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第１章 事業の概要 

Ⅰ 事業の背景と目的 

 １ 事業の背景 

近年我が国においては、ニートやひきこもりなど若者の自立をめぐる問題の深刻化や、

児童虐待、いじめ、少年による重大事件、有害情報の氾濫など、子供や若者を巡る状況は

大変厳しいものとなっていた。このような状況を踏まえ、子ども・若者育成支援施策の総

合的推進のための枠組み整備と、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者を

支援するためのネットワーク整備を主な内容とする「子ども・若者育成支援推進法」が平

成 21 年７月に成立、翌平成 22 年４月に施行された。 

同法第 19 条は、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者に対し、教育、

福祉、保健、医療、矯正、更生保護、その他の関係機関等が行う支援を適切に組み合わせ

ることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、地方公共団体に対して、「子ども・

若者支援地域協議会」（以下「地域協議会」という。）を設置する努力義務を課している。 

平成 29 年４月現在、地域協議会を設置している地方公共団体は 105 か所（都道府県 38

か所、政令指定都市 14 か所、その他の市区町村 53 か所）であり、更なる子ども・若者支

援地域協議会の設置や地域における支援ネットワークの充実が必要である。 

 

 ２ 事業の目的 

本事業は、困難を有する子供・若者を、関係機関・団体等が連携して総合的に支援する

体制を整備するため、都道府県・市町村青少年担当部局等を調整機関とした子ども・若者

支援地域協議会の設置及び円滑な運営を促進するため「子供・若者支援地域ネットワーク

強化推進事業」を実施し、子ども・若者支援地域協議会の設置・運営や地域における支援

ネットワークの構築に向けた意識の醸成を図り、困難を有する子供・若者に対する支援を

効果的に推進するものである。 

具体的には、合同研修会の開催の他、各地域の実情に応じて、研修会、スーパーバイ

ズ、講習会の開催や先進地域への視察を実施した。 
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Ⅱ 事業の概要 

(1) 合同研修会の開催 

各地域の行政担当者等において、地域協議会の設置・運営や地域における支援ネット

ワークの構築に向けた意識の醸成及び困難を有する子供・若者に対する支援の効果的な

推進を図ることを目的として、東京において合同研修会を開催する。 

 

(2) 基礎自治体職員等を対象とした研修会の開催 

市区町村で子供・若者支援に携わる職員等を対象に、子供・若者支援に関する知識を

習得することを目的とした研修会（以下「研修会」という。）を各対象地域において開

催する。 

 

(3) 基礎自治体職員等を対象とした連絡会議の開催 

都道府県と管下基礎自治体との子供・若者支援に関する情報交換を行うとともに、基

礎自治体における支援ネットワークの整備を図ることを目的として、都道府県及び管下

基礎自治体の職員等が参加する連絡会議（以下「連絡会議」という。）を各対象地域に

おいて開催する。 

 

(4) 支援体制整備に係るスーパーバイザーの派遣 

各対象地域の取組状況に応じて、学識経験者又は豊富な実務経験を有する者等、各対

象地域の状況に応じた課題についてスーパーバイズできる者を派遣（以下「スーパーバ

イズ」という。）する。 

 

(5) 支援に携わる人材養成のための講習会の開催 

各地域における支援ネットワークの実効性向上を図るため、子供・若者支援に携わる

NPO 等の民間団体の職員等に対して知識の付与等を行う講習会（以下「講習会」とい

う。）を開催する。 

 

(6) 先進地域への視察 

各地方公共団体における、地域の実情に即した総合的な支援ネットワークの形成に向

けた検討に資するため、先進地域の視察（以下「視察」という。）を行う。 

 

(7) 支援機関マップの作成 

各地域の社会資源（教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子供・

若者育成支援に関連するもの）の所在一覧（以下「支援機関マップ」という。）を作成

し、地域における連携を図る。また、社会資源の状況等地域の実情に応じて、複数の市

町村による協議会の共同設置等について検討する。 
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第２章 合同研修会 

Ⅰ 合同研修会の概要 

(1) 出席者 

各地域の自治体職員、相談機関の職員及び相談業務に携わる民間団体の職員 

 

(2) 実施内容 

ア 目的 

合同研修会は以下のことを目的として実施している。 

（ｱ）子ども・若者支援地域協議会の設置・運営や地域における支援ネットワークの

構築に向けた意識の醸成を図ること 

（ｲ）困難を有する子供・若者に対する支援を効果的に推進すること 

 

イ 概要 

上記目的を達成するため、合同研修会では有識者による講演及び班別討議という各

地域担当者同士で意見交換を行う形で実施した。 

 

図表 1 合同研修会の実施概要 

日程 実施内容 時間 講師 

７月 10 日 

子ども若者支援をとおして

広がる地域ネットワークの

必要性 ―新たな生き方の

ストーリーを描く― 

120 分 社会福祉法人わたげ福祉会（仙台

市ひきこもり地域支援センター） 

理事長 秋田 敦子 

7 月 11 日 

なぜ自治体にインパクト評

価が必要か ―埼玉県、尼

崎市の事例を踏まえて― 

120 分 武蔵大学社会学部メディア社会学

科 

教授 粉川 一郎 

ひきこもりの現状と当事

者・家族・地域による包括

支援 ～認知行動療法に基

づく試み～ 

120 分 徳島大学大学院社会産業理工学研

究部 

准教授 境 泉洋 

名古屋市子ども・若者総合

相談センターの取り組みに

ついて 

120 分 一般社団法人草の根ささえあいプ

ロジェクト 代表理事 

名古屋市子ども・若者総合相談セ

ンター センター長 

渡辺 ゆりか 
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7 月 12 日 

各地域における支援事例発

表 

50 分 群馬県子ども・若者支援協議会 

上板町子ども・若者総合支援セン

ター「あい」 

豊田市子ども部次世代育成課 

地域における子ども・若者

支援 

120 分 佐賀大学大学院学校教育学研究科 

教授 

佐賀県立男女共同参画センター・

生涯学習センター 事業統括 

上野 景三 
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第３章 各地域における実施結果・成果・今後の課題 

I 実施地域（都道府県）における実施結果・成果・今後の課題 

 １ 宮城県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 29 年１月に法定の地域協議会の設置に至ったが、各分野における既存の協議

体との棲み分けをどのようにすべきか、各構成機関から懸念が示されていること、ま

た、市町村における子ども・若者支援に対する意識が希薄であることに加え、社会資

源が乏しいことが課題であり、各関係機関との連携や相互理解が必要である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

地域協議会設置を検討している市町村に対してヒアリングを実施し、状況を把握し

た上で、既存の支援ネットワークとの関係性を考慮した市町村又は各圏域における地

域協議会設置の方向性を検討する。 

 

ウ 今年度の活動 

上記のとおり地域協議会設置を検討している市町村へヒアリングを実施する。ま

た、法定協議会において、今後の実務担当者部会の在り方の検討や他の支援機関・民

間団体等との意見交換・情報共有を実施する。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

法定協議会として平成 29 年 1 月に「宮城県子ども・若者支援地域協議会」を設

置。所掌事務は次のとおり。 

（ｱ）子ども・若者の支援に係る情報交換及び連絡調整に関すること。 

（ｲ）子ども・若者の支援に係る相互連携・協力に関すること。 

（ｳ）子ども・若者の支援に当たる人材の資質の向上及び広報啓発に関すること。 

（ｴ）市町村並びに地域で相談援助活動に従事する機関及び団体への支援に関すること。 

（ｵ）（ｱ）から（ｴ）に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に

関すること 

 

イ 主な取組内容 

（ｱ）代表者会議（年１回）を開催し、情報交換・意見交換等を通じて構成機関等によ

るネットワークの構築や強化を進める。 

（ｲ）県内各圏域において実務担当者部会を開催し、圏域の関係機関や支援機関の連携

強化や顔の見える関係づくりを図る。 
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ウ 今後の課題 

（ｱ）先進地域の取組を参考にしながら、地域協議会の有機的な運営を図る。 

（ｲ）各分野における既存の協議体等と連携し、共通認識を持つことにより、顔の見

える関係づくりを進める。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月４日 ニート・ひきこもり等

の福祉・雇用・教育等

が連携した支援の取組

について 

Ａ’ワーク創造館（大阪地域職

業訓練センター） 

就労支援室長 西岡 正次 

2 10 月 31 日 地域の子ども若者支援

の現状と今後の課題 

～地域協議会はプラッ

トフォームになりうる

か～ 

認定特定非営利活動法人 侍学

園スクオーラ・今人 

理事長 長岡 秀貴 

3 11 月７日 ひきこもりの理解と対

応 

特定非営利活動法人 から・こ

ろセンター 総括若者自立支援

員 

佐藤 祐治 

4 11 月 16 日 地域の子ども若者支援

の現状と今後の課題 

～地域協議会はプラッ

トフォームになりうる

か～ 

認定特定非営利活動法人 侍学

園スクオーラ・今人 

理事長 長岡 秀貴 

5 11 月 20 日 佐賀県における子ど

も・若者支援体制につ

いて 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

臨床心理士 

佐賀県子ども・若者総合相談セ

ンター 相談責任者 数山 和

己 
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（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

昨年度「宮城県子ども・若者支援地域協議会」を設置したことに伴い、改め

て協議会の意義やこれまでの経緯等、また、今年度県内５圏域で開催する実務

担当者部会の日程、内容等について説明することにより、各構成機関や関係機

関に理解を深めてもらう。 

b 担当者所見 

法定協議会の意義や必要性等について、法制度やこれまでの県における取組

の経緯等の説明により、十分な理解が得られたものと思料する。また、今後の

協議会の運用の仕方として、県内５圏域での実務担当者部会を開催することに

ついても、各構成機関から理解が示されたものと考える。 

 また、今回構成機関が一部重複している宮城県若者自立支援ネットワークの

研修会としても開催することにより、雇用分野との連携の強化が図れたものと

考える。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

今年度より各圏域において実務担当者部会を開催することとした。協議会の

構成機関のほか、各市町村や地域で若者への支援活動を行っている団体等に参

加いただくことにより、行政機関やそれぞれの地域において活動している支援

団体の活動状況を把握し、顔の見える関係づくりやネットワークの構築に役立

ててもらう。 

b 担当者所見 

今年度より圏域ごとの実務担当者部会を開催し、今回初めて仙台圏域での部

会を行った。講師の方に支援の現場の現状や地域協議会のあり方、課題等を講

演いただき、地域協議会としての役割を再認識できたことと思料する。また、

各機関の活動内容や課題等を共有することにより、顔の見えるネットワークづ

くりを進め、今後各機関が支援を進める上で横の連携の強化が図れたものと考

える。 

 

（ｳ）第３回 

a 研修会の狙い 

今年度より各圏域において実務担当者部会を開催することとした。協議会の

構成機関のほか、各市町村や地域で若者への支援活動を行っている団体等に参

加いただくことにより、行政機関やそれぞれの地域において活動している支援

団体の活動状況を把握し、顔の見える関係づくりやネットワークの構築に役立

ててもらう。 
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b 担当者所見 

 今年度より圏域ごとの実務担当者部会を開催し、今回初めて登米・気仙沼圏

域での部会を行った。講師の方にひきこもり支援の現場の現状や各機関との連

携のあり方、課題等を講演いただき、それぞれの機関の役割や課題を再認識で

きたことと思料する。また、各機関の活動内容や課題等を共有することによ

り、顔の見えるネットワークづくりを進め、今後各機関が支援を進める上で横

の連携の強化が図れたものと考える。 

 

（ｴ）第４回 

a 研修会の狙い 

 今年度より各圏域において実務担当者部会を開催することとした。協議会の

構成機関のほか、各市町村や地域で若者への支援活動を行っている団体等に参

加いただくことにより、行政機関やそれぞれの地域において活動している支援

団体の活動状況を把握し、顔の見える関係づくりやネットワークの構築に役立

ててもらう。 

b 担当者所見 

今年度より圏域ごとの実務担当者部会を開催し、今回初めて大崎・栗原圏域

での部会を行った。講師の方に支援の現場の現状や地域協議会のあり方、課題

等を講演いただき、地域協議会としての役割を再認識できたことと思料する。

また、各機関の活動内容や課題等を共有することにより、顔の見えるネットワ

ークづくりを進め、今後各機関が支援を進める上で横の連携の強化が図れたも

のと考える。 

 

（ｵ）第５回 

a 研修会の狙い 

 今年度より各圏域において実務担当者部会を開催することとした。協議会の

構成機関のほか、各市町村や地域で若者への支援活動を行っている団体等に参

加いただくことにより、行政機関やそれぞれの地域において活動している支援

団体の活動状況を把握し、顔の見える関係づくりやネットワークの構築に役立

ててもらう。 

b 担当者所見 

 今年度より圏域ごとの実務担当者部会を開催し、今回初めて大崎・栗原圏域

での部会を行った。講師の方に支援の現場の現状や地域協議会のあり方、課題

等を講演いただき、地域協議会としての役割を再認識できたことと思料する。

また、各機関の活動内容や課題等を共有することにより、顔の見えるネットワ

ークづくりを進め、今後各機関が支援を進める上で横の連携の強化が図れたも

のと考える。 
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(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 今年度の取組の成果 

これまで代表者会議及び実務担当者部会ともに県全域を対象として運営してきた

が、今年度は各圏域において実務担当者部会を開催し、地域での活動内容や課題等を

共有することにより、顔の見えるネットワークづくりを進め、今後各機関が支援を進

める上で横の連携の強化が図れたものと考える。 

 

イ 今後の課題 

平成 28 年度に行った「市町村子ども・若者支援実態調査」において地域協議会設

置を検討していると回答のあった市町村に対してヒアリングを行ったが、設置に向け

て動いている自治体は現時点ではない。平成 30 年度には宮城県子ども・若者支援地

域協議会の連携機関として、石巻圏域に「子ども・若者総合相談センター」を設置す

ることしており、今後、石巻圏域での事業実施状況を確認しながら、他の地域の実情

を踏まえて、事業の在り方を検討していく。 
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 ２ 埼玉県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

総務省の国勢調査によると、埼玉県の 30 歳未満の人口は平成２年の 277 万人をピ

ークに減少し、平成 27 年は 201 万人となっている。総人口に占める 30 歳未満人口の

割合は、昭和 50 年代に 50％を割って、平成 27 年には 27.7％に低下している。 

県内には 63 市町村があるが、子ども・若者支援地域協議会を設置しているのは、

さいたま市と上尾市のみである。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

困難を抱える子供・若者を切れ目なく支援するためには分野横断的な連携が必要な

ことから、地域における支援関係者を対象に研修会を開催し、子供・若者問題に関する

教育・福祉・保健・立ち直り等など様々な分野での理解の向上及び関係機関の連携の促

進を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）子ども・若者育成支援推進法に基づく計画である「埼玉県青少年健全育成・支援

プラン」の改訂 

（ｲ）庁内の横断的な連携 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

（ｱ）市町村への情報提供 

青少年行政主管課長会議等で、子ども・若者育成支援推進法や本事業についての情

報を提供 

（ｲ）意識啓発 

公開講座を開催し、青少年の育成・支援に携わる関係者の意識を啓発 

（ｳ）上尾市との連携 

本事業に参加している上尾市と連携 

（ｴ）市町村並びに地域で相談援助活動に従事する機関及び団体への支援に関すること 

（ｵ）市町村の意向把握 

協議会設置の意向等について照会し、県内市町村の状況を把握 

 

イ 今後の課題 

未設置市町村に対し、協議会設置の機運を醸成すること 
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(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月 31 日 最近のいじめの特徴と

対応方法－関係の読み

方と早期対応のコツ－ 

埼玉県立大学保健医療福祉学

部・大学院保健医療福祉学研究

科 

教授 東 宏行 

2 12 月５日 青少年とのコミュニケ

ーション術 

埼玉大学 教授 沢崎 俊之 

3 ２月９日 非行少年等立ち直り支

援シンポジウム「少年

の居場所づくり～地域

が支える立ち直り～」 

特定非営利活動法人非行克服支

援センター 

副理事長 春野すみれ ほか 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

子供・若者に関する一つの大きな課題である「いじめ問題」について、青少

年の健全育成に携わる行政や教育、福祉の職員等が理解を深め、いじめの相

談・対応に資することを目的に実施。 

b 担当者所見 

子供・若者に関わる職員は、教育、福祉、人権等多分野にわたっている。し

かし、それらの関係者が現在のいじめの特徴、対応策について共通の問題意識

を持って、一堂に会し、深く学ぶ場面は少ない。このため、本研修会は関係者

が共通認識を形成する貴重な機会となったものと考える。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

非行や不登校、ひきこもりなどの困難を抱える青少年の支援者・保護者を対

象に、「自分も相手も大切にするコミュニケーション」であるアサーションの考

え方や手法について講演していただき、関係者の子ども・若者問題に関する理

解の向上を図るとともに、地域のネットワーク形成、関係機関の連携を促進す

ることを狙いとする。 

b 担当者所見 

講義の中で、「完璧な人間はいない。できない自分も自己受容することが大

事」との言葉があった。また、相手が言葉に出さないこと・出せないことにも

注意して気に掛けていく必要がある、という指摘もあり、参加者が今後困難を

抱える青少年とコミュニケーションをとっていくにあたって重要なヒントにな

ったと思われる。 
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参加者からは「アサーションについてよく理解できた」「具体的なワークが楽

しく分かりやすかった」「今回行ったワークを、子どもたちと一緒にやってみた

い」という感想をいただいた。一方、青少年とのコミュニケーションにどう生

かすかについてもっと深く説明して欲しかったという指摘もあり、今後、研修

会を実施するにあたっての課題としたい。 

 

（ｳ）第３回 

a 研修会の狙い 

非行少年等の立ち直り支援を支える県民や民間団体・企業等の裾野を広げる

ため、非行少年等の厳しい現状や支援の必要性等について理解を深め、県民全

体で非行少年等の立ち直りを支援する機運を醸成する。 

b 担当者所見 

パネリスト、コーディネーターともに、長年、非行少年等の立ち直りに尽力

してきた方たちであり、経験に基づいた言葉に重みがあった。 

非行少年等の立ち直りは短期間で成し遂げられるものではなく、長い時間を

積み重ねていく必要があると感じた。 

また、関係機関や地域の人たちが連携して、子供たちを見守り、支援してい

くことが大切だと痛感した。 

参加者からは「実体験に基づいた話を聞くことができ、心に響いた」「人はや

り直すことができるということを訴えることが大切だと感じた」「レッテルを貼

られている少年たちが安心して生活できる地域であるよう願う」との感想をも

らった。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

県内市町村青少年行政主管課長会議や研修等において、未設置市町村に対して働き

かけを行うとともに、先導的な取組を行う市町村と連携して困難を抱える子ども・若

者支援を進めていく。 
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 ３ 富山県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

（ｱ）状況 

平成 29 年 10 月現在の富山県内の子ども・若者（０歳～39 歳）の人口は約 37 万人

であり、総人口（約 106 万人）の約 35%を占めている。平成 28 年８月に富山県子ど

も・若者支援地域協議会を設置。 

（ｲ）課題 

住民にとって身近な市町村単位での協議会の設置が望まれるが、主管課自体が決

まっていない市町村も多く設置が進んでいない。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

（ｱ）協議会を定期的（年４回）に開催することにより、支援機関同士の信頼の醸成、

連携の円滑化を促進する。 

（ｲ）市町村との連絡会議を開催し、引き続き市町村単位での地域協議会の設置を働き

かける。 

（ｳ）支援機関・団体の周知を図ることにより、悩みのある県民が気負わずに支援機関

とつながれるきっかけづくりを試みる。 

 

ウ 今年度の活動 

協議会３回（うち相談対応部会２回）、研修会４回（うち公開講座２回）、市町村等

連絡会議を開催。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

既存のネットワークを超えた参加機関が、より具体的で詳細な情報を共有すること

で、相談者に対し、より効果的な支援や助言を行う。 

 

イ 主な取組内容 

「相談対応部会」を設置し、実際の支援により近い相談機関で事例検討を行った。 

 

ウ 今後の課題 

市町村における協議会、センターの設置促進が課題である。 
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(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 25 日 「どんな境遇の子ども

も見捨てない！」アウ

トリーチと重層的な支

援ネットワークを活用

した多面的アプローチ 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

代表理事 谷口 仁史 

2 ８月 26 日 「どんな境遇の子ども

も見捨てない！」アウ

トリーチと重層的な支

援ネットワークを活用

した多面的アプローチ 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

代表理事 谷口 仁史 

3 10 月２日 子ども・若者の貧困と

地域づくり 

特定非営利活動法人さいたまユ

ースサポートネット 

代表理事 青砥 恭 

4 ２月 22 日 ふくし相談サポートセ

ンターの取組み紹介 

～子ども・若者支援の

実践を中心に～ 

社会福祉法人 氷見市社会福祉

協議会 森脇 俊二 

（ｱ）第１回、第２回 

a 研修会の狙い 

県・市区町村の職員及び支援機関・団体等を対象に、社会生活を円滑に営む

上での困難を有する子ども・若者への支援方法について理解を深めるための研

修会を開催する。 

また、一般公開し、NPO 法人をはじめとする県内支援団体を紹介することによ

り、支援団体及び相談窓口についての周知を図る。 

b 担当者所見 

講演では、アウトリーチによる支援や、家族を含めた伴走型の支援等につい

て、パワーポイントを用いて、事例や支援に関する映像を交えて、わかりやす

く説明していただいた。 

当日は一般向けにも公開したが、一般の参加者も、熱心に聞き入っており、

積極的に質問されるなど、関心の高さがうかがえた。 
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（ｲ）第３回 

a 研修会の狙い 

不登校・中途退学・経済的困窮など、社会生活を円滑に営む上での困難を有

する子ども・若者の支援のあり方について学ぶ。 

b 担当者所見 

講演では、さいたまユースサポートネットの取組みについてパワーポイント

を用いて、現場の画像を交えてわかりやすく説明していただいた。 

若者支援の必要性を、急激に少子化が進む日本の将来を見据えた観点から、

いろいろな事例やデータに基づいて説明していただいたことで、若者が孤立

化、貧困化しないための支援の重要性について理解が深まったと思う。 

 

