただ

き、川西市の今後の取り組みについて意見交換を行

った。 

運営の工夫、成果 ・子ども・若者支援を進めて行く上で、医療関係機関

との連携や、ネットワーク構築の必要性を再認識し

た。 

・総合相談窓口の開設、運営方法について、具体的な

イメージを持つことができた。 

６ 1月16日 

議  題 ・保護者支援の在り方について 

概  要 ・一般社団法人 office ドーナツトーク代表の田中俊英

氏に、来年度の総合相談窓口開設に向けて、スモー

ルステップの保護者支援の在り方や、若者の自立に

向けてどのような取組が川西市に出来るのかについ

て意見交換を行った。 

運営の工夫、成果 ・行政、ＮＰＯ、支援を受ける方、それぞれの立場か

ら必要な事を説明していただき、各機関の役割や課

題がより明確化された。 

・各関係機関の「子ども・若者支援」に関する様々な

思いや考えについて話し合うができた。 

７ 
 

2 月 4日 

議  題 ・川西市における学校との連携がもつ意味について 

概  要 ・さっぽろ若者サポートステーション総括コーディネ

ーターの松田考氏に、学校との連携で注意していく

べき点や苦労した点を聞き、川西市が今後学校・教

育委員会等と連携して行く上での助言や意見交換を

した。 

運営の工夫、成果 ・市長部局と教育委員会との連携の在り方や、小・中

学校・高等学校とのネットワークの具体的なイメー

ジを共有することができた。 

・教育委員会の既存のシステムを今後どのように地域

協議会のネットワークに活かすか、また補強してい

くかが明確になった。 
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ウ ユースアドバイザー養成講習会 

関係所管において、相談業務を担当している職員や、市内外のＮＰＯ等で、若者支援の現

場にいる担当者を受講対象者とし、若者支援の情報やノウハウを習得することを目的とする。 

 

図表 81 川西市ユースアドバイザー養成講習会実施内容 

回 日程 講習内容 講師 

１ 8月27日 

１．制度の概要と事業の

内容について(30 分) 

講師：内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事

官(青少年支援担当)付主査 名雪加奈子 

２．若者支援において関

係機関が果たすべき役

割・連携の在り方につい

て（90 分） 

講師：NPO 法人「育て上げ」ネット 

   コネクションズおおさか 

所長 高崎大介  

２ 9月18日 

１．ひょうごユースケア

ネット推進会議（兵庫県

子ども・若者支援地域協

議会）について（90分）

講師：兵庫県企画県民部県民文化局青少年課 

   副課長兼企画調整係長 星野美佳 

３ 

11月7 日 

１．困難を有する子ど

も・若者に対する居場所

支援の現状と課題（60

分） 

講師：兵庫県教育委員会 阪神教育事務所 

   宝塚振興室 主任指導主事 木内靖之 

 

４ 

２．使えるネットワーク

について（90分） 

講師：ＮＰＯ法人 こうべユースネット  

若者自立・就労支援事業部 

統括責任者 佐伯隆義 

５ 12月19日 

１．豊橋市こども・若者

支援地域協議会の取組

について（90分） 

講師：豊橋市生涯学習課 
主査 松井清和 

 

６ １月16日 

１．「家族支援の重要性」

について（90分） 

講師：一般社団法人 office ドーナツトーク 

   代表 田中俊英 

７ 2月4日 

１．学校連携の現状と課

題について(90 分) 

講師：札幌市若者支援総合センター 

    副館長 松田考 
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図表 82 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 83 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 

 

エ 参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 84 川西市における参加主体一覧 

 

地方企画委員会 

分野 機関 

教育 兵庫県立川西高等学校 

兵庫県立川西緑台高等学校 

川西市教育委員会 

福祉 川西市社会福祉協議会 

川西市健康福祉部 

保健 

医療 

兵庫県阪神北県民局伊丹健康福祉事務所 

矯正 － 

4.19 

4.21 

4.14 

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 4.05 3.22 0.83

6 支援者の実態を理解している 3.55 3.00 0.55

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 3.85 3.17 0.68

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 3.37 2.96 0.41

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 3.80 3.26 0.54

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 3.70 2.96 0.74

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 3.50 2.83 0.67

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 3.85 3.26 0.59

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 3.70 3.17 0.53

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 4.00 3.26 0.74

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 3.40 3.17 0.23

「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 3.45 3.09 0.36

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 3.95 2.83 1.12

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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更生保護 