（ｳ）第４回 

a 研修会の狙い 

氷見市が福祉の総合相談支援窓口として設置している「ふくし相談サポート

センター」は、生活困窮者自立支援事業などを活用した支援窓口であるが、不

登校やひきこもりなど困難を有する子ども・若者についての相談にもワンスト

ップで対応している。 

本研修会では、同センター設置の経緯や、支援事例について説明していただ

き、市町村における支援の在り方について学ぶ。 

b 担当者所見 

氷見市において、福祉介護課、子育て支援課、氷見市社会福祉協議会が官民

協働で行う「福祉の総合相談支援窓口」として設置した「ふくし相談サポート

センター」は、ニート、ひきこもり、不登校などの困難を有する子ども・若者

についての相談にも対応していることから、子ども・若者育成支援推進法にお

ける子ども・若者総合相談窓口としての機能を有していると感じた。 

氷見市の取組みは、生活困窮者自立支援制度や多機関の協働による包括的支

援体制整備事業などの事業を活用していることがわかり、他市町村における今

後の取組みの参考になったのではないかと感じた。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 ２月 22 日 子ども・若者支援に係る市町村等連絡会議 

（ｱ）第１回 

a 連絡会議の狙い 

市町村子ども・若者育成支援主管課の担当職員を対象に、来年度の内閣府

「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」と「子ども・若者支援地域
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協議会」、「子ども・若者総合相談センター」についての説明を行い、事業への

参加を呼びかけるとともに、市町村における協議会及びセンターの設置促進を

図る。 

b 担当者所見 

市町村からの要望に基づき、地域ネットワークのモデルを提示したが、今後

は地域ごとに研修を行うなどして地域の支援者同士が集まって、顔の見える関

係づくりが必要なのではないかと感じた。 

 

ウ 視察 

回数 日程 視察先 

1 10 月 25 日 山形県子ども・若者支援地域協議会、山形県若者相談支援

拠点 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

山形県担当者から 

（a）子ども・若者支援地域協議会や研修会の開催状況と開催内容 

（b）山形県若者相談支援拠点の設立経緯 

（c）予算及び運営状況 

について説明を受けるとともに、関係する資料の提供を受けた。 

また、山形県若者相談支援拠点（認定特定非営利法人発達支援研究センター）

において、センター職員から 

（a）施設内の設備や取組み 

（b）若者相談支援拠点事業の取組みや効果 

（c）利用者の状況 

についての説明を受けるとともに、関係する資料の提供を受けた。 

b 担当者所見 

山形県担当者からは、子ども・若者支援地域協議会の運営等について詳細に

説明していただいたほか、市町村単位で設置するにあたっての問題点について

説明していただいた 

山形県では総合相談センターとしての位置づけではないが、県内４地域６箇

所において、NPO 等の民間団体に委託する形で若者相談支援拠点を設置してお

り、当県における NPO を活用した支援を検討するうえでとても参考になった。 

また、実際に若者相談支援拠点を見学させていただいたが、この NPO 法人は

サポートステーションの受託団体でもあり、若者相談支援拠点で行っている居

場所事業とサポートステーションのような就労に結びつける活動の連携がよい

効果を生みだしていると感じた。 
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(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

本年度の協議会では、実際の支援により近い相談機関で構成される「相談対応部会」

を設置することで、相談対応事例について深く協議することができるようになった。 

市町村における協議会、総合相談センターの設置が今後の課題である。 
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 ４ 長野県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

（ｱ）現状 

県内を４地域（東信・中信・北信・南信）に分けて、地域ごとに子ども・若者支

援地域協議会を設置し、困難を有する子ども・若者の支援を実施。【東信：H24、中

信・北信：H28、南信：H29】 

（ｲ）課題 

a 全地域に設置されているものの、構成機関等に認識が十分に浸透していない地

域もある。 

b 地域を超える支援について、十分な連携体制がとれていない。 

c より多くの支援を行うために、事務局や構成機関、支援者等のスキルアップが

求められる。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

（ｱ）各地域内で意識共有や事例共有等を図り、構成機関同士の連携体制を強化する。 

（ｲ）各地域の事務局同士の意識共有や事例共有を図り、地域間での連携体制を構築・

強化する。 

（ｳ）様々な支援事例を共有し、各支援者のスキルアップを図る。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）全体調整会議の開催（各地域１回） 

（ｲ）個別ケース会議（随時） 

（ｳ）講習会の開催 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

福祉、保健・医療、雇用、教育、矯正・更生保護、民間団体等の様々な分野の支援

機関が参画し、複雑な困難を有する子ども・若者に対して効果的に連携しながら支援

を行う。 

 

イ 主な取組内容 

全体調整会議の開催、個別ケース検討会議の開催等 

 

ウ 今後の課題 

協議会に対する認知度の向上、協議会による支援事例の蓄積 
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(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月２日 動物を介在させた支援

事例について 

 

社会的自立に向けた支

援事例について 

長野県動物愛護センター 

松澤 淑美   

 

特定非営利活動法人 侍学園ス

クオーラ・今人 

岡野 良太 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

ニート、ひきこもりや発達障がい等の社会生活を円滑に営む上での困難を有

する子ども・若者の支援者同士の相互理解や連携を促進するために、支援団体

が日ごろ取り組む子ども・若者支援の事例を共有する機会とする。 

b 担当者所見 

（a）長野県動物愛護センターの取組について 

同センターが実施する動物を介在させた不登校生徒の支援は、ただ動物と触

れ合いをさせるだけではなく、精神科医監修のもとに作成した支援プログラム

を提供している。こういった取組は全国的にも珍しく、長野県が有する貴重な

支援の資源である。 

（b）特定非営利活動法人侍学園スクオーラ・今人の取組について 

同法人が運営する自立支援の場は、社会生活や学校生活でつまずいてしまっ

た若者を年齢無制限に受け入れている。学校形式で生徒が入学してくるが、学

習支援を行うのではなく、自己理解を深めたり人とのコミュニケーションの在

り方や社会で生きていくための基本的な知識について教えており、一般的なフ

リースクールとは異なっている。また、卒業のタイミングを本人が決めるとい

うことも一つの特徴である。 

 長野県の民間支援団体として先駆的であり、独自の支援ノウハウが確立され

ている。行政としては、子ども・若者支援を行っていく上で積極的な連携を図

っていく必要がある。 

 

イ 支援機関マップの作成 

子ども・若者支援地域協議会の周知や構成機関同士の相互理解を促進するために、

子ども・若者支援地域協議会の概要、成果及び構成機関の情報等が掲載された「長野

県子ども・若者サポートネット（子ども・若者支援地域協議会）ガイドブック」を

1,000 部作成した。作成した支援機関マップは、構成機関に配付するとともに、支援

対象者の目に触れる場所等に掲出した。 



22 
 

ウ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 14 日 栃木県人権・青少年男女参画課、栃木県子ども若者・ひき

こもり総合相談センター など 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

聞取事項 

（a）栃木県庁 

  ・ ポラリス☆とちぎの運営体制（職員、勤務状況、職種） 

  ・ ポラリス☆とちぎ運営に係る予算額及び財源 

      ・ ひきこもり支援センターと子ども・若者総合相談センターを併設したこ

とによるメリット及びデメリット 

      ・ 国の財源により運営するひきこもり支援センターについて、国へ実績等

を報告する際には、子ども・若者総合相談センターとの棲み分けをどのよ

うにしているか。 

（b）栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター（ポラリス☆とちぎ） 

  ・ 相談受付の状況（年齢、内容） 

      ・ ひきこもり支援センターとして扱うケースと子ども・若者総合相談セン

ターとして扱うケースの比重はどれぐらいか。また、両センターの棲み分

けをどのようにしているか。 

  ・ ポラリス☆とちぎにおける支援フロー 

  ・ 子ども・若者支援地域協議会につながった場合の支援の例 

  ・ 犯罪が絡んだ場合の支援の例 

  ・ 発達障がいの傾向にあるが障害者手帳を所持していない方（ボーダーラ

インの方）はどのように支援しているか。その場合、「障害者の雇用の促

進等に関する法律」に基づく障害者就業・生活支援センターとの棲み分

け・連携はどのように行っているか。 

  ・ 運営上、直面している困難や課題 

（c）高根沢町ひよこの家 

  ・ 運営はどのように行っているのか。（職員、職種等） 

  ・ 現在の利用者の状況（人数、学齢） 

  ・ 年間の取組内容 

      ・ 利用者のうち義務教育を修了した生徒のその後の状況（進学、就職、家

居等） 

      ・ 「教育機会確保法」が制定された中で、運営実態や運営の方向性に変化

等はあるか。 

・ 運営上、直面している困難や課題 
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b 担当者所見 

（a）子ども・若者総合相談センターの必要性について 

・ 子ども若者の悩みに関する全ての相談をワンストップで相談できるの

は、支援対象者にとって分かりやすく、相談の敷居が低い。それによっ

て、早期発見・対応が可能になると考えられる。 

・ また、栃木県の場合はセンターの相談員が自ら支援者として動くことも

できるので、つなぎ先が明確でない場合であってもフレキシブルに対応す

ることが可能である。 

・ 栃木県はセンターの方が比重が大きく、子ども若者支援地域協議会で対

応するケースは全体の１割程度である。 

・ 長野県の場合は、４広域ごとに子ども若者支援地域協議会を設置してお

り栃木県と状況が違うので、財源的な制約も含めてセンター設置の必要性

や運営形態を検討する必要がある。 

（b）ひきこもり支援センターと子ども・若者総合相談センターの併設について 

・ 両センターは支援対象の重複部分が大きいため、支援対象者や支援機関

からすると併設されていたほうが分かりやすい。 

・ 栃木県の場合は、立ち上げ時にひきこもりを担当する部と子ども・若者

支援を担当する部の横の連携がなされていた。 

・ 長野県の場合は、子ども若者支援地域協議会の構成機関としてひきこも

り支援センターを持つ精神保健福祉センターが参画しているが、今後さら

なる連携が必要である。当県に子ども・若者総合相談センターを設置する

ことを検討する際には、栃木県のようにひきこもり支援センターとの連携

についても併せて検討する必要がある。 

・ また、困難を有する子ども・若者の支援は子ども・若者施策とひきこも

り支援施策・就労支援施策・障害者支援施策等が一体的に連携して行われ

るべきものである。現状では内閣府と厚生労働省で所管が分かれている

が、両府省連携のもと一体的な支援ができるよう全体図を示していくべき

テーマであると考える。 

（c）ひよこの家について 

・ フリースクールなどの不登校生徒の居場所の在り方を検討する際の材料

としたい。 
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(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 講習会の開催を通して、県内の子ども・若者支援事例の共有が図られ、横の連携が

促進された。 

イ 他県の先進事例を視察することで、当県の子ども・若者支援地域協議会のあり方に

関する検討素材とすることができた。 

ウ 子ども・若者支援地域協議会の周知や構成機関同士の相互理解を促進するために、

子ども・若者支援地域協議会の概要等が掲載された支援機関マップ「長野県子ども・

若者サポートネット（子ども・若者支援地域協議会）ガイドブック」を 1,000 部作

成・配付した。 

エ 今後は、作成した支援機関マップの活用等を通して子ども・若者支援地域協議会の

周知を図り、支援事例の蓄積を進める。さらに、蓄積された支援事例のフィードバッ

クを行うことで、子ども・若者支援地域協議会の活性化を図り、困難を有する子ど

も・若者の社会的自立を促進する。 

 

 

  



25 
 

 ５ 愛知県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

本県では、住民により身近な市町村における子ども・若者支援地域協議会の設置を

促進しており、県はそのバックアップを行うという体制で取り組んでいる。現在、11

市で協議会が設置されている。 

しかしながら、さらなる設置促進には苦慮しているところであり、今後、未設置の

市町村にいかに働きかけていくかが課題である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

協議会設置市を中心とした連絡会議を開催し、情報交換、情報共有、相互理解を深

めながら、設置済協議会のさらなる充実を図るとともに、研修会の開催により、協議

会のメリット、複数機関の連携の大切さを共有し、未設置自治体が設置を検討するき

っかけを提供する。 

 

ウ 今年度の活動 

子ども・若者の総合支援、ネットワーク整備の必要性、重要性を広く県民に訴える

ため、シンポジウムを開催する。 

また、子ども・若者育成支援推進法に基づく新たな県計画策定に向けて、有識者会

議及び生活実態・意識調査を実施する。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 取組状況 

（ｱ）未設置市町村を対象に設置検討・予定状況調査を実施し、その結果をもとに、必

要に応じて戸別訪問、地域協議会のメリット等を説明している。 

（ｲ）機会を捉えて既設置市や関係団体とできる限りの接点を持ち、顔の見える関係作

りに努めている。 

 

イ 今後の課題 

（ｱ）地域協議会のさらなる設置促進をいかに進めるか、県・既設置協議会・関係団体

の連携や情報共有をいかに深め、築いた関係を継続していくか。 
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(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 30 日 子ども・若者支援地域

協議会既設置自治体に

よる実践報告 

 

子ども・若者地域支援

協議会立ち上げ・運営

上のポイント 

豊田市若者支援地域協議会 

豊川市子ども・若者支援地域協

議会 

 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

2 １月 30 日 第 2回子ども・若者支

援担当者研修会 

一般社団法人草の根ささえあい

プロジェクト 

代表理事 渡辺ゆりか 

NPO 法人起業支援ネット 

代表理事 久野美奈子 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

（a）県内各市町村における子ども・若者支援地域協議会の設置促進 

（b）地域協議会未設置自治体に対しては支援ネットワーク構築に向けた意識の

醸成を、また地域協議会既設置自治体に対しては効果的な運営の促進を図

る。 

b 担当者所見 

（a）既に地域協議会と総合相談センターを立ち上げている自治体からの実践報

告及び意見交換を通して、子ども・若者支援の現状と課題を共有することが

できた。 

（b）講師は「子ども・若者支援地域協議会体制整備モデル事業」や「子ども・

若者総合相談センターに関する調査」等に携わっており、地域協議会の設置

や運営について、自治体の悩みを一緒に解決してきた経験から、非常に具体

的な話を聴くことができた。 

（c）地域協議会設置済自治体、未設置自治体だけでなく、民間支援団体や国・

県機関等、幅広い参加者が集まり、それぞれの立場で、地域協議会の設置意

義や設置後の運営の方向性等についての理解が深まった。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

（a）県内各市町村における子ども・若者支援地域協議会の設置促進 
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（b）地域協議会未設置自治体に対しては支援ネットワーク構築に向けた意識の

醸成を、また地域協議会既設置自治体に対しては効果的な運営の促進を図

る。 

b 担当者所見 

（a）既に地域協議会と総合相談センターを立ち上げている自治体からの活動報

告及び意見交換を通して、子ども・若者支援の現状と課題を共有することが

できた。 

（b）名古屋市子ども・若者総合相談センターにおける地域のネットワークを活

用した支援の実例や、コンソーシアムによる特徴的な運営方法について、具

体的な話を聴くことができた。 

（c）地域協議会設置済自治体、未設置自治体だけでなく、民間支援団体や国・

県機関等、幅広い参加者が集まり、それぞれの立場で、地域協議会及び総合

相談センターの設置意義や設置後の運営の方向性等についての理解が深まっ

た。 

 

イ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 31 日 市町村における地域協

議会設置に向けて 

日本福祉大学 

名誉教授 竹中 哲夫 

2 10 月 16 日 市町村における地域協

議会設置に向けて 

日本福祉大学 

名誉教授 竹中 哲夫 

3 12 月 15 日 市町村における地域協

議会設置に向けて 

日本福祉大学 

名誉教授 竹中 哲夫 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

愛知県内において地域協議会を設置している市町村は、平成 29 年４月時点

で、54 市町村中 11 市であり、現在、２市１町が地域協議会設置に向けて検討中

である。その他市町村についても地域協議会の設置を促しているが、なかなか

進まない状況である。 

また、既設置協議会においても、学校との連携、会議の形骸化等の課題を抱

えていることから、地域協議会の設置促進及び既設置協議会のフォローアップ

について検討する。 

b 担当者所見 

地域協議会設置を進めるため、以下のような問題提起・提案等を受けること

により、県としての課題を整理するとともに今後の方向性をつかむことができ

た。 
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（a）地域協議会の意義の再検討が必要である。各地の先進的と言われる自治体

だけではなく、人口規模の似通った自治体の実践を知ることも必要である。 

（b）地域協議会の理念的な問題、真に有効な仕組みであるかどうかの問題な

ど、原理・原則的な理解を深め、自治体各部局で共有する。それぞれの市町

村にふさわしい協議会の中心的ミッションを立てることにより、協議会設置

の意義を鮮明にする。 

（c）協議会開催時の運営を一層工夫する必要がある。各参加団体が、自己の支

援施設運営の勘所について整理し報告することも大切である。 

（d）愛知県内外（近接自治体など）地域協議会の設置・運営経験者による「助

言者チーム」を結成し、設置予定あるいは検討予定などの市町村に派遣し、

「協議会設置に関する懇談会」などを開催する。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

愛知県内において地域協議会を設置している市町村は、平成 29 年４月時点

で、54 市町村中 11 市であり、現在、２市１町が地域協議会設置に向けて検討中

である。その他市町村についても地域協議会の設置を促しているが、なかなか

進まない状況である。 

また、既設置協議会においても、学校との連携、会議の形骸化等の課題を抱

えていることから、地域協議会の設置促進及び既設置協議会のフォローアップ

について検討する。 

b 担当者所見 

（a）調査項目の中に、管内の支援団体の把握状況を追加することにより、地域

協議会形成の基本作業の一部が達成される市町村があると期待される。 

（b）調査により明らかになった地域協議会に関する課題は、設置市における課

題であると同時に本県にとっての課題でもあると捉え、未設置の市町村に対

して設置を働きかける際にも念頭においておきたい。 

（c）重層的、継続的支援を担う支援者及び民間団体を養成・確保することは重

要な課題であるが、養成した人をどのように活用するのかという点で難しさ

がある。 

（d）子ども・若者支援に専門的に対応する人を視野に入れるのか、あるいはボ

ランティア的に関わる人を視野に入れるのかによって検討内容が変わってく

る。 

（e）地域協議会のような包括的な子ども・若者支援ネットワーク組織において

は、ユニバーサルアプローチとターゲットアプローチが連携ないしは統合さ

れることが自然であり望ましい。 
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（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

愛知県内において地域協議会を設置している市町村は、平成 29 年４月時点

で、54 市町村中 11 市であり、現在、２市１町が地域協議会設置に向けて検討中

である。その他市町村についても地域協議会の設置を促しているが、なかなか

進まない状況である。 

また、既設置協議会においても、学校との連携、会議の形骸化等の課題を抱

えていることから、地域協議会の設置促進及び既設置協議会のフォローアップ

について検討する。 

b 担当者所見 

（a）県内で既に設置されている協議会の運営状況や取組みをまとめて、未設置

市町村へ情報提供することで、協議会及び総合相談センターの設置に向けて

検討する際の参考とする。また、既に協議会を設置している市にとっても、

他市の取組みを参考にすることで、協議会及び総合相談センターの更なる機

能強化につなげることができる。 

（b）ハンドブックは、内閣府の「子ども・若者支援地域協議会設置・運営指

針」を愛知県版に再編集し、チェックポイント等をさらに具体化することに

より、協議会設置に至る過程や課題について、市町村の担当者がイメージし

やすくする。 

 

ウ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 22 日 神奈川県立青少年センター 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

子ども・若者支援に関して、神奈川県及び愛知県の取組、現状と課題につい

ての意見交換 

神奈川県立青少年センターの見学 

（a）神奈川県子ども若者支援連携会議について 

・ 連携会議の設置に至った経緯、運営状況 

・ 連携会議設置による効果及び課題 

（b）かながわ子ども・若者総合相談センターについて 

  ・ 運営体制、職員配置、予算措置状況 

・ 相談件数と対前年度における増減の状況、支援対象者の年齢層の傾向 

  ・ 県内市町村における既存の相談窓口、支援ネットワーク等との連携状況 

  ・ スタッフのスキルアップを目的とした取組 
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（c）市町村における協議会設置に向けての取組について 