警察 兵庫県川西警察署 

雇用 伊丹公共職業安定所 

川西市市民生活部産業振興課 

その他 特定非営利活動法人こうべユースネット 

認定 NPO 法人 宝塚 NPO センター 

兵庫県企画県民部 

ユースアドバイザー定例会 

分野 機関 

教育 兵庫県立川西高等学校 

兵庫県立川西緑台高等学校 

川西市教育委員会 

福祉 川西市社会福祉協議会 

川西市健康福祉部 

保健 

医療 

兵庫県阪神北県民局伊丹健康福祉事務所 

矯正 

更生保護 

－ 

警察 － 

雇用 川西市市民生活部産業振興課 

その他 特定非営利活動法人こうべユースネット 

認定 NPO 法人 

宝塚 NPO センター 

ユースアドバイザー養成講習会 

分野 機関 

教育 講習会は地方企画委員会、定例会議等の参加者を中心にテーマによって適

宜調整。 福祉 

保健 

医療 

矯正 

更生保護 

警察 

雇用 

その他 
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（４）今年度事業の成果 

ア 協議会設置にむけた認知・理解の促進 

地方企画委員会、定例会議、ユースアドバイザー養成講習会等の一連の取組みにより、協議

会の役割や業務内容についての理解はある程度高まってきたと言える。また、豊橋市から先行

地域の取組みについて理解したことで、川西市において実現可能な協議会のイメージについて

も共有することができたと考えられる。 

 

イ 子ども・若者問題支援者の啓蒙啓発・協議会像の共有 

ユースアドバイザー養成講習会により若者支援のあり方、支援の方法等について知見を深め

ることが出来た。また、ユースアドバイザー定例会議においては、ワークショップを実施する

などして、参画機関の相互理解の促進や、協議会設立時における各機関の役割についてもイメ

ージを共有することができた。 

 

ウ ユースアドバイザーの活躍 

今年度は初年度ということで、ユースアドバイザー養成講習会を主に市内の関係部局担当者

に対して提供した。その結果、今日の若者が抱える問題についての理解度が高まったといえる。 

 

（５）協議会設置に向けた課題 （今年度設置した地域は、設置後の課題） 

ア 実現可能な協議会の設立 

協議会は、平成 26 年度中の設立を目指している。総合相談窓口については、月１回の運営

という枠内で可能な支援について検討し、実際に提供していく必要がある。 

 

イ 現状市内に不足している機能についての対応 

市内には中学卒業、高校中退以降のいわゆるニート・ひきこもりの若者を具体的に支援でき

る機関が存在していないが、神戸市、宝塚市、大阪府には若者への支援を行なっている NPO 等

が立地している。今後はこれらの機関と連携し、川西市内において可能な支援体制の構築を図

っていくことが課題である。 
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（６）  まとめ 

図表 85 今年度のまとめ 

 

平成25年度の目標

・平成26年度中に、川西市子ども・若者育成支援計画に基き子ども・若者支援地域協議会を設置し、雇用・教育・
福祉・保健などの関係機関・団体が連携して困難を有する若者の自立を支援し、様々な形で社会に参加できる若
者を増やす体制を構築する予定である。本年度は、そのために各関係機関が地域協議会の必要性を認識し、連携
して本事業に取り組んでいく関係を築くことを目標とした。

課題① 課題②

・要保護児童対策協議会や青少年の相談、適応教室
の運営等、各所管において主に１８歳以下を対象として
相談業務を行っているが、各担当所管が単一で対応し
ており、横の連携ができていない。

・支援の範囲が幅広いことから、関係行政機関や民間
団体への周知・協力要請を行うと共に、既存の支援体
制との整合性を図りながら、ネットワークを築く必要が
ある。

上記課題に対する取組 上記課題に対する取組

・定例会議の中でワールドカフェや意見交流の場を設
け、各関係機関の業務内容について相互理解を図るこ
とができるように、積極的に参加者が話せる環境づくり
を心がけた。

・ユースアドバイザー養成講習会の講師に先進市の担
当者や、他市で子ども・若者支援施策に携っている
NPOの方を積極的に招いた。

・ユースアドバイザー養成講習会の内容のバリエーショ
ンを増やし、いろいろな角度から子ども・若者支援の必
要性を考えた。

上記取組の成果 上記取組の成果

・関係機関の支援内容、強みと弱みについて相互理解
が深まったとともに、子ども・若者支援の関係機関が
「顔の見える関係」に近づいた。

・担当者間で、気軽に意見や質問等を話し合える関係
を築くことができた。

・様々な取り組みや支援者の経験談を聞くことで、今後
の支援体制の形づくりの参考になった。

・社会的資源の乏しい本市において、既存の支援体制
をどのように活用していくか、どのように連携していくの
かについて、共通認識をすることができた。

協議会設置に至った要因

協議会設置後（又は設置に向けた動き後）の変化

今後の課題

・市内に若者サポートステーション等の就労支援機関や若者を支援するＮＰＯ団体等の社会的資源が乏しい状況
下で、地域に根差した支援体制が構築できるかが課題である。

・総合相談窓口の開設や居場所の確保を、市の限られた予算や施設内で、どのように運営していくかが課題であ
る。