・ 県内市町村における地域協議会設置の動き 

  ・ 未設置市町村に対する協議会設置促進のための働きかけや支援 

  ・ 子ども・若者支援の担い手育成を目的とした取組 

（d）広報啓発事業について 

・ 子ども・若者支援について、広く一般向けに実施している普及・啓発事

業 

b 担当者所見 

（a）神奈川県は NPO 活動が盛んであり、子ども・若者支援に関しても民間団体

主導で実践されてきたという経緯がある。行政は民間団体との協働にあた

り、予算面及び信用確保の面でサポートしている。 

（b）平成 25 年５月に設置した「神奈川県子ども・若者支援連携会議」を、平成

29 年 10 月に、子ども・若者育成支援推進法に基づく地域協議会として位置

付けた。 

（c）連携会議は、全体会議と５地域のブロック会議で成っており、地域ブロッ

ク会議では、先進事例発表やグループディスカッション等を実施することに

より、市町村及び関係機関同士が顔の見える関係を構築することができるよ

う工夫されている。 

（d）総合相談センターは、ひきこもり地域支援センターとしての機能も併せも

っている。愛知県のひきこもり地域支援センターは健康福祉部が所管してい

るが、神奈川県においては当初から青少年部局が所管しており、総合相談セ

ンターをスムーズに設置することができた。 

（e）総合相談センターは、神奈川県立青少年センター内に設置されている。青

少年センターは、ひきこもり・不登校支援、指導者人材育成、科学体験活動

支援、舞台芸術活動支援の４つの柱で事業に取り組んでおり、青少年の居場

所としての機能を有している。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

研修会において、既設置協議会の実践報告を取り入れたことにより、協議会の運営方

法や成果等について具体的に伝えることができた。また、研修会終了後に自治体同士の

交流が生まれる様子を感じることができた。 

今後もネットワークの必要性等の周知、交流の場を創出するため、継続的に連絡会

議、研修会等を開催していきたい。 

また、協議会を設置することにより、関係機関同士のネットワーク形成などにおいて

効果がある一方、義務教育修了後の進路未定者に関する情報共有・切れ目のない支援、   

協議会の運営や支援に要する人材、財源の確保等の課題もある。 
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協議会未設置の自治体においては、予算・人員・所管内容の点から役場内に担当部署

を設置するのが難しい、関係機関・団体等との連携や役割分担が難しい、地域に協議会

の担い手となる機関や人材が不足しているといった課題が挙がっている。 
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 ６ 滋賀県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

子ども・若者支援の状況として、福祉、保健、医療、教育、健全育成、非行防止、

労働等の各分野で様々な機関が子ども・若者に対する相談、支援を行い、一定の成果

を上げているが、支援対象の年齢や各機関の業務範囲の壁などにより、支援が中断す

るケースが散見される等の課題があり、子ども・若者支援に対する切れ目のない支援

が必要な状況にある。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

（ｱ）研修会等に市町および関係機関に参加を呼び掛け、地域における子ども・若者の

現状や課題を共有する。 

（ｲ）本年４月より開設した「滋賀県子ども・若者総合相談窓口」を窓口として、他分

野の支援機関との連携を強化し、より早期から、より幅広い子ども・若者問題への

対応を行う。 

 

ウ 今年度の活動 

今年度は実務者会議の開催等を通して関係機関等との連携強化を図ると同時に、市

町レベルでの地域協議会設置地域が少ないことから、引き続き研修会等を通して市町

への設置呼びかけと支援を行っていく。 

また、今年度新たに開設した「滋賀県子ども・若者総合相談窓口」の関係機関への

周知と効果的な運営を図る。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 取組状況 

平成 28 年３月に協議会を立ち上げており、代表者会議（年１回）と実務者会議

（年３回）の二層構造で運営している。構成機関間の情報交換や連絡調整、相互連携

や協力、調査・研究および広報・啓発、市町の協議会設置運営の技術的支援を行って

いる。 

 

イ 今後の課題  

平成 28 年３月 23 日に第１回の代表者会議を開催した。実務者会議については、１

年目の昨年度は顔の見える関係づくりに努め、市町への情報提供や啓発を行った。２

年目の今年度は、子ども・若者の現状や課題に対する認識や連携のイメージを共有、

ネットワークの強化を図った。 
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ウ 今後の課題 

関係機関とのネットワークが強化されるとともに、子ども・若者の課題においては

総括的・総合的な支援が必要であること、切れ目のない支援が必要であることは共有

できている。しかし、市町における協議会・総合相談窓口設置はまだ４市に留まって

おり、今後設置に向けた更なる働きかけが必要である。また、協議会のありかたを見

直し、市町における取組の支援にも力を入れていく必要がある。市町と県の役割の違

いの明確化や、子ども・若者支援を通じての地域づくり、市民活動の育成も課題とな

っている。次年度は協議会を三層構造化し、個別会議を取り入れ、個別ケースについ

て具体的に検討できる場を持ちたい。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 24 日 現代の若者の実態～な

ぜ今、子ども・若者支

援なのか 

 

子ども若者支援に関す

る総論 

滋賀県立大学 

准教授 原 未来 

 

 

立命館大学 

教授 山本 耕平 

2 11 月 10 日 滋賀県要保護児童対策

連絡協議会ネットワー

クとの違いについて 

立命館大学 

教授 山本 耕平 

 

滋賀県立大学 

准教授 原 未来 

3 ２月９日 平成 29 年度滋賀県子ど

も・若者支援地域協議

会実務者会議（第３

回） 

立命館大学 

教授 山本 耕平 

 

滋賀県立大学 

准教授 原 未来 

4 ３月２日 滋賀県子ども・若者支

援地域協議会 代表者

会議 

立命館大学 

教授 山本 耕平 

 

滋賀県立大学 

准教授 原 未来 
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（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

昨年度は、様々な分野から、子ども若者支援は包括的に行う必要があるとの

報告を頂き、市町の支援者への情報提供や啓発を行った。最終回は事例を通し

て、子ども若者総合相談窓口に期待される役割と、地域で行う必要がある役割

についてディスカッションを行い、総合相談窓口と連携しながら市町としての

役割が必要であることを考えてもらう機会とした。 

今年度は、初回は各市町の担当が異動したところも多く、積み上げが十分で

ないため、再度、子ども若者支援に関する総論と、子ども若者総合相談窓口の

４月からの活動報告を行った。 

b 担当者所見 

グループワークでは、それぞれが所属する支援機関の得意とする支援分野

と、連携についての課題について発表してもらい共有した。連携についての課

題として多く挙がっているテーマは、「見通しを持った支援をどこがコーディネ

ートするか」、「法定協議会が乱立して子ども若者の支援が分断されてしまって

いる」、「支援機関同士の役割分担と連携の難しさ」、「マンパワー不足」、「関係

機関調整の大変さ」等が挙げられた。 

また、次回以降に話し合いたいことの内容については、「滋賀県要保護児童対

策連絡協議会（以下、要対協とする。）について個人情報の保護と活用がうまく

できていない感じがある事」、「要保護・要支援だった子どもたちのフォローの

状況」、「家族への支援について」、「子ども・若者支援地域協議会の効果的な運

営方法や先進事例について」等が挙げられた。 

市町の支援機関の状況によって、体制整備についての課題から、具体的・個

別的な支援方法の情報提供を求める声まで、様々な意見が挙げられた。昨年度

に比べて、グループワークの議論が活発であった。 

具体的に子ども若者支援地域協議会を立ち上げている市町もあり、2回目以降

は、協議会の役割の整備やマニュアル作成に向けての話題提供を行う予定であ

る。各市町が地域性に合わせて支援ネットワークを作っていくことをバックア

ップできるよう、まとめていく。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

２回目は、「要保護児童対策連絡協議会」をテーマとした。子ども・若者支援

において、虐待支援に関する知識、要対協の仕組みと法律の理解は必須であ

り、似て非なる「子ども・若者支援地域協議会」との目的や役割の違いを学ん

だ。 
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b 担当者所見 

子ども・青少年局から、子ども・若者支援地域協議会と要対協との法律的な

違いや構成メンバー等制度的な説明があり、関係イメージのポンチ図が示され

た。具体的に、虐待対応に関して児相や市町の役割が整理されている現状につ

いての説明や、子ども・若者支援地域協議会と要対協の守秘義務の形の違いを

示し、連携のためのそれぞれの機関ですべきこと等の説明があった。 

高島市子ども若者総合相談の事例を通した発表では、要対協の対象となる若

者に対して、さらに子ども若者ネットワークの中で、生活や学習、社会体験等

様々な支援の広がりが紹介された。 

想定事例を通じて支援を考えるグループワークでは、虐待事例の深刻さから

ほとんどが「介入」「保護」の支援について語られた。高島市の報告のように、

成長発達を支える支援のイメージが出にくかった。スーパーバイザー（以下、

SV とする。）からも、「子ども若者の支援は、もっと夢を語れるような、支援イ

メージが必要」とのコメントがあった。 

今までの福祉や保健の支援イメージは、課題に対応する、変化を避け安定を

維持することであったが、子ども若者の支援は、さらに成長させる、変化をこ

えていく、という動的なイメージも必要となる。次回は、そのような「若者支

援」を目指して活動している団体の活動報告を行う予定である。 

行政のフォーマルなネットワークの中で行われるべき課題や危機へ対応する

支援と、民間等の緩やかなネットワークの中で子ども若者の成長発達を応援す

る支援と両輪の発展と連携を考えていく。 

 

（ｳ）第３回 

a 研修会の狙い 

３回目は、子ども・若者支援を通じた「地域づくり」をテーマに開催した。

若者支援において、虐待や障害福祉等をテーマとした行政のフォーマルなネッ

トワークで行われるべき課題だけでなく、民間・市民活動等の地域における緩

やかなネットワークの中での居場所支援や社会参加が必要であり、また、その

両者の連携を作ることを目的とした。 

SV より、地域づくりと連携についてコメントをいただいた。 

（a）山本 SV 

連携をする意味は、①早期対応について、②課題の分析についての二つの意

味がある。早期対応そのものが、一機関では難しく、そのために地域にネット

ワークがある事が大切である。課題の分析に関しては、リスクだけではなく、

当事者の魅力や可能性はどこかについて把握していく必要があり、これも一機

関では視点が固定される傾向があり、難しい。故に、地域の中でネットワーク



36 
 

が組まれ、必要な時に集まり、議論できるそうした地域づくりが市町の子ど

も・若者支援地域協議会の役割となっていく。 

（b）原 SV 

つながれるタイミングがあるのになぜ支援がつながらなかったのか。虐待

や困窮や不登校や引きこもり等、経年的な連携が必要な課題が子ども若者に

はあり、それは一機関で関わっていくことが難しいため連携が必要になって

くる。タイムリーにキャッチすること、どこにつなげるか、どう関わるか、

様々な支援機関を知ってネットワークを組んでいく必要がある。 

b 担当者所見 

今年度は、実務者会議を３回実施し、子ども・若者にある課題の共通認識、

連携のイメージづくりを行ってきた。次年度以降は、市町への具体的な設置の

働きかけと同時に、県と市町の子ども・若者支援地域協議会の役割の違いの明

確化、子ども・若者支援を通じての地域づくり、市民活動をどのように育む

か、等より具体的な作業が必要になると感じた。 

 

（ｴ）第４回 

a 研修会の狙い 

４回目は、各分野の代表者による「代表者会議」の場を活用して、子ども・

若者支援地域協議会と要対協の連携のあり方や必要性を再確認するとともに、

各市町に対して本年度初めて実施した協議会設置に向けた意向調査について分

析結果を共有し、次年度以降の市町への支援方策について検討を行った。 

b 担当者所見 

（a）今回は、子ども・若者支援地域協議会と要対協との連携について、特に詳

しく取り上げた。それぞれの協議会の支援対象および構成メンバーは重複し

ている部分も多い。それぞれの会議を連続した時間帯に相前後して開催する

等、運営上の工夫が可能であること、また、協議会間の適切な引継ぎや役割

分担の必要性等について解説を行った。改めて、各協議会の目的や役割、そ

して連携の必要性や可能性について、構成員全員で確認することが出来た。 

（b）子ども・若者支援においては、住民に身近な行政主体である市町が果たす

役割が極めて重要であることから、本県では今年度初めて市町向けに協議会

設置に向けたアンケート調査を実施した。アンケート結果からは、現在県内

において新たに協議会設置を検討する市町が無いことが明らかとなった。ま

た、アンケートでは、協議会設置における課題についても聞き取り行ってお

り、「主管する部署が特定できない」、「予算確保が困難」、「人材の確保と育

成が必要」といった意見が多かった。今回の調査結果を受け、市町に対して

県としてどのように協議会設置に向けた働きかけを行っていくべきか改めて

検討が必要である。 
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（c）H29.4 より開設した子ども若者総合相談窓口の 12 月までの相談ケースの状

況を見ると、10 代の相談が増加している。また、自傷・自殺未遂といった深

刻なケースの相談も増加していることから、学校や市町の要対協等との密な

連携が必要となっている。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 ８月 17 日 県内子ども・若者総合相談窓口等の現状について 

2 ９月 22 日 若者支援機関・団体の現状について 

3 12 月 22 日 若者支援機関・団体の現状について 

（ｱ）第１回 

a 連絡会議の狙い 

若者支援にかかる活動の現状や今後の方向性を広域で共有し、顔が見えるネ

ットワークを持つこと、若者支援に関する社会資源を拡充していくことを目的

とする。特に、県・市町窓口や支援機関・団体等が互いにその機能を理解し、

各地域の現状を共有するとともに、協働での事業や社会資源マップづくり等活

動の検討を通じて、滋賀県の若者支援の在り方や新しい社会資源の創造等を行

う。 

b 担当者所見 

センターに設置した「総合相談窓口」の報告を行った。各種団体からは、支

援の必要な若者の掘り起こしを総合相談窓口に期待すること、そして、団体の

活動が適した若者とのつなぎを期待する声が聞かれた。しかし、市町に設置さ

れつつある総合相談窓口とのつながりの薄さを感じている等の声もあった。「若

者支援」を目指しても、それでは補助金等運営に必要な資金を集められない現

状も語られ、多くは障害福祉の「就労移行支援 B」等の事業所として立ち上げて

いるものもあった。しかし、手帳や診断が必要がない若者に対しての支援の場

所の必要性も感じている方も多く、「若者支援」としての資金面での支援も必要

であることを再認識した。 

 

（ｲ）第２回 

a 連絡会議の狙い 

若者支援にかかる活動の現状や今後の方向性を広域で共有し、顔が見えるネ

ットワークを持つこと、若者支援に関する社会資源を拡充していくことを目的

とする。特に、県・市町窓口や支援機関・団体等が互いにその機能を理解し、

各地域の現状を共有するとともに、協働での事業や社会資源マップづくり等活

動の検討を通じて、滋賀県の若者支援の在り方や新しい社会資源の創造等を行

う。 
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b 担当者所見 

それぞれの活動の紹介を通じ、それぞれの活動が何を目的としているのかを

分類し、「働く経験値」「自尊心をあげる」「居場所」「行き先」「何となく楽しい

活動」等のキーワードをあげながら、若者支援の活動の意味について話し合っ

た。現在、子ども・若者の支援といっても、「メンタルヘルス」「就労支援」等

ターゲット・サービスへの偏重がみられ、それらを包括する支援や、若者の

「育ち（ライフステージごとの課題）」を支える支援が乏しい。日々の実践を振

り返り、言葉にしていくことで、若者支援についての共通のイメージを作成し

ていくことが重要であると感じた。 

 

（ｳ）第３回 

a 連絡会議の狙い 

若者支援にかかる活動の現状や今後の方向性を広域で共有し、顔が見えるネ

ットワークを持つこと、若者支援に関する社会資源を拡充していくことを目的

とする。特に、県・市町窓口や支援機関・団体等が互いにその機能を理解し、

各地域の現状を共有するとともに、協働での事業や社会資源マップづくり等活

動の検討を通じて、滋賀県の若者支援の在り方や新しい社会資源の創造等を行

う。 

b 担当者所見 

架空事例について、短期的・中長期的な段階において、それぞれの機関・団

体でどのような支援が可能か、どのような支援や資源があったらいいかという

テーマでグループワークを行った。各機関・団体の実践の独自性や重なり、既

存で足りないものを具体的に話し合うことができた。若者の育ちを支えるため

に、地域に必要な資源や仕組みについてイメージを共有していくことが重要で

あると感じた。 

 

ウ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 29 日 アドバイザーを招いて

の個別ケース検討会議

（事例検討会）の開催 

滋賀県教育委員会・彦根市教育

委員会 スクールソーシャルワ

ーカー 上村 文子 

2 10 月 19 日 アドバイザーを招いて

の個別ケース検討会議

（事例検討会）の開催 

滋賀県立大学人間関係学部 

准教授 原 未来 

3 11 月 17 日 アドバイザーを招いて

の個別ケース検討会議

（事例検討会）の開催 

立命館大学 産業社会学部 

教授 山本 耕平 
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4 12 月 21 日 アドバイザーを招いて

の個別ケース検討会議

（事例検討会）の開催 

そだちと臨床研究会 

代表  菅野 道英 

5 ２月 23 日 アドバイザーを招いて

の個別ケース検討会議

（事例検討会）の開催 

滋賀県立大学人間関係学部 

准教授 原 未来 

a スーパーバイズの狙い ※各回共通 

「彦根市子ども・若者支援地域協議会」を構成する関係機関等の内、個別の

ケースに直接関わりを有している担当者等により構成し、個々の支援について

協議・検討する「事例検討会（個別ケース検討会議）」を、アドバイザーを招い

て開催し、地域における課題等を整理し、当該地域に必要とされる施策等を明

確にしていく。 

 

（ｱ）第１回 

b 担当者所見 

平成 28 年度から本格的に取組みを始めた彦根市での社会生活を円滑に営む上

での困難を有する子ども・若者への支援（彦根市子ども・若者総合相談センタ

ーの開設、彦根市子ども・若者支援地域協議会の設置・運用）について、当該

参加者に知ってもらえた。 

教育や福祉の現場では、もっと困難なケースを抱えていることも、参加者の

意見の中で知ることができた。 

今回の事例検討を通して、関係機関との連携の基礎が少しはできたと思う。 

 

（ｲ）第２回 

b 担当者所見 

平成 28 年度から本格的に取組みを始めた彦根市での社会生活を円滑に営む上

での困難を有する子ども・若者への支援（彦根市子ども・若者総合相談センタ

ー、彦根市子ども・若者支援地域協議会等）について、事例を通してその活動

内容等を当該参加者に知ってもらえた。 

今回検討したのは、若者支援の根幹『本人の願いを引き出して、それが実現

できるように支援する。』を少し実現できた事例であり、地域に色んな若者の居

場所ができるとよいと考えさせられた。 

今回の事例検討会は、前回参加者とは少し違うメンバーであったが、引き続

き関係機関との連携がもっと深まるように取り組んでいきたい。 
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（ｳ）第３回 

b 担当者所見 

今回で第３回目の事例検討会であった。 

まず、「彦根市子ども・若者支援地域協議会」を構成する関係機関等（庁内所

属が中心）の『不登校・ひきこもりに関する現状と課題（調査結果）』を発表し

あって、各機関の情報を共有した後に、２機関より困難事例を提供いただき、

アドバイザーの山本先生より、支援に関する的確なアドバイスをもらった。 

参加者より出た意見で、『ひきこもっている人は、現状の社会からドロップア

ウトした人で、その人たちを再度、そのドロップアウトした社会へ戻そうとす

るのはどういうものか。社会の方で、そういった人たちへの考え方を変えてい

く、そして、その人の生き方を尊重する、そういう働きかけが自分たちには必

要ではないか。そういった議論をしてはどうか。』があった。 

まさしくその通りで、こういった視点も持ちながら、『その人、本人が望む生

活や願いを少しでも実現できるように支援する』ことの必要性を認識できた。 

今回は参加メンバーが減ったが、その分、参加者が『困難を有する子ども・若

者支援の認識や意識の変容等』を深めることができたのではないかと思う。 

 

（ｴ）第４回 

b 担当者所見 

今回で第４回目の事例検討会となった。 

前回に引き続き、まず、「彦根市子ども・若者支援地域協議会」を構成する関

係機関等からの『不登校・ひきこもりに関する現状と課題（調査結果）』の報告

を行い、各機関の支援に関する情報や課題を共有した後に、２機関から困難事

例を提供し、アドバイザーの菅野先生より、支援に関する的確なアドバイスを

もらった。 

参加者からは、調査結果に加え、普段支援を行う中で課題と考える意見がいく

つか出た。 

菅野先生からは、「こういう場での情報交換の大切さ」や「共通課題を提言と

してあげることもできるのでは」、「困難のある子どもたちがそれなりに役割を

もって動ける場所が見つかるといい」、「支援機関や所属を一つの場所にまとめ

るメリットやそのノウハウを教えあうことでも結果がずいぶん違ってくる」と

いったアドバイスをもらった。 

まとめとして、『本人も家族もまずは現状を受け入れる。そこから新たな一歩

が始まる。』ということで共通認識を確認できた。 

今回も参加メンバーは決して多くはなかったが、参加者がそれぞれの課題や意

見を出し合い、共有ができたと考える。 
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（ｵ）第５回 

b 担当者所見 

最終第５回目の事例検討会で、これまで開催してきた事例検討会の振り返り

（まとめ）と、彦根市協議会の課題整理を行った。 

これまでの事例検討を行った内容等について確認した後に、各事例のその後

の経過報告を事例提供機関より行い、事例検討会や協議会において出された課

題や意見の中で、整理や解決を要するものの抽出作業を行った。その後、課題

解決のために協議会でどのように取り組むかの意見交換等を行った。会議の進

行過程の随所で、アドバイザーの原先生より、的確なアドバイスや助言等をも

らった。 

参加者からは、課題のまとめや今後の進め方に関していくつか意見が出た。 

原先生からは、「課題をまとめるうえでのポイント」として、①「仕組みづく

り[支援の入り口部分・アウトリーチの方法・義務教育終了後のつなぎ（福祉と

教育）]」、②「場づくり[活動場所の確保（サロン・日中の場）・選択肢を増や

す方法・何を大事にするか・中間的就労の場つくり等]」、③「社会づくり[社会

をどう変えていくか・若者が生きられる社会づくり・啓発等]」に分けることが

でき、「彦根市としては今後どういうことを見据えて取り組むかを考えては」と

いったアドバイスをもらった。 

まとめとして『協議会に民間の支援団体を巻き込んで、支援マップづくりを

するのも一つの方法、また、支援者同士が、夢を語ったり、こういう体制をつ

くりたいといった話ができる、つながりと連携が必要。協議会がそういう場に

なれば。』ということの共通認識の確認ができた。 

参加メンバーは多くはなかったが、参加者が協議会や地域の課題を認識し、

どのように取り組むとよいかの意見を出し、協議会の方向性の共有が多少なり

ともできたと考える。 

 

エ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 11 日 大人になるっていうこ

とは～今なぜ、子ど

も・若者に支援が必要

なのか～ 

奈良教育大学 学長特別補佐 

教授 生田 周二 

2 10 月３日 自分の性に向き合える

大人になる ～支える

大人は、多様なセクシ

ュアリティに向き合え

ているか～ 

立教女学院短期大学現代コミュ

ニケーション学科 専任講師／

臨床心理士 佐々木 掌子 
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3 11 月 16 日 スマホやネットに関す

る不安が現実になる前

に～大人の先輩として

子どもたちに向き合お

う 

ネット教育アナリスト 

尾花 紀子 

4 11 月 17 日 ひきこもりの支援とは 立命館大学 産業社会学部 

教授 山本 耕平 

5 12 月６日 子どもから大人へ～言

葉・身体・心の育ちを

丸ごと考える～ 

大阪医科大学付属病院発達小児

科 医師 金 泰子 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

子ども若者支援は、子どもと家庭を取り巻く問題に、多分野の支援者が総合

的に関わる必要があり、その支援を効果的に推進するには、子ども・若者支援

に関わる支援者が広い知識を持つことと、何を目的として支援を行うのかとい

う共通理解、そして、各地域にそのことを理解したコーディネータを育成する

ことが必要である。 

講習会は、４回を１シリーズとして行い、第１回目に共通理解となる「子ど

も若者支援について」の総論、２～４回目は子ども若者支援に必要な各論の知

識をそれぞれ取り上げている。全講座に「大人になること、自立をしていくこ

と」を共通テーマとしたタイトルをつけ、様々な側面から成長発達を考えるこ

とをメッセージとした。 

b 担当者所見 

「具体的に支援方法を教えてほしい」という狙いで参加された支援者も多

く、その点では理解しにくかったという感想を持った人もいた。しかし、「総合

的な支援」を行っていくためには、子ども若者の成長や自立についての共通し

た理解やイメージを広めていくことが必要であり、特に、地域でのコーディネ

ーター的な動きを担う支援者にとって必要な内容であったように思う。 

今回は、市町で子ども・若者支援地域協議会窓口を実施している（予定を含

む）４市中、３市からの参加があった。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

子ども若者支援は、子どもと家庭を取り巻く問題に、多分野の支援者が総合

的に関わる必要があり、その支援を効果的に推進するには、子ども・若者支援

に関わる支援者が広い知識を持つことと、何を目的として支援を行うのかとい

う共通理解、そして、各地域にそのことを理解したコーディネータを育成する

ことが必要である。 
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公開講座は、４回を１シリーズとして行い、第１回目に共通理解となる「子

ども若者支援について」の総論、２～４回目は子ども若者支援に必要な各論の

知識をそれぞれ取り上げている。全講座に「大人になること、自立をしていく

こと」を共通テーマとしたタイトルをつけ、様々な側面から成長発達を考える

ことをメッセージとした。 

具体的な内容は、①子ども若者支援の本質、成長発達とは、②LGBT 等性的な

アイデンティティの成長発達について、③インターネットの依存になる前の予

防教育について、④小児期から思春期青年期までの身体も含む成長発達につい

てである。 

b 担当者所見 

（a）グループワーク 

自分自身が働いている現場で見られる LGBT に関連した問題、自分自身の知

識等を４人のグループをつくり、話合い、発表を行った。それぞれのグループ

からは、「LGBT は精神疾患ではないのか」「学校現場でそうした相談をしてく

る子どもたちもいる」「どのように対応したらよいか不安」等の意見があっ

た。 

（b）講義 

LGBT について、基礎知識と、ビデオを用いて、当事者の声を聴いた。 

LGBT の意味と、性同一性障害の違いを整理し、また、「社会的」には、戸籍

で男女がはっきりと二分されている状況が日本にはあるが、「心理的」「生物学

的」にみると、染色体や身体的な発達をみても、はっきり二分できない状況が

あり、「性同一性」「性役割」「性的指向」等をきちんと整理して考える必要が

あることや、小児期の性同一性障害は、成長発達に伴う流動的なものであり、

早期の診断・性の固定した扱いはその子たちの流動的な発達の機会を奪うもの

であるとの説明があった。 

また、特に学校場面での具体的な対応として、マイノリティの支援を考える

より先に、マジョリティの価値観の変化、クラス風土の醸成の必要性について

述べられた。 

（c）質疑応答 

フロアから、質問メモ等で寄せられた質問について答えていった。ホルモン

治療について、手術をしたいという訴えに対しての考え方、薬物依存や自殺の

問題と絡めた具体的な質問が出た。 

（d）追加講義 

発達障害と LGBT についての理解と対応について、スライドを用いて講義し

てもらった（質疑応答からさらに深めて話してもらった）。 
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（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

子ども若者支援は、子どもと家庭を取り巻く問題に、多分野の支援者が総合

的に関わる必要があり、その支援を効果的に推進するには、子ども・若者支援

に関わる支援者が広い知識を持つことと、何を目的として支援を行うのかとい

う共通理解、そして、各地域にそのことを理解したコーディネータを育成する

ことが必要である。 

公開講座は、４回を１シリーズとして行い、第１回目に共通理解となる「子

ども若者支援について」の総論、２～４回目は子ども若者支援に必要な各論の

知識をそれぞれ取り上げている。全講座に「大人になること、自立をしていく

こと」を共通テーマとしたタイトルをつけ、様々な側面から成長発達を考える

ことをメッセージとした。 

b 担当者所見 

相談支援の従来からのやり方では「考えさせる」「待つ」等の手段が多用され

る傾向にある。しかし、最近は、SNS やスマートフォンの利用に関してのトラブ

ルは、犯罪や個人情報流出等、早急な対処がないと子ども若者を危険にさらす

事態が予想される事案が増え、相談対応する人間が必ず知っておかないといけ

ない知識であることを確認した。 

 

（ｴ）第４回 

a 講習会の狙い 

「彦根市子ども・若者支援地域協議会」を構成する関係機関等の職員等を対

象とした、支援力向上を図る講習会（研修会）を、事例検討会（個別ケース検

討会議）に招へいするアドバイザーを講師に迎えて開催し、地域における課題

等の整理、当該地域に必要とされる施策等の明確化につなげる。 

b 担当者所見 

彦根市子ども・若者支援地域協議会における支援に携わる人材養成のための

講習会（研修会）として、「協議会」を構成する関係機関等の職員等を対象とし

て、その支援力向上を図る講習会として開催した。 

まずは、「ひきこもりとは」と基礎的なことから、講師の体験や実際の事例を

もとに、分かりやすく講演してもらった。 

また、『社会生活を営む上での困難を有する』ではなく、『社会生活を営む上

での困難な社会を生きる』子ども・若者への支援であるという、これまでの認

識を改めるような発見の機会をもらえる等、大変貴重な講習会となった。 

これを契機に、各支援機関が互いに連携を図りながら、本市の『子ども・若

者支援』を少しでも向上させることができればと考える。 
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（ｵ）第５回 

a 講習会の狙い 

子ども若者支援は、子どもと家庭を取り巻く問題に、多分野の支援者が総合

的に関わる必要があり、その支援を効果的に推進するには、子ども・若者支援

に関わる支援者が広い知識を持つことと、何を目的として支援を行うのかとい

う共通理解、そして、各地域にそのことを理解したコーディネータを育成する

ことが必要である。 

公開講座は、４回を１シリーズとして行い、第１回目に共通理解となる「子

ども若者支援について」の総論、２～４回目は子ども若者支援に必要な各論の

知識をそれぞれ取り上げている。全講座に「大人になること、自立をしていく

こと」を共通テーマとしたタイトルをつけ、様々な側面から成長発達を考える

ことをメッセージとした。 

b 担当者所見 

先生のご講義では、普段メンタルヘルスの支援者が見落としがちな起立性調

節障害を含む子どもたちの「体」について、丁寧にお話しいただいた。また、

障害を持つ子たちの育ちを亡くなるまで付き添ったエピソードをお聞きする中

で、子ども・若者の育ちのその先を意識する機会となった。 

「子ども若者支援総論」「各論（LGBT、インターネット等、子どもの発達）」

の 4回をパッケージとしてまとめ、様々な分野に啓発を行った。子ども若者の

問題が多岐にわたるため、多くの分野の方に様々な知識を持っていただくこと

を目的とした。参加者は、保健医療の関係者の参加が多く、「障がい」「福祉」

以外の若者支援に必要な知識や視点の啓発が行えたと思う。研修の広報を通じ

「精神保健福祉センター」が企画する研修がメンタルヘルスにとどまらない内

容にあることにインパクトがあるとのご意見もいただいた。子ども若者の「育

ち」を支えるために、広い視野が必要であることの啓発をこれからも継続させ

ていきたいと考える。 

広報の点に関して、４回をパッケージにした案内チラシは、それらの視点が

子ども若者支援に必要であるとの提示として意図していた部分もあるのだが、

参加の計画が立てにくくそれぞれの案内もほしいとのご意見を頂いた。多くの

方にご参加いただくために、今後は、広報の仕方も工夫していきたい。 

 

オ 社会資源マップの作成 

各地域における若者支援にかかる活動の現状を共有するとともに、協働での社会資

源マップづくりを通じて、滋賀県の若者支援のあり方や新しい社会資源の創造につな

げることを目的として行った。  
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「若者冒険マップ 2018 年 ver. ～何かものたりないあなたへ～」として、若者に

関わる支援機関と協働し、中間就労、ボランティア、居場所のカテゴリーで若者が利

用可能な資源一覧を作成した。また若者支援の啓発のため、それらをひきこもり等の

困難を有する若者の相談を実施している自治体窓口等へ配布した。 

 

カ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 30 日 春日井市青少年子ども部こども政策課 

2 １月 30 日 特定非営利活動法人 NPO スチューデント・サポート・フェ

イス 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

春日井市における取り組み等、子ども・若者総合相談と子ども・若者支援地

域協議会について 他 

相談場所等見学 

b 担当者所見 

要対協と子ども・若者支援地域協議会が一つの要綱で規定されており（部会

制）代表者会議を合同で開催しているのが特徴的だった。彦根市よりもかなり

早い時期から子ども・若者支援に取り組んでおられるが、現在は子育て支援の

方に力を入れていた。要対協と子ども・若者支援地域協議会とのケースのつな

ぎについて知りたかったが、現状は要対協から引き続いて子ども・若者総合相

談等で支援しているケースはないということだった。 

子ども・若者総合相談に関しては、中学校を卒業するタイミングで、相談窓

口の案内が掲載されたカードを配るのは良い取組だと思った。電話相談では、

ひきこもり当事者等からの相談は少ないようだが、仕事をする上での悩みを話

したり、心のよりどころにしている人もいるようだった。 

彦根市も要対協との連携は必要不可欠なので、春日井市の要対協の中に子ど

も・若者支援地域協議会が含まれている事例（ケース）は参考になった。要対

協からどのように子どもをつないでいくか、要対協にはかからなかった、義務

教育を終えた後の支援を要する対象者をどう拾い上げていくかが課題だと思っ

た。 

 

（ｲ）第２回 

a 視察内容 

（a）あいさつ、趣旨説明 

（b）説明、解説…スチューデント・サポート・フェイス（Ｓ.Ｓ.Ｆ）の代表理

事である谷口氏から、上記内容および佐賀県子ども・若者支援地域協議会に

関する説明を受けた。 



47 
 

（c）質疑応答…本県の子ども・若者支援における現時点の課題や協議会の設置

状況、構成機関、方向性等について情報交換を行い、アドバイスを受けた。 

（d）事業所見学 

b 担当者所見 

（a）佐賀県の子ども・若者支援地域協議会は、実務者会議を排した代表者会議

とケース会議の２層構造となっており、啓発や広報活動は行っていなかっ

た。現在、本県の協議会は、代表者会議、実務者会議、連絡会議の３層とな

っているが、それぞれぞれの役割、機能について、見直しが必要な時機にあ

るのではないかと感じた（具体的には、実務者会議をこれまで研修会を中心

とした広報・啓発の場と位置付けてきたが、より専門性の高い市町向けの支

援者養成研修とする等）。 

（b）Ｓ.Ｓ.Ｆが行う支援が効果を上げている背景には、アウトリーチ（訪問支

援）を積極的に行う支援体制がある。アウトリーチは、相談者が来所出来な

い場合に有効であるばかりでなく、相談だけでは分からない問題の本質にも

アプローチすることを可能としている。本県においても、窓口を設置してい

る精神保健福祉センターにてアウトリーチを行っており、大いに参考となっ

た。 

（c）Ｓ.Ｓ.Ｆの強みはアウトリーチを中心とした機動性の高い支援体制だけで

はなく、市町や行政、他の支援機関とのネットワークによる連携支援にあ

る。これは、当事者の社会的自立に向けた支援におけるつなぎ機能の重要性

を感じさせるものであった。困難の原因を見極めるアセスメント力と他機関

へのつなぎ能力は総合相談窓口として求められる重要な機能であると改めて

感じた。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 成果 

今年度新たに開設した「滋賀県子ども・若者総合相談窓口」においては、福祉、保

健、医療、教育、健全育成、労働等の様々な分野の関係機関と連携し、子ども・若者

に関する総合的な支援を行っている。若年層の相談の増加や、相談件数の増加が見ら

れ、より早期からの対応、ケースの掘り起こしがなされている。加えて、実務者会議

や連絡会の開催を通して、関係機関等との連携強化が図られ、子ども・若者支援の入

口から出口まで一定のつながりをもった地域のネットワークが構築されつつある。 

また市町に対し「子ども・若者支援地域協議会の設置に向けた調査」を実施し、市

町への設置の呼びかけ、および設置の予定や設置に向けた課題の把握を行った。 
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イ 課題 

「滋賀県自殺対策計画」「滋賀県保健医療計画」等には、「子ども・若者支援地域協

議会」「滋賀県子ども・若者総合相談窓口」等の役割が明記されており、今後、市町

および関係機関に対し、地域における子ども・若者の現状や課題の共有を図り、子ど

も・若者支援地域協議会および子ども・若者総合相談窓口の設置に向けたさらなる働

きかけが必要である。 

また、子ども・若者支援地域協議会および子ども・若者支援を進めていくにあた

り、子ども・若者の生活や困りごとにより近い地域において、支援に携わる行政や関

係機関だけではなく、地域住民、企業等も巻き込んだ包括的な地域づくりを行えるよ

う検討を進めていく必要がある。 
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 ７ 大阪府 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

（ｱ）情報化社会の進展により、子ども・若者が知識を得たり、多様な価値観に触れる

機会が増加したりする一方で、子ども・若者が被害者となったり、人間関係に悪影

響が及ぶ等の新たな課題が生まれており、子ども・若者をめぐる環境が悪化してい

る。 

（ｲ）雇用環境の変化により、非正規労働者が増大し、ニート、ひきこもり等の問題は

深刻化している。 

（ｳ）経済格差の拡大と固定化により、貧困や虐待等の困難な状況にある子ども・若者

の数が増加している。 

（ｴ）家庭や地域における養育力の低下が指摘されており、様々な主体が連携しなが

ら、社会全体で子ども・若者を見守り、育てる必要性が上昇している。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

（ｱ）市町村における子ども・若者支援地域ネットワークの設置を推進するため、合同

研修会及び連絡会議等を開催し先進地域における取組みの共有や、大阪府が作成し

た事例集の積極的な活用を呼びかける。 

 

ウ 今年度の活動 

ひきこもり等困難を有する若者に関するアンケート調査事業を実施し、民生委員・

児童委員が日ごろの活動の中で把握しているひきこもりの実態を把握する。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

庁内の情報共有機関としての役割と専門部会においては民間団体等との情報共有 

 

イ 主な取組内容 

庁内会議及び部会を開催し、情報の共有を図った。また、ネットワークの構築を推

進するため行政と民間団体の意見交換会やフォーラムを実施した。 

 

ウ 今後の課題 

大阪府としては、市町村における協議会の設置促進を推進したものの、設置数は今

年度設置に至った 1市を合わせて５市にとどまっている。引き続き市町村における子

ども・若者支援地域ネットワーク設置促進を図るため、課題を明確化しアプローチし

ていく必要がある。 
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(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月２日 困難を抱える子ども・

若者を自治体としてど

う捉えてサポートして

いくか 

神戸国際大学経済学部 

教授 居神 浩 

2 10 月 14 日 全国若者支援フォーラ

ム in OSAKA 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

 

認定非営利活動法人育て上げネ

ット 若年支援事業部 

ＨＲ担当部長 井村 良英 

 

豊中市市民協働部くらし支援課 

若者・就労支援担当 

主幹 濵政 宏司 

 

一般社団法人キャリアブリッジ

理事 白砂 明子 

 

公益財団法人京都市ユースサー

ビス協会  

チーフユースワーカー 

竹久 輝顕 

 

北九州市戸畑区役所保護課 

保護課長 村上 真一 

 

札幌市若者支援総合センター 

館長 松田 考 

  

元北九州子ども・若者応援セン

ターYELL  

元センター長 戸内 智子 
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特定非営利活動法人淡路プラッ

ツ 代表 石田 貴裕 

 

特定非営利活動法人み・らいず 

理事補佐 松浦 宏樹 

3 11 月 30 日 居場所のない若年女

子・女性の実情と支援 

～ 少年事件・CVV・

sachico・子どもシェル

ターなどで出会う女

子・女性を中心に～ 

 

事例報告、パネルディ

スカッション 

葛城・森本法律事務所 

弁護士 森本 志摩子 

 

 

 

 

 

NPO 法人み・らいず 

理事補佐  松浦 宏樹 

4 １月 11 日 機会提供としての出口

支援―誰でも「役割」

を持てる社会へ― 

ひめじ若者サポートステーショ

ン 総括コーディネーター 

谷口 慎一郎 

5 １月 15 日 「協議会の成果につい

て考える」 

神戸国際大学経済学部  

教授 居神 浩 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

（a）子ども・若者層への支援を考えるにあたり、世界に目をむけ、日本固有の 

子ども・若者層の特徴をつかむ。 

（b）実際の困難ケースをもとに検討することで、「茨木市の協議会として」どの

ように捉え解決するかを考える。 

b 担当者所見 

困難を抱える子ども・若者については、「若者個人の問題（それも一部の）」を

「周辺の大人が解決する」という図式を思い浮かべてしまう。しかし、今回の

講習を経ることで、「人生前半の社会保障」（通常は人生後半の年金等の社会保

障にしか想像が及ばない）を「若者の視点」を入れ、若者自身が解決主体とな

る包括的な仕組みを作りだすという新たな視点を得ることができた。 

北欧諸国では「地域社会のメンバーである」ことに対する教育がさかんで、子

ども・若者本人がその地域を担うものとして、どのようにその問題を解決する

かを自然と考えるような仕組みになっているという。日本では、その認識形成

が少し不足しているように思う。 
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グループワークによって「茨木には次がある。次の中には人がいる。人はどこ

にいる？」という若者へのメッセージが生み出された。こういったメッセージ

で、茨木市に住む若者をはじめとした「人」全てが茨木の“次”のためには必

要で、ともに「次」をつくりだしていこう、というような呼びかけをすること

で地域を担うことへの認識は強められるのではないだろうか。 

事例検討の中で子ども・若者自立支援センター「くろす」のカウンセラーから

発せられた「困難なケースはない、本人に困難があるのみ」との言葉が印象に

残っている。解決が困難な、停滞するケースを「困難ケース」と呼んでしまう

ことが、それを「支援困難」と認めて諦めてしまうことにつながってしまう。

しかし、その困難を解決することこそが支援者の仕事である、という思いがそ

の言葉から感じられた。この思いを協議会構成機関で共有して一丸となって支

援をすることが重要なのではないかと思う。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

大阪府市町村において子ども・若者支援地域協議会設置が進んでいない現状を

踏まえ、「子ども、若者支援地域協議会設置・運営モデル事業」を受託された自

治体及び民間支援団体の関係者が中心となり結成した子ども・若者フォーラム

実行委員会と連携し、大阪府において「全国若者支援フォーラム」を開催する

ことで、大阪の自治体及び民間支援団体関係者の若者支援に対する意識を醸成

する。 

「子ども、若者支援地域協議会設置・運営モデル事業」により先行的に子ど

も・若者支援を実施している実行委員会関係者の先行事例を共有することによ

り、市町村における子ども・若者支援地域ネットワーク設置促進を図る。 

b 担当者所見 

「子ども、若者支援地域協議会設置・運営モデル事業」を受託された自治体及

び民間支援団体の関係者が中心となり結成した子ども・若者フォーラム実行委員

会と連携し、先行的に子ども・若者支援を実施している実行委員会関係者の先行

事例を共有できたことで、大阪の自治体及び民間支援団体関係者の若者支援に対

する意識を醸成することが出来た。 

今後、大阪府内の市町村において子ども・若者支援に係る取り組みが進むこと

を期待するとともに、大阪府としても、自治体及び民間支援団体の取り組みをバ

ックアップする仕組みを構築していきたい。 
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（ｳ）第３回 

a 研修会の狙い 

生活困窮者自立支援制度従事者として日頃から相談業務等に従事する市町村職

員及び事業を受託する従事者を対象に、継続支援が困難な若者へのアプローチ

と題した研修を実施し、困難を有する子ども・若者に対する継続的な支援の必

要性について理解を深める。 

b 担当者所見 

困難を有する子ども・若者支援の必要性や、継続的な支援の困難さ、アプロー

チの方法等について知識を深めることが出来た。 

また、生活困窮者自立支援法と子ども・若者育成支援推進法は、異なる法律で

はあるものの、支援対象者は密接に関連しており、今後青少年部局と福祉部局

が連携した研修会や連絡会議を実施することで、困難を有する子ども若者支援

施策の推進につながるのではと感じた。 

 

（ｴ）第４回 

a 研修会の狙い 

（a）全国的に注目度の高い取組をしている「ひめじ若者サポートステーショ

ン」における出口支援について学ぶ。 

○就職困難層への支援の取組 ○企業・他機関への連携 ○独自のジョブト

レーニングの仕組み ○自治体と民間の協働による取組の効果 

b 担当者所見 

高い就労決定者数を誇る「ひめじ地域若者サポートステーション」総括コーデ

ィネーター、谷口さんの言葉で印象に残っているのは「支援者が関わらなくて

も自分のつくった人間関係で問題を解決することができたら最高！」という言

葉だ。 

サポートステーションは“プログラムに基づいて就労を目的にした支援をする

ところ”といった表面的な内容しか理解をしていなかったことから、就労に関

しての一律的な支援を行う場所だと思ってしまっていた。しかし、実際には、

あくまでも「就労」は「自立のひとつの形」で、自らで社会で生きる力をつけ

るための場所であることを今回の研修会を通じて知ることができた。 

働くということに限定せず、人とつながることで、その関係から生まれる“役

割”こそが、その人がその人として生きるための力となるのだろう。そのつな

がりをつくるために、例えば、地域で清掃活動をする際には、前もって地域の

方々に地域の方から声掛け（「お疲れさん！」等）をするように依頼をして準備

しているという話があったが、そういった細やかな心遣いで、地域を巻き込ん

で普段から支援を行っていることが、ひめじ地域若者サポートステーションの

高い就労決定者数につながっているように思う。 
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TTP「とにかく（Ｔ）、徹底的に（Ｔ）、パクる（Ｐ）」を実行することで、他団

体の良いところは積極的に取り入れ、アイディア次第で地域資源を就労支援に

変えられるとのことだったが、茨木市としても、今回のひめじ地域若者サポー

トステーションをはじめ、他市や他の支援機関での良い部分を柔軟に取り入れ

（取り入れるためには、市の担当として各市や団体と“つながる”ことでそれ

ぞれの施策や方法を知ることが不可欠）、子ども・若者への支援をより良くして

いく必要があるだろう。 

 

（ｵ）第５回 

a 研修会の狙い 

平成 30 年度子ども・若者支援地域協議会の実績・成果の検討に向けて、茨木

市の協議会の有り方について考え、認識を共有する。 

b 担当者所見 

実務者会議を開催する利点としての一つは「顔の見える関係作りができること

（＝困難事例に対する機関連携をしやすくなる）」にあると思うが、そのさらに

一歩先に進む時期が来ているように思う。 

支援観のすり合わせに有効であろう「ケースのデータベース化」（＝これが目

に見える成果にもなる）を進めると共に、市民に対しての説明（協議会で何を

しているのか等）にあたり、協議・決議をとることが必須となるが、現在の協

議会においてはそれを明確にする取り決めがない。 

「何を目的にする会議なのかが実務者会議の構成員にも分からない」声があが

ったが、模索しながらの協議会実務者会議であるので、なかなか一丸となって

動くことができない一面があるように思う。ここに対しては事務局として、会

議の背景と経緯を「参加された方には伝わっているだろう」という前提を捨て

て、逐一“最終的な目的に向けて、今はこの部分についてを議題として扱って

いる”ということを説明する必要があり（ここにはホワイトボードを利用した

会議等、可視化することが有用であるかもしれない。）、ここにも、一方的では

ない“協議”をする体制作りが必要であるように思う。 

子ども・若者支援地域協議会「協議・決議」を進めていくにあたり、協議会の

場だけにとどまることなく、「困り・悩み」に近い地域や学校を巻き込んで、茨

木市独自のネットワークを構築しながら困難の早期解消を可能とするために、

どういった体制が茨木市には適しているのか、次回実務者会議も含め検討を進

めていく。 

 

 

  



55 
 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 ８月 29 日 子ども・若者育成支援に関する市町村と民間支援団体の意

見交換会 

2 ９月 25 日 こども食堂連絡会 

3 ９月 27 日 民間支援団体 実務担当者情報交換会 

4 １月 18 日 大阪府子ども・若者の社会的・職業的自立支援専門部会 

5 ２月 22 日 こども食堂発表会 

（ｱ）第１回 

a 連絡会議の狙い 

複雑・多様化する青少年を抱える課題に対応していくには、様々な特色をもっ

た NPO 等民間団体のノウハウの活用が不可欠であることから、団体の取組みの

共有や市町村への周知・啓発を通じ、団体間の相互連携及び公民連携を推進

し、市町村による子ども・若者支援地域協議会の設置など、ネットワークの構

築が促進され、地域における子ども・若者への支援が効果的に行われるために

意見交換会を実施する。 

b 担当者所見 

市町村青少年行政担当、市町村生活困窮担当、大阪府子若協メンバー、民間支

援団体が一同に会する会議の実施については、当課としては初の試みであった

が、大阪府下 43 市町村中、24 市（55.8％）の出席にとどまり、困難を有する子

ども・若者育成に関する所管が明確になっていないことをあらためて感じた。 

意見交換会では、ひきこもり・ニート等への切れ目のない支援のための地域支

援ネットワークの構築について、課題とそれを解決する方法について意見交換

したが、市町村の中でも、青少年部局と福祉部局が連携できていないことか

ら、民間支援との連携というのはかなり難しいとの声や、困難を有する若者の

支援にあたっては、１市で実施するのは課題も多いため、複数の市と連携して

実施していくことが大事ではないかなどの意見もあった。 

また、アンケートをとったところ、行政も民間支援団体もこのような意見交換

会は必要で重要であるという声が多数あり、広域行政を担当する大阪府として

は、財政的な援助はできないが、今回のような情報交換や意見交換できる場を

定期的に設定し、積み重ねていくことで、地域支援のネットワーク構築の土台

につながるのではないかと思われた。 
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（ｲ）第２回 

a 連絡会議の狙い 

地域でこども食堂を開催する団体等と連絡会を実施し、茨木市子ども・若者支

援地域協議会の仕組みや地域の CSW 等の情報を提供することで、こども食堂に

訪れる「悩みや家庭環境等の問題を抱えた子ども」を関係機関に適切につなげ

るようにする。 

悩みや家庭環境等の問題を抱えた子どもに関する「事例報告書」を用い、情

報を共有するとともに、困っている子をそのままにせず、どう支援につなぐか

の意識醸成をする。 

b 担当者所見 

今回のこども食堂連絡会内で、虐待事案が発覚し、一時保護となった案件があ

ったとの情報を把握した。CSW が気になっていた世帯にこども食堂の開催を周知

することで、家族と主任児童委員が顔見知りとなったことで早期に対応できた

とのことであった。 

悩み・問題を抱えた子どもが「誰か」とつながり、その「誰か」が適切に支援

をする機関につなぐことができれば、本人の辛い時間やそれを見ている「誰

か」の「どうしたら良いのか分からない、何もできなくて苦しい」という時間

も減らすことができる。それだけに、茨木市にはどんな機関があり、どういっ

た状況のときにどこにつなげば良いのかということが明確になっていることが

重要であり、これを分かりやすく、適切な相手に伝えることが市としての仕事

であるように思う。 

12 月 11 日に開催予定の福祉交流会は「子どもの SOS をどうつなぐのか」とい

う観点での CSW 側からの企画となっている。こういった会で、困ったときにつ

なぐ相手の顔が浮かぶ関係をつくっておくことが、困っている子をそのままに

しない、早期の対応に対してとても有用なことだと感じる。 

 

（ｳ）第３回 

a 連絡会議の狙い 

府内の民間支援団体が中心となって、実務担当者間の意見交換会を開催、行

政が主体となった会議では言えないような実務レベルでの課題、行政との連

携、若者支援の成果・効果をどのように示していくのか等を共有し、解決策に

ついて検討する。 

b 担当者所見 

各団体における取組みを共有することにより、他団体が行うイベントへ支援対

象者を参加させることを検討する等、団体で支援を完結するのではなく、様々

な団体と連携して支援するネットワークの構築に期待が出来る。 
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また、行政が開催する会議では行政に気を使って発言できない部分を、担当者

会議の場では自由に発言することができ、民間支援団体が抱える課題について

も積極的に共有することが出来た。 

支援対象者の「就労体験先が少ない」という課題に対しては、それぞれの民間

支援団体が連携している就労体験先の共有化や、大阪府が連携する民間企業の

共有について提案があり、今後実現に向けた検討を行っていく。 

 

（ｴ）第４回 

a 連絡会議の狙い 

ひきこもりまたはニート状態にある子ども・若者が、社会的・職業的自立を図

り、一人の社会人として社会生活を営むためには、それを支援する子ども・若

者支援機関等による多面的な対応が不可欠である。これらの支援機関等におけ

る子ども・若者の支援方法の検討や情報共有を図る。 

b 担当者所見 

ひきこもりまたはニート状態にある子ども・若者を支援するにあたって、就労

の連携先の情報を知ることができ、また、就職支援希望カードなどの情報も共

有することができたことが有効であった。 

後半は、テーマに応じて議論することができ、それぞれどのような取り組みを

しているかなどの団体の間で情報共有もでき、また、それぞれの課題も浮き彫

りになり、今後の取り組みの参考になった。 

 

（ｵ）第５回 

a 連絡会議の狙い 

こども食堂に関する取組、現状と課題、茨木市内で活動しているこども食堂の

実施状況を広く周知することで、①ボランティア（調理・子どもとの交流）の

人材発掘をする②食材の提供や寄付を募る③気になる子どもをこども食堂につ

なぎやすくする 

⇒支援の目を持つ運営団体による「居場所」の運営を持続可能なものにし、子

ども一人ひとりに密に関わることができる環境にすることで、課題のある子ど

もの地域での発見が可能になり、課題の早期解決につながる。 

b 担当者所見 

手配していた部屋が老若男女で満席になる位賑わった発表会になった。 

辻由起子さんの話で「子どもの貧困対策のメリットは１人の子どもを貧困から

救えば「１億円」の利益となり、自分自身の老後の医療費・介護費等の社会保

障が潤うことになる」という話が「他人事ではなく自分事」ということを伝え

るとても良い表現だと感じた。実際に精力的に活動されている方からのその言

葉に、参加されている方々も納得されている様子が見て取れた。 
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各食堂の運営状況を改めてじっくり聞かせていただくことで、改めて地域の底

力を感じた。各食堂、実際の地域の課題を目の前にして、「子どもたちのため

に何ができるか」を考えて、子どもたちのためにより良い方法を模索しつつ活

動してくださっている。食堂によっては、子どもが食べる量に着目して、あま

りにも多く食べる子どもは家でご飯を食べていないのではないか、と問題意識

を持ち、校長と連携をとりつつ進めているとのことだ。また、「民家を借り切

って、終日誰かがいるような状況で、誰かが来たら食事を提供する仕組みを本

当はつくりたい」と考えている食堂もあった。そのような取組が実現すれば、

「居場所」の形として本当に素晴らしいと思う。 

子ども・若者支援地域協議会において、教育と福祉の壁を感じることが多い

（そこに対して何ができるかは模索しつつ試行錯誤しているが）なか、福祉と

教育がつながっている地域があることが本当に心強い。茨木市としても地域で

の取組に負けないようにすべきことを模索し、実行に移していきたい。 

今回の発表会に関しては、ケーブル TV、地域情報誌の取材が入り、そこから

また新たにこども食堂の活動を知ってくださる方が増えることを思うととても

有り難いことだと感じると共に、市としても一層独自に周知していく必要があ

ると強く感じている。 

 

ウ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 25 日 子ども・若者支援地域

協議会の目標と成果に

ついて 

札幌市若者支援総合センター 

館長 松田 考 

2 ９月 20 日 非行とソーシャルワー

ク 

桃山学院大学社会学部社会福祉

学科 

准教授 金澤 ますみ 

3 ９月 20 日 非行少年の立ち直り支

援でのポイント～機関

連携に必要なこと～ 

立命館大学産業社会学部兼 

大学院応用人間科学研究科 

教授 野田 正人  

4 １月 12 日 不登校の小・中学生と

高校生への日常の心が

けについて 

関西大学臨床心理専門職大学院 

教授 石田 陽彦 

5 １月 15 日 「協議会の成果につい

て考える」 

神戸国際大学経済学部  

教授 居神 浩 
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（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

連携支援を推進するためには、 

（a）茨木市子ども・若者支援地域協議会の各機関における目標を共有する 

（b）協議会全体としての目標を設定することが必要。 

そのための方策についてスーパーバイズいただきながら検討する。 

b 担当者所見 

さっぽろ子ども・若者支援地域協議会の概要を聞く中で、「構成機関それぞれ

のストロングポイントとウィークポイントを中心に紹介するなかで、各機関の

カバーできる（できない）範囲、地域全体でカバーできる（できない）範囲が

見えてきた」という点が強く印象に残った。 

協議会を開催する中で、現状報告を毎回各機関にお願いしているが、各機関の

現状把握と共有には有効であるが、「協議会として」実際にどう動いているか、

今後どう連携して動けるかは掴みづらい。各機関で対応できるのであれば問題

ないが、停滞ケースについてどう動くか、ということが支援者・当事者の負担

軽減（時短）につながるため、その際の連携方法をつかんでおくことが有効で

あろう。 

各機関における子・若層との関わりをとらえるために「調査票」を用いて共有

しようと動いているところではあるが、この「調査票」に加え、さっぽろ子ど

も・若者支援地域協議会のように実際の事例をもとに模擬ケーススタディを行

うことで、各機関の強みと弱みが見え、各機関が弱みと思う部分をどのよう

に、どの機関と連携するか、また、実際には関われないと思っているケースに

対して、過去・未来という考え方をもとに、種々の展開を考えどうアプローチ

ができるのかを能動的に考えることが「協議会として」有効なのではないかと

思う。 

各機関の目標があることを認識・共有し、その目標の延長線上に協議会として

の目標がある、という形でケースに向きあうことができるような仕組みをつく

ること、その結果、支援者・当事者の負担軽減となるということが協議会調整

機関の役割であるように思うが、そこに向けて、まず各機関お互いの「顔が見

える関係」ができ、連携しつつあるこの現状において、少し立ち返り、調査票

とケーススタディを基にした連携のための基礎作りをしたい。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

非行少年の立ち直り支援について、より効果的に少年サポートセンターを運営

し、各地域において切れ目なく実施するため、学校での非行ケースの取り扱い
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やスクールソーシャルワーカーの現状と枠組み・課題、学校と少年サポートセ

ンターを含む他機関の連携可能性について知見を得る。 

b 担当者所見 

スクールソーシャルワーカーの現状について、配置の経過から勤務形態、ケー

スへの関わり方等例を挙げ具体的に説明があり、理解が進んだ。 

大阪府の運営する少年サポートセンター育成支援室では主な対象を中学生とし

ており、多くのケースが少年育成室（警察）からの紹介だが、スクールソーシ

ャルワーカーを通して学校からつなぐ場合には、小学生のニーズが高いことが

わかった。新たな連携の形を考えていく上で、大変参考になる話を聞くことが

できた。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

少年サポートセンターは、大阪府警察と大阪府が共同で運営しており、組織内

外で綿密な機関連携が必要とされる。 非行少年の立ち直り支援は、ひとつの機

関で完結するものではないため、他機関と連携しながら切れ目なく効果的な再

非行防止を行うためにはどのようなことが必要であるか知見を得る。 

b 担当者所見 

非行に関する基本的な統計・法・制度上の整理をわかりやすく話していただい

たことで、あらためて認識を深めることができた。 

アセスメントの大切さについての話が特に印象的だった。情報を多角的に「収

集」して系統だてて「分析」し、有効な支援のための枠組をつくり、適切な役

割分担を行うことが機関連携において重要だと知った。組織外での連携もそう

だが、少年サポートセンター内においても、警察官・心理職・福祉職が適切な

分担のもとにそれぞれ機能を発揮することが、非行防止活動のキーステーショ

ンとして役割を果たすうえで大切だと感じた。 

 

（ｴ）第４回 

a スーパーバイズの狙い 

（a）茨木市の子どもの不登校に寄り添う保護者の方に、日常の心がけについて

知っていただく。 

（b）不登校に悩む親子への理解を深める。 

b 担当者所見 

「慮ることをしなくなったのが現代」「個性とは伸ばすものではなく認めるも

の」「虐待は連鎖するものではなく、虐待という行為を学習しているだけ」

「NG：“修学旅行は一生に一度だから行っておいで”、OK“まくら投げしたかっ
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たら行っておいで”」「支援をするにあたって、子どもに対する情報量は福祉と

学校では大差がある。学校は福祉に頭を下げてでも頼むべき。」といったよう

に、今回の講演会では、行政の担当者としても、４歳の娘の保護者としても、

心に残るフレーズが沢山あった。 

特に印象的だった内容が「アメリカの小学入学前のクラスでは、今日あったこ

とを、皆で認め合う（「それは、いいねえ！」と言い合う）会があるが、日本の

小学生のクラスでは、吊し上げる（「○○君が△△をしていました。良くないと

思います。謝ってください。」等）会がある」ということだ。ここに、日本での

「違うものを排除する」「皆と同じでないといけない」「正しいことをしなけれ

ばならない」「迷惑をかけてはいけない」という思想の根幹があるように思う。 

認めるのではなく排除する思想によって、ひきこもり・不登校をそのまま放

置・排除してしまうと、社会全体の経済的な損失につながるといった大きな視

点で考え、そこから社会の問題としてひきこもり・不登校をみんなで「抱え」、

「社会に送り出す」仕組みをつくることが必要だと感じる。支援は「親」「教

師」「カウンセラー」「行政」「民間」が一丸となって「抱える」ことからはじま

る、ということだったが、皆で「抱える」ためにそれぞれを結びつけるのが行

政の仕事だろう。 

中高生の居場所に関するユースプラザ事業において、安心できる居場所を提供

することで抱える場所をつくり、そこから送り出す仕組みづくりに邁進した

い。 

 

（ｵ）第５回 

a スーパーバイズの狙い 

（a）平成 30 年度子ども・若者支援地域協議会の構造、運営等の茨木市の協議会

の有り方について考え、認識を共有する。 

（b）次年度の方向性について検討する。 

b 担当者所見 

前回の実務者会議にて、協議・決議についてが必須となる、という話が出た

が、今回の実務者会議は決議をとる、ということをもとに進めるのではなく、

ホワイトボードにて会議内容を可視化しつつ、グループワークのような形をも

とに意見を吸いあげる方法で今後の協議会構造や方向性を決定していった。 

結果として、様々な意見を聞くなかで「今の協議会にとってのより良い方向」

を参加者「皆」で考えることができたように思う。今回のような方策をとるこ

とで、明確な決議方法がなくとも、決定していくことは可能であり、会則等の

縛りはなくとも運営可能（「縛り」＝内容をよく考えないと足枷にもなってしま

う可能性がある）だと感じた。 



62 
 

現在の「代表者会議」「実務者会議」の２層構造に加え、部会を新たに設定す

ることで、支援実務者の支援の質の向上を目指すというのが次年度の方針だ。

現在、子ども・若者自立支援センター「くろす」にて事例検討研修会議が開か

れているが、ここに参加するのは決まったメンバーであり、その一部の支援力

の底上げにとどまってしまっている。横浜市では４つの部会「思春期部会」「相

談ネットワーク部会」「人材育成部会」「就労促進部会」があるそうだが、この

ように、今の茨木市での課題で解決すべき優先順位の高いものに対して、独自

の部会を設置し、そこで課題について協議することが解決の近道であり、それ

に伴い支援の質も全体として底上げできるように思う。 

この構造を新たにすることに加え、「ケースのデータベース化」「相談機関への

道しるべのアップデート」により、支援観をすりあわせつつお互いの理解を深

め、次年度もより一層の「時短」「最適化」を目指していきたい。 

 

エ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 24 日 民間団体の取組や関係

機関との連携について 

特定非営利活動法人コミュニテ

ィ総合カウンセリング協会 

坂上 達哉 他４名 

2 ８月 21 日 少年の特性への理解と

立ち直り支援について 

社会福祉法人恩賜財団母子愛育

会愛育研究所 客員研究員 

性暴力救護センター大阪 理事 

山本 恒雄 

3 ２月 17 日 「子どもの自立って何

だろう～子どものため

にできること～」 

井上研究室所長 

臨床心理士・精神保健福祉士 

井上 序子 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

大阪府が設置し、本年度構成メンバーを新たに改正した「大阪府子ども・若者

民間支援団体連絡会議」において、各団体の取組や行政等の関係機関との連携

に係る課題等について発表を行い、情報共有を図ることで、民間支援団体間の

連携強化、地域支援ネットワーク構築の推進を図る。 

b 担当者所見 

民間支援団体の取り組み状況やノウハウ、課題について情報共有を図ること

で、民間支援団体の連携強化につながった。意見交換会では、支援活動を行う

上での予算上の課題等から民間支援団体だけで支援を継続していくことの難し

さが浮き彫りになり、市町村との関係をどのように構築していくかが話題とな
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る一方で、市町村に頼らない自走可能な取り組みを検討するベきではという意

見もあった。 

本会議で寄せられた民間支援団体の意見を、８月 29 日に開催予定である「市

町村と民間支援団体の意見交換会」に反映させ、支援地域ネットワーク構築を

推進する。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

少年サポートセンターの職員に対し、発達段階が示す問題解決とコミュニケー

ションパターンの講義を行うことで、少年の特性理解へと役立て、非行少年の

立ち直り支援に携わる人材の養成を行う。 

b 担当者所見 

幼児期・学齢期の心の発達について、事例を交えた講義が行われ、とてもわか

りやすく、今後の業務に大いに参考になるものであった。その中でも、「心の発

達の段階が実年齢と噛み合っていない子は、「性格」と見るのではなく発達段階

の「特徴」として捉え、育て直しが必要である」という話が特に印象的で、少

年の特性や発達についての専門性をより高めることができた。 

 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり・ニート・不登校など、社会参画に何らかの課題がある子ども・若

者に対して「どうしたら自立できるだろう」と悩みを抱える家族がたくさんい

る。 

そういった社会とのつながりが少なくなっている子ども・若者にとって、自分

のことを理解してくれる人がいるということはとても大切なことであり、家族

として、支援者として何ができるかを考えることを目的として開催するもの。 

b 担当者所見 

（a）講座の形式 

レジュメに基づいて講義形式で行われた。 

（b）参加者 

子どもを持つ保護者や地域住民、子ども・若者支援地域協議会関係者など

が参加し、主催者が想定した狙い通りの参加者層となった。 

（c）総合所感 

本講座では、子どもが自立するために私たち大人ができることについて、

子どものからだとこころの両方面から学ぶことができた。子どものつらさを

理解するために、どのように会話するのがいいのか、どのように聴いてあげ
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ればいいのかが具体的でわかりやすく、また講師の言葉ひとつひとつに熱い

メッセージが込められており、自立に悩む子どもを持つ保護者にとって勇気

づけられる部分も感じた。 

 

オ 支援機関マップの作成 

 

カ 視察 

回数 日程 視察先 

1 ９月 12 日 東京都青少年・治安対策本部青少年課、東京都若者総合相

談センター「若ナビα」 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

（a）東京都の子ども・若者自立等支援の取組についてのヒアリング 

・ 社会的自立に困難を有する若者に関する状況 

・ 東京都及び都内市区町村の子ども・若間の計画策定状況、地域協議会、

子ども・若者相談センター設置状況 

（b）東京都若者総合相談センター「若ナビα」 

・ 施設見学 

・ 職員体制、運用状況、相談事例、他機関との連携状況等のヒアリング 

b 担当者所見 

東京都では、子供・若者支援協議会の設置（H26.3）、子供・若者計画の策定

(H27.8)に加え、今年度より若者総合相談センター（若ナビα）を開設してい

る。また、計画の策定（８市区）、地域協議会の設置（４市区）、子ども・若者

相談センターの設置（３市区）が着々と進んでいる。都内市区町村へ東京都が

「子供・若者自立等支援体制整備事業」として補助を行っており、今年度は６

自治体の応募があった。初年度に、補助があることにより、市区町村は新規事

業に着手しやすくなっている。 

今年度、「若ナビ」と「ぴあすぽ」を統合・拡充し開設された「東京都若者総

合相談センター（若ナビα）」では、メールや電話での相談に加え、来所相談も

行っている。適切な支援につなぐため、待ちの姿勢の相談対応だけでなく、連

携先の開拓を積極的に行っている。また、外国語相談（通訳を介した来所によ

る相談）を行っている点が印象的で、様々なニーズがある中で、多言語対応は

重要であると感じた。 
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(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

市町村における困難を有する子ども・若者支援ネットワークの現状を再確認すること

ができた。引き続き、市町村における課題を明確にするとともに、支援ネットワーク整

備を促進していく。 
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 ８ 和歌山県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

地域若者サポートステーションと子ども・若者総合相談センター（With You）を併

設、一体的に運営する「若者サポートステーション With You」を県内３か所に設置。

地域における若者支援の中核拠点として、社会生活を円滑に営む上で複合的な困難を

抱える若者からのあらゆる相談を受け付け、市町村を含む様々な分野の関係機関と連

携しながら個人の状況に応じた総合的・継続的な支援を展開。加えて、支援関係者の

スキルアップや支援ネットワークの拡充を図るための研修会や連絡会議等を開催。 

ただ、県の子若協議会は設置されているものの市町村では未設置のため、子若法の

枠組については実際の具体的ケースに活かせていない。県庁所在地である和歌山市以

外の 29 市町村は人口 8万人未満の小規模自治体で社会資源に乏しく、また、その中

ではある程度の社会資源を有する自治体では現状においても組織内外の機関との間で

比較的連携が図られているため、連携の重要性についてはある程度認識しつつも、新

たに負担を伴ってまで子若協議会を設置する必要性への認識は概して低い。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

設置する協議会が実際の具体的ケースに対してより良い効果を発揮するよう機能す

るためには、地域の実情を把握している市町村が主体的にそれぞれの実情に応じた最

適な協議会づくりを進めることが重要であることから、アンケート調査等を実施する

などして市町村における協議会設置や子若法に関する現状認識の再確認等も行い、場

合によっては複数市町村での合同設置等についても視野に入れながら、連絡会議や研

修会の開催等を通じ、市町村職員や支援関係者等に対し幅広く参加を呼びかけ、個々

のスキルアップと支援ネットワークの強化・拡充を図りながら、その主体性・積極性

を醸成し、サポートしていく。 

 

ウ 今年度の活動 

和歌山県子ども・若者支援地域協議会 代表者会議の開催（６月８日） 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

代表者会議（26 構成機関）を年 1回開催し、子供・若者支援に関する情報交換・意見

交換等を行い、構成機関の連携強化を図る。 

 

イ 主な取組内容 

研修会（地域若者支援公開セミナー）を開催し、支援関係者等のスキルアップや連

携強化による支援ネットワークの拡充等を図る。 
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ウ 今後の課題 

県協議会では、代表者会議における構成機関間の情報交換が中心で、地域における

具体的な機関連携を強化するためには、市町村レベルでの協議会、実務者会議の設置

等、個別ケースの検討が可能となるようなネットワーク形成を促進していく必要があ

る。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 23 日 若者の元気をひきだす

家族支援 実践編 

神戸松陰女子学院大学人間科学

部心理学科 

教授 坂本 真佐哉（臨床心理

士） 

2 10 月 12 日 支援者のためのアセス

メントセミナー ～講義

とワークでアセスメン

トに基づく有効な支援

を目指す～ 

立命館大学産業社会学部現代社

会学科 教授 野田正人（社会

福祉士／臨床心理士） 

3 11 月５日 ドロップアウトする若

者の背景 ～何が若者を

追いつめるのか～ 

花園大学 社会福祉学部 臨床心

理学科 学部長／教授 橋本和

明 

（臨床心理士） 

4 11 月 18 日 若い人の生きるを支え

る 

NPO 法人さいたまユースサポート

ネット 代表理事 青砥 恭 

5 12 月８日 支援者のこころの健康

を守るために～トラウ

マの二次受傷とは～ 

和歌山心療オフィス 所長 

上野 和久（臨床心理士） 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

市町村職員ほか子供・若者支援関係者のスキルアップやネットワークの拡充を

図るとともに、県民の子供・若者支援への関心を高める。特に今回は、｢若者の

元気をひきだす家族支援 実践編」と題し、ひきこもりや若者の自立支援等にお

いては、「家族支援」から「本人支援」に繋がっていくという視点から、本人が

持つ「問題」の理解の仕方、「解決」へ向けての方策をグループワーク等も交え

ながら実践的に学ぶ。 
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b 担当者所見 

坂本教授の日々の実践に裏打ちされた講義は非常に分かりやすく、支援者に

も、家庭内に課題を抱えた子ども・若者を持つ保護者にも、今すぐ参考にでき

そうなことが多く、希望を感じたり不安が軽減された受講者も多かったものと

思う。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

市町村職員ほか子供・若者支援関係者のスキルアップやネットワークの拡充を

図る。特に今回は、｢支援者のためのアセスメントセミナー ～講義とワークで

アセスメントに基づく有効な支援を目指す～」と題し、アセスメントに関する

理解を深め、その重要性等について学ぶ。 

b 担当者所見 

支援関係者にとって、最初のアセスメントが肝心ということへの理解が深まる

とともに、普段からできていること、弱かった視点等の再確認ができたのでは

ないか。また、アセスメントの重要性を参加関係機関と共有できたことで今後

の連携支援にもプラスになると思う。 

 

（ｳ）第３回 

a 研修会の狙い 

市町村職員ほか子供・若者支援関係者のスキルアップやネットワークの拡充を

図るとともに、県民の子供・若者支援への関心を高める。特に今回は、｢ドロッ

プアウトする若者の背景 ～何が若者を追いつめるのか～」と題し、非行や不良

行為の背景や方策について、虐待や発達障害等を切り口に学ぶ。 

b 担当者所見 

家庭裁判所調査官としての長年の勤務経験に基づいた講義は、具体的事例を散

りばめて分かりやすく、支援者にも保護者にも理解を深める良い機会になった

ものと思う。 

 

（ｴ）第４回 

a 研修会の狙い 

市町村職員ほか子供・若者支援関係者のスキルアップやネットワークの拡充を

図るとともに、県民の子供・若者支援への関心を高める。特に今回は、｢若い人

の生きるを支える」と題し、子供・若者たちが様々な生きづらさにさらされて

いると言われている現代社会の中で、そのような子供・若者やその家族がもう

少し楽に生きることができるよう地域において何ができるか等について学ぶ。 
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b 担当者所見 

長年に渡る高校教諭としての経験や高校生・中退者への調査、支援現場での実

践等に基づいたお話は、様々な観点からなるほどと思わせるものであった。 

 

（ｵ）第５回 

a 研修会の狙い 

市町村職員ほか子供・若者支援関係者のスキルアップやネットワークの拡充を

図る。特に今回は、｢支援者のこころの健康を守るために～トラウマの二次受傷

とは～」と題し、支援者のこころの健康を守るための予防と対策について、す

ぐに使える方法をワークを通しながら学ぶ。 

b 担当者所見 

ストレスを抱え緊張感の高まっている相談者の感覚を簡単なゲームを通して疑

似体験するなど、ワークを多く取り入れ体感しながら行う講義は分かりやすく

楽しくもあり、また、現場でもすぐに活用できそうなワークもあり、とても効

果的な内容だったと思う。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 ７月 24 日 平成 29 年度 第 1回 地域若者支援連絡会議（サポステわか

やま管内・御坊開催） 

2 ７月 25 日 平成 29 年度 第 1回 地域若者支援連絡会議（サポステわか

やま管内・和歌山開催） 

3 ７月 27 日 平成 29 年度 第 1回 地域若者支援連絡会議（南紀サポステ

管内・新宮開催） 

4 ８月２日 平成 29 年度 第 1回 地域若者支援連絡会議（サポステきの

かわ管内・橋本開催） 

5 ８月４日 平成 29 年度 第 1回 地域若者支援連絡会議（南紀サポステ

管内・田辺開催） 

6 １月 30 日 平成 29 年度 第 2回 地域若者支援連絡会議（サポステわか

やま管内・和歌山開催） 

7 ２月２日 平成 29 年度 第 2回 地域若者支援連絡会議（サポステきの

かわ管内・橋本開催） 

8 ２月８日 平成 29 年度 第 2回 地域若者支援連絡会議（南紀サポステ

管内・新宮開催） 

9 ２月９日 平成 29 年度 第 2回 地域若者支援連絡会議（南紀サポステ

管内・田辺開催） 
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（ｱ）第１回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等についての紹介、並びに子若法の説明等を行い、また、ワークショップを

通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔の見える関係づくり」を

推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

ワークショップにて良い雰囲気の中で活発な意見交換が行われ、終了後も参加

者同士が個別に交流を深める姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成でき

た。 

 

（ｲ）第２回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等についての紹介、並びに子若法の説明等を行い、また、グループに分かれ

てのワークショップを通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔の

見える関係づくり」を推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

ワークショップにて良い雰囲気の中で活発な意見交換が行われ、終了後も参加

者同士が個別に交流を深める姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成でき

た。 

 

（ｳ）第３回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等について紹介、並びに子若法の説明等を行い、また、コミュニケーション

ゲームにて参加者同士が交流し、講師を招いての講義にて新たな知見を広げる

機会を提供することを通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔の

見える関係づくり」を推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

コミュニケーションゲームにて良い雰囲気の中で活発な交流が行われ、講義に

て新たな知見を広げる機会となり、終了後も出席者同士が個別に交流を深める

姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成できた。 
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（ｴ）第４回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等についての紹介、並びに子若法の説明等を行い、また、グループに分かれ

てのワークショップを通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔の

見える関係づくり」を推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

ワークショップにて良い雰囲気の中で活発な意見交換が行われ、終了後も参加

者同士が個別に交流を深める姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成でき

た。 

 

（ｵ）第５回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等について紹介、並びに子若法の説明等を行い、また、コミュニケーション

ゲームにて参加者同士が交流し、講師を招いての講義にて新たな知見を広げる

機会を提供することを通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔の

見える関係づくり」を推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

コミュニケーションゲームにて良い雰囲気の中で活発な交流が行われ、講義に

て新たな知見を広げる機会となり、終了後も出席者同士が個別に交流を深める

姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成できた。 

 

（ｶ）第６回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等についての紹介、並びに子若法の説明等を行う。さらに、グループに分か

れてのワークショップを通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔

の見える関係づくり」を推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

ワークショップにて良い雰囲気の中で活発な意見交換が行われ、終了後も参加

者同士が個別に交流を深める姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成でき

た。 



72 
 

（ｷ）第７回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等について紹介、並びに子若法の説明等を行う。さらに、講師を招いての講

義及びロールプレイにて新たな知見を広げ実践力を養う機会を提供することを

通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔の見える関係づくり」を

推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

講義にて新たな知見を広げる機会となり、グループワークにて良い雰囲気の

中で活発なロールプレイや意見交換等が行われ、終了後も参加者同士が個別に

交流を深める姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成できた。 

 

（ｸ）第８回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等について紹介、並びに子若法の説明等を行う。さらに、コミュニケーショ

ンゲームにて参加者同士が交流し、講師を招いての講義にて新たな知見を広げ

る機会を提供することを通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔

の見える関係づくり」を推進し、相互連携を深める。 

b 担当者所見 

コミュニケーションゲームにて良い雰囲気の中で活発な交流が行われ、講義に

て新たな知見を広げる機会となり、終了後も出席者同士が個別に交流を深める

姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成できた。 

 

（ｹ）第９回 

a 連絡会議の狙い 

若者サポートステーション With You（地域若者サポートステーションと子ど

も･若者総合相談センターを併設した施設）に関する事業説明や実績、今後の予

定等について紹介、並びに子若法の説明等を行う。さらに、コミュニケーショ

ンゲームにて参加者同士が交流し、講師を招いての講義にて新たな知見を広げ

る機会を提供することを通じ、市町村職員ほか多様な分野の支援関係者の「顔

の見える関係づくり」を推進し、相互連携を深める。 
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b 担当者所見 

コミュニケーションゲームにて良い雰囲気の中で活発な交流が行われ、講義に

て新たな知見を広げる機会となり、終了後も出席者同士が個別に交流を深める

姿が見られるなど、概ね開催の目的を達成できた。 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ２月 17 日 不登校・ひきこもりの

理解と支援～認知行動

療法と CRAFT プログラ

ムの活用～ 

NPO 法人 Peer 心理教育サポート

ネットワーク  

理事長 小山秀之（臨床心理

士、社会福祉士） 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

地域の市町村職員ほか子供・若者支援関係者のスキルアップやネットワークの

実効性向上を図る。特に今回は、｢不登校・ひきこもりの理解と支援 ～認知行

動療法と CRAFT プログラムの活用～ 」と題し、適切なアセスメントから、認知

行動療法の応用である CRAFT プログラムを活用した支援方法を学ぶ。 

b 担当者所見 

トークが軽快でテンポよく聞きやすかった。また、例え話（事例設定）がうま

くて頭に入りやすく、グループワークを挟むことで会場の雰囲気も和気あいあ

いとし、丁寧で分かりやすい講義で効果的だったと感じた。 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 ８月 31 日 札幌市若者支援総合センター、札幌市豊平若者活動センタ

ー 

2 ９月７日～８

日 

横浜市青少年相談センター、よこはま西部ユースプラザ、

よこはま若者サポートステーション、神奈川県立田奈高

校、にこまる食堂根岸本店 

3 ９月 15 日 堺市ユースサポートセンター（子ども・若者総合相談セン

ター、地域若者サポートステーション） 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

施設見学、事業内容の聴取、意見交換 
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b 担当者所見 

札幌市の若者支援については、「札幌市若者支援基本構想」の基、「明日の社会

を担う若者の社会的自立の実現」を目的に、若者の「自立支援」「交流促進」

「社会参加促進」の３本柱で事業を展開しながら総合的に支援する構成となっ

ており、欧州では主流のユースワークの視点に立ち、ベースがしっかりしてい

ると感じた。 

実際の現場業務においては、総合相談センター機能とサポステ機能をはっきり

使い分けしにくい利用者（相談者）もあり、担当スタッフの対応がより難しく

なるケースも少なくないが、札幌市ではインテーク（初回面談）を厳選された

３人のインテーカーが行って担当スタッフを適切に見極めるとともに、総合相

談センタースタッフ（市費）とサポステスタッフ（国費）が必ず週１回の全体

ミーティング（ケース会議）を行って情報共有や意思疎通を十分に図ること

で、２機能をスムーズに使い分けている点が参考になった。 

また、フリースペースも一体的に運営することで、スタッフとの何気ない会話

や気付きから早期に相談へつなげたり、利用者が一般の若者空間へチャレンジ

していくきっかけの場としての効果などがある点が参考になった。 

 

（ｲ）第２回 

a 視察内容 

各所での施設見学、事業内容の聴取、意見交換 

b 担当者所見 

横浜市の若者支援については、「総合相談センター（１か所）」「居場所（ユー

スプラザ４か所）」「サポステ（２か所）」の３事業を同一部署が所管し、三位一

体としてそれぞれの機能ごとに役割分担をしながら利用者の状態に応じて入口

から出口までの段階的な支援を行っており、非常に体系的でしっかりしている

と感じた。 

クリエイティブスクール（中学までに持っている力を必ずしも十分に発揮しき

れなかった生徒を積極的に受け入れ、社会で必要な実践力を育む全日制の学

校）に指定されている田奈高校では、構内に副校長をセンター長とする「キャ

リア支援センター」を設置し、外部連携のコーディネーターとして生徒支援に

当たっている。SC（週１）、SSW（週２）、「よこはまサポステ」からの定期出張

相談（週１）に加え、図書館をより居場所として活用するとともに、週１回そ

の図書館に NPO が入り「ぴっかりカフェ」と称して（ジュースやお菓子も提

供）、生徒との何気ない会話や触れ合いから問題の早期発見や希望者への個別相

談等の取り組みを行っており、学校にコーディネーターを置くことや、生徒の

目線に近づいてより気軽に話したり接することのできる空間を作ることが効果

を生んでいる点が参考になった。 
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「湘南・横浜サポステ」や「よこはま南部ユースプラザ」も運営する「K２イ

ンターナショナルグループ」が手掛ける「にこまる食堂」では、自前で就労体

験の提供や雇用の創出を図っており、採算性の取り方等が参考になった。 

 

（ｳ）第３回 

a 視察内容 

センターの施設見学、事業内容の聴取、意見交換 

b 担当者所見 

堺市の若者支援については、総合相談センターとサポステに加え、ひきこもり

地域支援センターと子若協議会の運営も併せて同一の受託団体が担っており、

一元的で効率的だと感じた。 

実際の現場業務においては、総合相談センター機能とサポステ機能をはっきり

使い分けしにくい利用者（相談者）もあり、担当スタッフの対応がより難しく

なるケースも少なくないが、堺市では、総合相談の段階（サポステ登録前段

階）でも支援プログラムを細かく５つのステップに分け、利用者の状態に応じ

てマッチングし、１つずつ確実にクリアしながらステップアップしていくよう

に構成されており、２機能をスムーズに使い分けている点が参考になった。 

また、子若協議会の運営では、現状の支援体制等をもっとどうしていけば良い

かの直接的な意見や提案を構成メンバーから募るようにしている点が参考にな

った（総合相談センターとサポステの併設も元々協議会での提案）。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度の実施内容を経て、支援関係者のスキルアップやネットワークの拡充・強化、

若者サポートステーション With You の業務改善やスタッフの意識向上が図られるとと

もに、特定の市町村では関心が非常に高まることとなった。今後も現在の取り組みを引

き続き推進するとともに、関心の高い市町村に働きかけを行いながら、それぞれの実情

に応じ、実際の具体的ケースに対してより良い効果を発揮する機能的な質の高い協議会

設置を誘導していく。 
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 ９ 岡山県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 27 年 10 月１日時点において、岡山県の人口は、1,921,525 人であり、そのう

ち０歳から 39 歳までの子ども・若者は、746,709 人であり、総人口の 38.9%を占めて

いる。 

（ｱ）平成 27 年度に実施した「若者の生活に関する調査」（内閣府）から推計されるひ

きこもりの若者（15 歳～39 歳）は、全国で 54.1 万人となり、これを人口比で単純

に割り出すと、本県においては約８千人のひきこもりの若者がいる計算となる。 

（ｲ）平成 27 年度の県内高等学校における中途退学者数は 770 人、中退率は 1.4％であ

る。（「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」） 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

（ｱ）身近な市町村において困難を有する子ども・若者が気軽に相談し、適切な支援を

受けられるよう各自治体における地域協議会の設置を促進するため、個別に関係課

等のヒアリングを実施、現状を把握し、既存協議会の活用等を含めた状況に応じた

働きかけを行う。 

（ｲ）県の地域協議会と市町村の地域協議会における、各々の役割、連携、運営等につ

いて、スーパーバイザーの助言をいただきながら、体制整備を図る。 

（ｳ）青少年総合相談センターへ高校中途退学者ケア専任コーディネーターを配置し

て、支援体制の構築を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）おかやま子ども・若者サポートネット実務者会議・研修会の開催 

（ｲ）各市町村へ地域協議会の設置促進 

（ｳ）地域協議会設置手引き書の作成 

（ｴ）各地域における資源マップの作成 

（ｵ）ワンストップ相談窓口である岡山県青少年総合相談センターへの高校中途退学者

ケア専任コーディネーターの配置 

（ｶ）平成 29 年度「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」の実施 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

（ｱ）平成 23 年３月に「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、「おかやま子ども・

若者サポートネット」を設置し、岡山県男女共同参画青少年課を調整機関として、

教育の分野だけでなく、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用等、県内の専門
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的な関係機関・団体（58 団体）が連携し、子ども・若者の問題に対し、それぞれの

専門性を生かした切れ目のない継続的な支援を行っていく。 

 

イ 主な取組内容 

（ｱ）連絡会議（代表者会議、実務者会議）を開催し、各関係機関等の支援実施状況の

事例紹介や情報交換を行うほか、講師を招いての研修会等を実施し、関係機関・団

体等の連携強化及びスキルアップを図っている。 

（ｲ）「おかやま子ども・若者支援機関マップ」を作成し、県民をはじめ市町村や関係機

関・団体等に提供している。 

 

ウ 今後の課題 

（ｱ）身近な市町村において困難を有する子ども・若者が気軽に相談し、適切な支援を

受けられるよう各市町村における地域協議会の設置を促進すること。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 ８月 29 日 自治体職員等を対象とした連絡会議（備前地域） 

2 ８月 31 日 自治体職員等を対象とした連絡会議（備中地域） 

3 12 月 19 日 自治体職員等を対象とした連絡会議（美作地域） 

4 １月 24 日 自治体職員等を対象とした連絡会議（備前地域） 

5 １月 29 日 自治体職員等を対象とした連絡会議（備中地域） 

（ｱ）第１回 

a 連絡会議の狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行う。（スーパーバイズと併せて実施） 

b 担当者所見 

今回の連絡会議にあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、今回は

備前地域の各機関へ集まっていただいた。少数ではあるが、保健福祉分野や NPO

団体の参加もあり、有意義な情報交換を行うことが出来た。意見交換内でも、

青少年行政分野、保健分野、NPO 団体では、困難を有する子ども・若者に対して

の認識も異なっており、互いに良い刺激になったように思われる。 

地域協議会の必要性について、行政の役割として一定以上の理解はされてい

るが、実数把握が困難なことや調整機関の担い手の部分に地域協議会設置の困

難さがある様子であった。 

今後、岡山県の備前地域において新たにネットワーク構築を目指す市町村が

出てくることが期待される。 
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（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行う。（スーパーバイズと併せて実施） 

b 担当者所見 

今回の連絡会議にあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、今回は

備中地域の各機関へ集まっていただいた。第 1回開催の備前地域よりも参加人

数が多く、活発な議論となった。他県において地域協議会の支援機関としての

実績がある地域若者サポートステーション受託団体の出席があり、備中地域の

ブースト的な役割になれば良いと思われる。民間団体の持つ熱い思いに動かさ

れ、各市町村が困難を有する子ども・若者を支える体制作りに対して一歩前進

したと感じた。意見交換内では相談の掘り起こしについての重要性が議論され

た。 

地域協議会の必要性についても、第１回の備前地域と同様で行政の役割とし

て一定以上の理解はされているが、実数把握が困難なことや調整機関の担い手

の部分に地域協議会設置の困難さがある様子であった。 

今後、岡山県の備中地域において新たにネットワーク構築を目指す市町村が

出てくることが期待される。 

 

（ｳ）第３回 

a 研修会の狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（スーパーバイズと併せて実施） 

b 担当者所見 

今回の連絡会議にあたっては、県下を地域ごとに声かけしており、今回は美

作地域の各機関へ集まっていただいた。美作地域においては、津山市が地域協

議会設置を表明しており、行政機関だけではなく、多方面から参加があり、有

意義な情報交換を行うことが出来た。 

支援地域協議会の設置を考え動いている先進自治体（岡山県津山市）の具体

的な動きを聞けたことは、周辺自治体にとっても意味のある会であったと考え

られる。実際に現場で支援に携わる NPO 法人からの実例を基にした意見交換の

時間等もあり、参加者全員が現状についてコメントをするなど有意義な時間で

あったと思われる。 

今後も継続的に各自治体に向け働きかけを行うことによって、美作地域にお

いても地域協議会の設置が促進されることが期待される。 
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（ｴ）第４回 

a 研修会の狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（スーパーバイズと併せて実施） 

b 担当者所見 

今回の連絡会議にあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、平成 29

年度備前地域２回目の開催となった。新たに協議会設置を予定している２市に

ついて、担当者の方にも参加していただき、設置に向けての具体的な動き方

や、苦労した部分についても発表していただいた。 

中学校卒業後の進路未定者についての意見交換なども行い、実数と支援を受

けられていない状況等を共有することができた。困難を有する子ども・若者に

支援が届くように体制を整備したい等、地域協議会設置に向けて前向きな発言

も聞くことができた。 

各市町村によって、地域協議会の必要性に対しての認識は様々であるが、困

難を有する子ども・若者に対する切れ目のないサポート体制の構築を目指し、

継続した働きかけをおこなっていきたいと考えている。 

今年度、備前地域では、１市において協議会設置が予定されており、この動

きを契機に新たにネットワーク構築を目指す市町村が出てくることが期待され

る。 

 

（ｵ）第５回 

a 研修会の狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（スーパーバイズと併せて実施） 

b 担当者所見 

今回の連絡会議にあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、平成 29

年度２回目は備中地域での開催となった。新たに協議会設置を予定している２

市について、担当者の方にも参加していただき、設置に向けての具体的な動き

方や、苦労した部分についても発表していただいた。（参加は１市のみ、1市に

ついては、県担当者が説明を行った） 

中学校卒業後の進路未定者についての意見交換なども行い、情報共有の必要

性について等、共有することができた。 

現時点では、備中地域ではまだ動きがなく、次年度以降、他市において設置

された地域協議会の動きを見て、新たに地域協議会設置を目指す市町村が出て

くることが期待される。 
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イ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 29 日 支援体制整備に係るス

ーパーバイズ 

CPCOM 臨床心理士コラボオフィス

目黒 代表（主宰） 

臨床心理士 植山 起佐子 

2 ８月 31 日 支援体制整備に係るス

ーパーバイズ 

CPCOM 臨床心理士コラボオフィス

目黒 代表（主宰） 

臨床心理士 植山 起佐子 

3 12 月 19 日 支援体制整備に係るス

ーパーバイズ 

CPCOM 臨床心理士コラボオフィス

目黒 代表（主宰） 

臨床心理士 植山 起佐子 

4 １月 24 日 支援体制整備に係るス

ーパーバイズ 

CPCOM 臨床心理士コラボオフィス

目黒 代表（主宰） 

臨床心理士 植山 起佐子 

5 １月 29 日 支援体制整備に係るス

ーパーバイズ 

CPCOM 臨床心理士コラボオフィス

目黒 代表（主宰） 

臨床心理士 植山 起佐子 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（連絡会議と併せて実施） 

b 担当者所見 

今回のスーパーバイズにあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、

今回は備前地域の各機関へ集まっていただいた。少数ではあるが、保健福祉分

野や NPO 団体の参加もあり、有意義な情報交換を行うことが出来た。意見交換

内でも、青少年行政分野、保健分野、NPO 団体では、困難を有する子ども・若者

に対しての認識も異なっており、互いに良い刺激になったように思われる。 

スーパーバイザーの植山氏から地域協議会の理念、必要性等についてあらた

めて説明いただき、参加機関等の理解が深まったと思われる。 

支援地域協議会の必要性について、行政の役割として一定以上の理解はされ

ているが、実数把握が困難なことや調整機関の担い手の部分に地域協議会設置

の困難さがある様子ではあった。また、設置に向けて実のある地域協議会とし

ていくためには、ケースの進行管理が重要であるという助言をいただいた。 

岡山県の備前地域において新たにネットワーク構築を目指す市町村が出てく

ることが期待される。 
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（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（連絡会議と併せて実施） 

b 担当者所見 

今回のスーパーバイズにあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、

今回は備中地域の各機関へ集まっていただいた。第 1回開催の備前地域よりも

参加人数が多く、活発な議論となった。他県において地域協議会の支援機関と

しての実績がある地域若者サポートステーション受託団体の出席があり、備中

地域のブースト的な役割になればと良いと思われる。民間団体の持つ熱い思い

に動かされ、各市町村が困難を有する子ども・若者を支える体制作りに対して

一歩前進したと感じた。。意見交換内では相談の掘り起こしについての重要性が

議論された。 

スーパーバイザーの植山氏から地域協議会の理念、必要性等について、あら

ためてを説明いただき、参加機関等の理解が深まったと思われる。 

地域協議会の必要性についても、第１回の備前地域と同様で行政の役割とし

て一定以上の理解はされているが、実数把握が困難なことや調整機関の担い手

の部分に設置の困難さがある様子ではあった。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（連絡会議と併せて実施） 

b 担当者所見 

今回のスーパーバイズにあたっては、県下を地域ごとに声かけしており、今

回は美作地域の各機関へ集まっていただいた。美作地域においては、津山市が

地域協議会の設置を表明しており、行政機関だけではなく、多方面から参加が

あり、有意義な情報交換を行うことが出来た。支援地域協議会の設置を考え動

いている先進自治体（岡山県津山市）の具体的な動きを聞けたことは、周辺自

治体にとっても意味のある会であったと考えられる。実際に現場で支援に携わ

る NPO 法人からの実例を基にした意見交換の時間等もあり、参加者全員が現状

についてコメントをするなど有意義な時間であったと思われる。 

今後も継続的に働きかけを行うことによって、美作地域においても地域協議

会の設置が促進されることが期待される。 
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（ｴ）第４回 

a スーパーバイズの狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（連絡会議と併せて実施） 

b 担当者所見 

今回のスーパーバイズにあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、

平成 29 年度備前地域２回目の開催となった。新たに協議会設置を予定している

２市について、担当者の方にも参加していただき、設置に向けての具体的な動

き方や、苦労した部分についても発表していただいた。 

中学校卒業後の進路未定者についての意見交換などを行い、実数と支援を受

けられていない状況等を共有することができた。困難を有する子ども・若者に

支援が届くように体制を整備したい等、地域協議会設置に向けて前向きな発言

も聞くことができた。 

各市町村によって、必要性の認識は様々ではあるが、困難を有する子ども・

若者に対する切れ目のないサポート体制の構築を目指し、継続した働きかけを

おこなっていきたいと考えている。 

今年度、備前県民局管内では、１市に協議会設置が予定されており、この動

きを契機に新たにネットワーク構築を目指す市町村が出てくることが期待され

る。 

 

（ｵ）第５回 

a スーパーバイズの狙い 

困難を有する子ども・若者に係る関係機関が相互に連携するために、地域単

位での連絡会を開催し、情報交換を行うことで、市町村における協議会設置に

向けた助言をいただく。（連絡会議と併せて実施） 

b 担当者所見 

今回のスーパーバイズにあたっては、県下を地域ごとに声かけをしており、

平成 29 年度２回目の備中地域での開催となった。新たに協議会設置を予定して

いる２市について、担当者の方にも参加していただき、設置に向けての具体的

な動き方や、苦労した部分についても発表していただいた。（参加は１市のみ、

１市については、県担当者が説明を行った） 

中学校卒業後の進路未定者についての意見交換なども行い、情報共有の必要

性について等、共有することができた。 

地域若者サポートステーションの役割が就労メインとなっていく中で、自治

体と協働した圏域の学習支援事業等も始まっている。連携の際の「のりしろ」
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部分をどれだけ持てるかというところにネットワーク構築の良さがあると感じ

た。 

子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業による連絡会議、スーパーバ

イズ実施とは別に県下市町村へ協議会設置促進の訪問を行っているが、それを

きっかけに庁内での会議が持たれたりしており、良い循環になっているように

感じた。植山先生からはユースアドバイザー制度の紹介もあり、受け皿づくり

も同時に進めていく必要性を感じた。 

現時点では、備中地域ではまだ動きがなく次年度以降、他市において設置さ

れた地域協議会の動きを見て、新たに地域協議会設置を目指す市町村が出てく

ることが期待される。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度は、県下を地域ごとにわけ、自治体職員を対象とした連絡会議と支援体制整備

に係るスーパーバイズを併せて開催し、５回実施した。参加者は各自治体の職員及びお

かやま子ども・若者サポートネットの関係機関・団体であった。 

平成 29 年度は新たに１市において、地域協議会が設置された。連絡会議内で設置に

向けた取組みを共有することで、他市町村においても地域協議会設置に向けた前向きな

発言が伺えるなど意識の高まりを感じることが出来た。 

本事業とは別に県下市町村へ個別に協議会設置促進の訪問を行ったが、連絡会議・ス

ーパーバイズとあわせて実施したことで庁内の会議が開催されたり、部局間で意見交換

の場を持つ等、動きが活発化したと考えられる。 

協議会設置済み市町村がまだ少ない中で、連絡会議や設置促進のための個別訪問を継

続して実施していく。また、各市町村の状況に応じ、必要な情報提供や助言を行ってい

く予定である。 
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 10 徳島県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

不登校、非行、ニート、ひきこもり、児童虐待等、課題ごとにネットワークが構築

されているが、ネットワーク間の連携が十分でない。また、各ネットワークを結びつ

ける子ども・若者支援の核となるような人材の養成が十分でない。 

（ｱ）不登校児童生徒数：小学校 116 人、中学校 410 人、高校 93 人（全て公立校/H28 年

度） 

（ｲ）高校中退者数：129 人（公立校/H28 年度） 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

各構成機関が所管しているネットワークの役割を示し、それを県協議会の場におい

て共有することでネットワーク間の棲み分けを理解し、連携を強化する。これに加え

て、支援者養成講座を複数回実施することにより、ネットワーク間を結びつける人材

を養成していく。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）県協議会の開催 

（ｲ）子ども・若者支援地域協議会設置マニュアルを作成し、市町村・関係機関等に配

布する。 

（ｳ）協議会設置に前向きな市町村に対しては、個別対応により設置を呼びかける。 

（ｴ）子ども・若者の携帯電話・スマートフォン利用における諸問題の協議及び国・

県・地域・事業者間の相互連携の強化を図るための連絡会議を開催する。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

県内全域を対象として子ども・若者支援機関の連携を強化するとともに、各市町村

の担当者等に、子ども・若者育成支援推進法の趣旨、支援機関の連携の重要性を認識

してもらい、市町村レベルでの協議会の設置を促進する。 

 

イ 主な取組内容 

講演とグループワークが主たる内容となっている。（必要に応じて、先進地域の支

援機関の担当者や大学教授等を招いている。） 

具体的には、講演では先進地域における支援内容の紹介等を、グループワークで

は、各支援機関の取組発表、支援における課題の洗い出し、解決策の検討等を行って

いる。 
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ウ 今後の課題 

現在、県内では２地域において協議会が設置されているが、これに続く市町村がな

い。特に南部圏域や西部圏域におけるネットワーク構築が課題となっている。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月２日 県西部地域におけるス

ーパーバイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

2 11 月 24 日 県西部地域におけるス

ーパーバイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

（ｱ）第１回・第２回 

a スーパーバイズの狙い 

県西部地域では、ひきこもり支援の NPO が積極的に活動しており、子ども・

若者支援に関する任意のネットワークも構築されている。 

今回、西部地域の行政担当者等を集め、県や外部講師から「子ども・若者支

援地域協議会」の設置目的やメリット等を説明するとともに、子ども・若者支

援に関する協議を行うことにより、将来的な協議会設置も含めた更なる関係機

関連携を促進する。 

b 担当者所見 

参加者である各行政機関等が、子ども・若者支援地域協議会の設置趣旨やメ

リット等を理解することができた。 

また、学校卒業後や会社を退職した場合等、支援は必要としているが発見が

困難なケースや、家族支援の必要性等について情報交換を行い、そのようなケ

ースを発見し、継続的に支援していくための方法の一つとして、子ども・若者

支援地域協議会があることを参加者間で共有した。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 13 日 第１回ユースアドバイ

ザー養成講習会 

とくしま地域若者サポートステ

ーション 

所長 永穂とも美 

2 11 月 13 日 第２回ユースアドバイ

ザー養成講習会 

社会福祉法人徳島県社会福祉協

議会事務局 戸出 浩昌 
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3 12 月８日 第３回ユースアドバイ

ザー養成講習会 

徳島保護観察所企画調整課 

保護観察官 難波 昌彦 

4 ３月１日 第４回ユースアドバイ

ザー養成講習会／徳島

県青少年携帯電話対策

連絡会議 

兵庫県立大学環境人間学部 

准教授 竹内 和雄 

5 ３月１日 第２回徳島県子ども・

若者支援地域協議会 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

ニート支援の代表的な機関であるとともに、困難を有する子ども・若者への

ネットワーク型支援の主要機関となり得る「地域若者サポートステーション」

が、活動内容や支援方法等を講演し、他機関との連携強化を図ることにより、

ニートを中心とした困難を有する子ども・若者の発見から支援までを切れ目な

く行う一助とする。 

b 担当者所見 

参加者が「地域若者サポートステーション」の活動内容や支援方法等を理解

することができた。今後、県の子ども・若者支援地域協議会等を活用し、更に

支援機関間での連携を深めていきたい。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

徳島県子ども・若者支援地域協議会の構成機関の一つである「徳島県社会福

祉協議会」の担当者から、社会福祉協議会の事業概要等に関する講演を行い、

各支援機関等、関係機関の職員が社会福祉協議会の業務を理解することによ

り、子ども・若者支援に係わる連携促進を図る。 

b 担当者所見 

参加者が「徳島県社会福祉協議会」の事業概要等を理解することができた。

今後、県の子ども・若者支援地域協議会等を活用し、更に支援機関間での連携

を深めていきたい。 

 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

徳島県子ども・若者支援地域協議会の構成機関の一つである「徳島保護観察

所」の担当者から、保護観察所の事業概要等に関する講演を行い、各支援機関
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等、関係機関の職員が保護観察所の業務を理解することにより、子ども・若者

支援に係わる連携促進を図る。 

b 担当者所見 

参加者が「徳島保護観察所」の事業概要等を理解することができた。今後、

県の子ども・若者支援地域協議会等を活用し、更に支援機関間での連携を深め

ていきたい。 

 

（ｴ）第４回 

a 講習会の狙い 

社会的な問題となっているネット利用に起因した青少年の犯罪被害等につい

て、青少年のネット問題に詳しい竹内先生から講演をしていただき、支援機関

の職員を中心に青少年のネット利用に関する現状と課題について学ぶととも

に、関係機関の情報交換等を行う。 

b 担当者所見 

各支援機関の職員等が青少年のネット利用に関する現状や課題、接し方等を

学ぶことができた。また、関係機関の取組等を情報交換することにより、今後

の連携のきっかけにもなったと感じている。 

ネットは便利なツールである反面、大人の目が届きにくい。青少年が加害者

にも被害者にもならないようにするためには、スマホ等の機能そのものに詳し

くなるのは勿論だが、それ以上に、いかに子どもとコミュニケーションをとっ

ていくかが大切なポイントであると感じた。 

 

（ｵ）第５回 

a 講習会の狙い 

困難を抱える子ども・若者の現状や支援機関のネットワーク構築に詳しい田

中氏を講師として招聘し、子ども・若者支援地域協議会を開催することによ

り、支援機関相互の連携促進等を行う。 

b 担当者所見 

各支援機関の支援内容を把握するとともに、連携促進のきっかけにもなった

と感じている。また、他の自治体が構築したネットワークの紹介があり、効果

的なネットワークに発展していくためのヒントを学ぶことができた。今回の協

議会で学んだことを来年度以降の協議会の運営にも繋げていきたいと考えてい

る。 
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ウ 支援機関マップの作成 

子ども・若者に関する相談・支援機関を掲載した「とくしま子ども・若者支援機関

マップ」を作成・配布した。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

県協議会の開催等により、市町村を含む各支援機関の担当者が子ども・若者育成支援

推進法の概要や、子ども・若者支援地域協議会等の必要性を理解することができた。併

せてグループワークを実施し、各支援機関の連携を促進することができた。 

また、子ども・若者支援に関する見識を深めるため、複数回に渡って講習会を開催し

た。 

一方で、各構成機関が所管しているネットワークとの棲み分けや南部圏域や西部圏域

における協議会設置に関しては課題として残っている。今年度の事業結果を十分に分析

すること等により、来年度事業に繋げていきたい。 
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 11 長崎県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

不登校、ひきこもり、ニート等、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・

若者を総合的に支援するため、本人及び家族等からの総合的な相談を受け付ける子ど

も・若者総合相談センター「ゆめおす」（ワンストップ窓口）を開設・運営してい

る。 

県内各地域において、これらの子ども・若者及び家族等を支援するためのネットワ

ークづくりや情報収集を行い、相談者の内容に応じた関係機関との連携強化に努めて

いるところである。 

相談機関に相談後、進学・復学・就職したものの、その後、退学、退職してしまう

ことも多く、相談者を確実に復学、就業に繋げていく（伴走していく）仕組みづくり

などが課題である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

関係機関との連携のあり方、就業に繋げる仕組みづくりなどについて、関係課会議

等をとおして、関係施設の現状把握、支援状況の検証、支援策の検討を行う。 

 

ウ 今年度の活動 

基礎自治体職員を対象とした研修会 ２回 

基礎自治体職員等を対象とした連絡会議 ２回 

地域における人材養成のための講習会 ３回 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

子ども・若者の支援に関わる各機関が、子どもの成長をともに考える機関として、

相互に理解し、協力し合うという認識を共有できるよう事業を進めることや、一人一

人の子ども・若者の成長を支えるための仕組みを整えていくため、各機関の取組を繋

ぎ、切れ目のない支援体制を構築していくこと。 

 

イ 主な取組内容 

協議会は、代表者会議及び実務者会議の二層構造。代表者会議は、長崎県子育て条

例（平成 20 年条例第 45 号）第 27 条の規定に基づき設置している「長崎県子育て条

例推進協議会」がこれを兼ねており、協議会の基本的な運営方針の決定、実務者会議

が円滑に運営されるための環境整備等について協議している。実務者会議は、協議会

の目的を達成するために必要な具体的な事項について協議している。ケース会議や子

ども・若者総合相談センターの運営などについての協議をしている。 
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ウ 今後の課題 

現在、実務者会議の中で個別ケース検討を実施しているが、事例紹介が主な内容と

なり、議論の深まりに欠けるところがある。また、実務者会議の中でケース検討をす

ることは、委員の人数が多いことがデメリットとなっている。 

実務者会議と別にケース会議を実施することなど、ケース会議のあり方を見直すこ

とが課題である。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 28 日 平成 29 年度 第１回長

崎県子供・若者支援担

当者研修会 

久留米大学社会福祉学科・大学

院 

教授 門田 光司 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

代表理事 谷口 仁史 

2 10 月 23 日 地域における子ども・

若者支援 

 

困難を抱えた子ども・

若者支援と地域連携 

佐賀大学大学院学校教育学研究

科 教授 上野 景三 

 

札幌市若者支援総合センター 

館長 松田 考 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

子ども・若者育成支援推進法に係る市町における地域の連絡協議会の設置推

進及び、複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で

支援するためのネットワークの強化。 

b 担当者所見 

各市町の子ども・若者支援担当者や青少年健全育成担当者等が、門田氏の講

義によって、困難を抱える子供・若者の状況、地域における他機関連携、ネッ

トワーク作りの事例などをもとに、子供・若者支援のあり方について確かな理

解を深める機会となった。また、谷口氏の講義によって、各事業の垣根をなく

し、民間の機動力を活かして入口から出口までの行政ではできない一貫した支

援を行った成果等について知ることができ、大変有意義な研修会となった。 
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（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

子ども・若者育成支援推進法に係る市町における地域の連絡協議会の設置推

進及び、複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で

支援するためのネットワークの強化 

b 担当者所見 

上野先生の講義により、参加者が子供・若者支援について確かな理解を深め

る機会となった。また、松田館長の講義により、札幌市若者支援総合センター

における「ひきこもりやニート」の若者支援の取り組みを知り、一人一人の状

況に応じた子供・若者支援のあり方について考える機会となった。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 11 月 24 日 子供・若者支援担当者会議 

2 １月 26 日 平成 29 年度第２回子供・若者支援担当者会議 

（ｱ）第１回 

a 連絡会議の狙い 

子ども・若者育成支援推進法に係る市町における地域の連絡協議会の設置推

進及び、複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で

支援するためのネットワークの強化 

b 担当者所見 

各市町の出席者が、子ども若者育成支援施策及び長崎県子ども若者総合相談

センターの現状等についての理解を深める良い機会となった。各市町とも、複

合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で支援するた

めのネットワークの強化についてはこれからの課題あるという認識であった。

また、複合的な困難を有する子供・若者の支援を担当する課が明確でないこと

や、関係課、関係機関等との連携などが課題であった。 

 

（ｲ）第２回 

a 連絡会議の狙い 

子ども・若者育成支援推進法に係る市町における地域の連絡協議会の設置推

進及び、複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で

支援するためのネットワークの強化 

b 担当者所見 

各市町の担当者が、「長崎県子ども・若者支援地域協議会実務者会議」へ、オ

ブザーバーとして出席した。各市町の担当者が、子ども・若者育成支援推進法
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に係る子ども・若者支援地域協議会実務者会議への理解を深める良い機会とな

った。 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 26 日 「どんな境遇の子ど

も・若者も見捨てな

い！」アウトリーチ

（訪問支援）と重層的

な支援ネットワークを

活用した多面的アプロ

ーチ～社会的孤立・排

除を生まない総合的な

支援体制の確立に向け

て～ 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

代表理事 谷口 仁史 

2 11 月 24 日 校内居場所カフェの取

組に学ぶ困難を抱える

高校生を社会につなぐ

文化的フックのつくり

方について 

NPO 法人パノラマ 

代表理事 石井 正宏  

3 １月 26 日 平成 29 年度第３回子

供・若者の支援に携わ

る人材養成のための講

習会 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 代表 田中 俊英 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者育成支援推進法に係る市町における地域の連絡協議会の設置推

進及び、複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で

支援するためのネットワークの強化 

b 担当者所見 

困難を有する子供・若者の相談・支援業務に従事する公的機関の職員、子

供・若者育成支援機関の関係者、青少年育成指導者、青少年の健全育成活動を

行っている団体の職員等地域において子供・若者支援活動を実践している支援

者が、谷口氏の講義によって、各事業の垣根をなくし、民間の機動力を活かし

て入口から出口までの行政ではできない一貫した支援を行った成果等について

知ることができた。また、グループワークの実際の事例をもとにした演習は、
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実際の支援にすぐに活かせる演習となった。参加者は充実した表情で研修を終

えていた。内容が盛りだくさんで講習時間を短く感じた。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者育成支援推進法に係る市町における地域の連絡協議会の設置推

進及び、複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で

支援するためのネットワークの強化 

b 担当者所見 

石井氏は、課題を抱えた生徒が多数在籍する高校の図書館内で「ぴっかりカ

フェ」を開催し、交流相談等による中退防止、社会的自立の支援などに取り組

まれている。今年６月からは同様に「ボーダーカフェ」も開催されており、各

地域において子供・若者支援活動を実践している支援者等が、そのような石井

氏の講義によって、今後の支援のあり方について示唆を得たものと思う。具体

的な実践をもとにした石井氏の話により参加者は充実した表情で講習を終えて

いた。 

 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者育成支援推進法に係る市町における地域の連絡協議会の設置推

進及び、複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく伴走型で

支援するためのネットワークの強化 

b 担当者所見 

パワーポイントの使用なしで、トークだけで参加者を惹きつける魅力あふれ

る講師であった。複合的な困難を有する子供・若者を地域において切れ目なく

伴走型で支援するためのネットワークの強化のあり方について、2013 年４月よ

り、office ドーナツトーク代表として、不登校、ニート、ひきこもりなど、困

難を抱える若者等に対しての支援や、子ども・若者支援をしている NPO 団体へ

の支援をされている講師の話は、ネットワークづくりや、長期目標の設定の大

切さなど、各地域において子供・若者支援活動を実践している支援者等が、今

後の支援のあり方について示唆を得たものと思う。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 成果 

（ｱ）子ども・若者の支援に関わる各機関、各支援者が、講習会等を通して、各事業所

の垣根をなくし、一貫した支援を行った成果等について知ることができた。 
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（ｲ）子どもの成長をともに考え、相互に理解し、協力し合うという認識を共有でき

た。 

（ｳ）市町における協議会設置や子若法に関する現状認識の再確認等を行うことができ

た。 

 

イ 課題 

（ｱ）各事業の垣根をなくし、入口から出口までの一貫した支援が行えるような体制づ

くりをすること。 

（ｲ）各市町において、複合的な困難を有する子供・若者の支援を担当する課を明確に

すること。 

（ｳ）社会資源が乏しいことが課題であり、各関係機関との連携や相互理解が必要であ

ること。 

（ｴ）よい良い支援を行うために、事務局や構成機関、支援者のさらなるスキルアップ

が必要であること。 
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 12 大分県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

子ども・若者育成支援推進法の規定に基づき、社会生活を円滑に営む上で困難を有

する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施することを目的として、平成

25 年３月に「大分県子ども・若者支援地域協議会」を設置し、代表者会議、実務者会

議、中央研修会を開催している。また、ニートやひきこもり等社会的自立に困難な悩

みを抱える青少年及びその家族を支援するために、おおいた青少年総合相談所（青少

年自立支援センター）を設置し相談に応じている。 

現在、県内には市町村単位の地域協議会がないため、その設置が課題となってい

る。また、相談後に、次の支援に繋がる適切な機関・団体等社会資源が十分でないた

め、必要な支援が最後まで行き届かないケースが多い。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

市町村担当者等を対象とした連絡会議や研修会を開催するなど、市町村の支援体制

の整備に向けた気運の醸成に努め、市町村単位の子ども・若者支援地域協議会の設置

を促進する。 

また、宇佐市における児童等傷害事件を受け、ひきこもり者に対する支援体制の整

備・強化について検討を進める。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）大分県子ども・若者支援地域協議会 

代表者会議１回、実務者会議３回、中央研修会（大分市） 

（ｲ）青少年自立支援センター 

月～金曜日、９:30～17:30 電話相談員１名、専門相談員（臨床心理士等）２名

〔１名増〕 

（ｳ）親の会（不登校・ひきこもり）の運営支援 

４市において親の会を立ち上げ予定 

（ｴ）社会的自立のための学習支援 

社会的自立に困難を有する中卒者や高校中退者に対する学習支援の実施 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円

滑に実施することを目的に設置しており、次の事項を所掌する。 
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（ｱ）子ども・若者の支援に係る情報の交換及び連絡調整 

（ｲ）子ども・若者に対する関係機関等の連携による支援 

（ｳ）子ども・若者の支援に関する調査・研究、研修、広報・啓発 

（ｴ）市町村の「子ども・若者育成支援についての計画」策定及び「子ども・若者支援

地域協議会」設置・運営のための支援 

（ｵ）その他協議会の目的を達するために必要な事項 

 

イ 主な取組内容 

（ｱ）代表者会議（H29.9.5） 

（内容） 

・ 協議会の設置要綱の見直しについて 

・ 実務者会議の開催方法について 

・ 今年度の県の施策について 

・ 各構成機関・団体の新たな取組等について 

・ その他 

（ｲ）第１回実務者会議（H29.6.5） 

（内容） 

・ 県の平成 29 年度事業について 

・ 今年度の開催予定について 

・ 各機関・団体の活動内容及び計画等 

（ｳ）第２回実務者会議（部会別） 

不登校…H30.2.14、ひきこもり…H30.2.13、非行…H30.2.19、就労…H30.2.16 

その他…H30.2.15 

（内容） 

・ 各参加者からの報告（各機関・団体の現状や抱えている課題など、課題解決の

ための方策等について） 

・ 今後の部会の進め方（今後継続議論していく内容、日程や方法など） 

（ｴ）第３回実務者会議（H30.3.15） 

（内容） 

・ 第２回実務者会議（部会別）について 

・ 今年度の活動及び今後の計画等について 

・ その他 

（ｵ）中央講演会（H30.1.19） 

（内容） 

・ 演題：「発達障がいの子どもへの学校や家庭で心がけたいサポート 

～二次障がいにつながらないために～ 」 

・ 講師：雫石 弘文 氏（元大分県立新生支援学校校長） 
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ウ 今後の課題 

本年度、地域協議会の実務者会議を部会別に開催することとし、より実践的・効果

的な協議ができる体制を整備した。今後、この部会の開催を軌道に乗せていくため、

部会の運営方法等について、更なる検討、改善が必要。また、個別ケース検討会議の

開催についても検討したい。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 27 日 困難を抱えた子ども・

若者支援と地域連携 

 

子供・若者育成支援施

策について 

札幌市若者支援総合センター 

館長 松田 考 

 

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 佐保 友里奈 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

市町村で子ども・若者支援に携わる職員等を対象に必要な研修を行い、各地

域の社会資源の状況等の実情に応じて県と市町村等との間で今後の方向性等を

共有するとともに連携を強化し、子ども・若者育成支援推進法第 19 条第１項に

規定する「子ども・若者支援地域協議会」の市町村における設置を促進するこ

とを目的とする。 

b 担当者所見 

本県では、地域協議会を設置している市町村はない。本研修会は、市町村担

当職員等に困難を抱えた子ども・若者支援のあり方及び地域協議会の存在意義

等を理解してもらい、市町村における地域協議会設置に向けた気運を醸成する

ことを目的に実施した。 

今回の研修会では、今後の市町村での地域協議会の設置・運営を考慮し、新

たに市町村の教育委員会関係者に参加してもらった。 

研修会の内容としては、内閣府担当者から子供・若者支援に係る国レベルの

取組や地域協議会の役割、他県の先進的取組等について説明していただくとと

もに、札幌市において子供・若者支援に取り組む松田氏にこれまでの実践経験

により感じている子供・若者の姿や支援のあり方等について講義を行っていた

だいた。特に、中学校卒業時に学校との連携により対象者を把握していること

が印象に残っており、今後の本県の取組の参考にしたい。 
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今回の研修で、市町村の担当者には協議会設置の必要性についてこれまで以

上に認識していただいたものと考えている。今後は、具体的な地域協議会設置

の検討に向けて、各市町村への個別訪問を考えていきたい。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 ８月 31 日 市町村子ども・若者支援担当者連絡会議 

（ｱ）第１回 

a 連絡会議の狙い 

市町村の子ども・若者支援担当者の連絡会議を開催し、担当者の不登校・ひ

きこもりの理解を深めるとともに、子ども・若者支援地域協議会の設置及び運

営に係る具体的方法等について説明・協議を行い、市町村における子ども・若

者支援地域協議会の設置に向けての気運を醸成する。 

b 担当者所見 

本県では、地域協議会を設置している市町村はない。本会議は、市町村の担

当職員に不登校及びひきこもりについての理解を深めてもらうことと、市町村

の地域協議会設置に向けて担当者の意識を高めることを目的に実施した。 

不登校及びひきこもりの理解と支援に関する講義については、講師から長年

の不登校及びひきこもりに関わってきた経験に基づく、具体的で分かりやす

く、示唆に富んだ説明があり、担当者の理解も深まったと感じている。 

一方、市町村の地域協議会設置に向けた担当者の意識づけについては、依然

として、担当部署が明確になっていない市町村がほとんどで、そのため、今回

の会議の出席者には、自らが地域協議会の設置に向け積極的に取り組んでいく

という姿勢は見られなかった。 

会議の案内は、昨年の研修会の案内を参考に、福祉関係の３課（生活困窮者

自立支援行政担当課、精神保健（ひきこもり支援）行政担当課、児童福祉（子

育て支援）行政担当課）に通知したが、教育委員会（＝青少年行政主管課）に

は通知しておらず、出席者からは教育委員会にも通知してほしかったとの話も

あった。 

今後は、改めて、各市町村の担当部署の明確化を図る必要があり、各市町村

を個別に訪問し、関係部署が一堂に会し協議する場を設定することを考えた

い。 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 10 日 不登校・ひきこもりの

理解と親への支援 

星の会（不登校を考える親の

会） 代表 加嶋 文哉 
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（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

地域において、地域住民を見守り、支える立場にある民生委員の不登校・ひ

きこもりの理解を深めるとともに、親への支援のあり方等を学んでもらい、不

登校・ひきもりの方及び家族を地域で支える体制の整備を図る。 

b 担当者所見 

不登校・ひきこもりは、全国的に社会問題となっており、本県においても、

大きな課題となっている。 

現在、相談窓口として、県では青少年自立支援センター（ひきこもり地域支

援センター）、市町村では生活困窮者自立相談支援窓口が設置されているが、十

分な支援ができているとは言い難い状況にある。 

そのような状況の中、今回、地域で実際に不登校・ひきこもりの方やその家

族に接する機会が多いと考えられる民生委員に、不登校・ひきこもりの現状を

理解してもらい、親の支援のあり方を学ぶ機会を設けることができたことは、

非常に意義深いものであったと考える。 

実際に、今回の講習を受講した民生委員の感想も、非常に好評であった。 

今後も、民生委員や住民へ不登校・ひきこもりについて学習する機会を設

け、地域全体で見守り、支える体制の整備に努めたい。 

 

え 視察 

回数 日程 視察先 

1 ８月３日 愛知県庁、知多市若者支援センター 

（ｱ）第１回 

a 視察の狙い 

【１ 愛知県県民生活部社会活動推進課】 

青少年グループの担当者から、愛知県の市町村における子ども・若者育成地

域協議会の設置状況、これまでの市町村地域協議会の設置に向けた取組・働き

かけの状況等について、資料に基づき説明を受けた。 

（概要） 

愛知県では、子ども・若者育成支援推進法施行の当初から、住民に身近な市

町村にネットワークを整備し、県は市町村のネットワーク整備を支援するスタ

ンスをとっている。これまでに、54 市中 11 市で設置済。本年度３市町で設置予

定であり、地域協議会を利用できる子ども・若者の割合は、平成 29 年度末で約

６割に達する見込みである。 

平成 22 年度に、国及び県の関係機関で連携と協力を図るため、愛知県子ど

も・若者育成地域協議会等連絡会議を設置し、同会作業チームで「子ども・若
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者育成地域協議会設置・運営ハンドブック」を作成。また、地域協議会を設置

するために必要な基礎データを収集、分析し、「あいち子ども・若者育成ガイド

ブック」等を作成した。 

以後、地域協議会等連絡会議とネットワーク構成員研修を毎年開催するとと

もに、ネットワーク整備重点促進地域会議や地域協議会サポート会議を開催し

ている。 

平成 27 年度には、地域協議会設置自治体と有識者により、現状や課題を把握

しながらより効果的な協議会のあり方を検討する「協議会あり方検討会」を開

催し、一般県民を巻き込み、未設置地域の意識改革、協議会の必要性の周知と

普及を図る「普及推進タウンミーティング」の開催につなげた。 

平成 25 年度から毎年度、各市町村に協議会設置に係る調査を行うとともに、

個別訪問を実施しており、平成 27 年度には教育長、副市長レベルに直接協議会

設置の要請を行った。 

 

【２ 愛知県知多市子ども未来部子ども若者支援課若者女性支援室 若者支援セ

ンター】 

若者支援センターの担当者から、知多市における（子ども・）若者育成地域

協議会の設置の経緯及び運営の状況、若者支援センターで実施している事業の

内容等について、資料に基づき説明を受けた。 

（概要） 

平成 22 年の子若法の施行に伴い、愛知県から知多半島地域の５市５町で広域

的な協議会を設置するよう働きかけがあり、知多地域教育担当者会議で協議し

てきたが、市町により温度差が激しく、結局立ち消えとなった。広域的な協議

会は立ち消えとなったが、青少年会館の活用の問題もあり、知多市単独で地域

協議会を設置することになった（H27.4 設置）。協議会の設置にあたっては、若

者支援センターを設置し、地域協議会の事務局を置くとともに、困難を伴う若

者のための支援センターとして位置づけた。 

地域協議会は、普通は三層構造（代表者会議、実務者会議、個別ケース検討

会議）だが、知多市の場合、代表者会議は設けていない。構成メンバーは、国

の設置・運営指針と同様に、教育、福祉、保健・医療、雇用、学識経験者から

なる。 

若者支援センターにおいては、週一回、若者サポート相談を実施するほか、

困難を抱える若者のために定期的に「若者支援グループワーク」を開催し居場

所を提供している。また、ニート等就労したいのに就労できない若者を対象に

した知多市若者就労体験事業に力を入れて取り組んでいる。 
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b 担当者所見 

愛知県は、住民に身近な市町村にネットワークを整備し、県は市町村のネッ

トワークを支援するスタンスをとっており、県としては子ども・若者支援地域

協議会を設置していない。愛知県子ども・若者育成地域協議会等連絡会議を設

置し、県や国の関係機関・団体で連携して市町村における地域協議会の設置を

促進している。また、「協議会あり方検討会」の開催や一般県民を巻き込んだ

「普及推進タウンミーティング」の開催、個別訪問の実施など様々な取組を行

っている。 

一方、知多市は県からの働きかけや住民からの要請を受け、平成 27 年４月

に、青年会館を若者支援センターと位置づけ、地域協議会を設置している。若

者支援センターでは、困難を抱える若者のために居場所を提供するほか、ニー

ト等を対象に就労支援にも力を入れている。 

大分県では、県に地域協議会が設置されていることもあり、市町村が差し迫

って地域協議会の設置の必要性を感じていないことから、なかなか市町村レベ

ルの地域協議会の設置が進んでいない。しかしながら、住民にとって身近な市

町村にネットワークが整備されるのがベストであり、愛知県の取組を参考に引

き続き、粘り強く市町村に地域協議会の設置を働きかけていきたい。 

また、大分県では、ひきこもりやニート等社会的自立に困難を抱える若者の

相談・支援に対応するため青少年自立支援センターを設置しているが、近年、

ひきこもりが社会問題化しており、その居場所づくりが課題となっていること

から、知多市若者支援センターの取組を参考に、青少年自立支援センターの機

能の充実・拡充を図っていきたい。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度、市町村子ども・若者支援担当者連絡会議、市町村子ども・若者支援担当者等

研修会の開催等により、市町村の子ども・若者支援地域協議会の設置に向けた気運の醸

成を図り、１市ではあるが、平成 30 年度の協議会設置の目処がついた。 

しかしながら、大部分の市町村は担当部署が明確になっておらず、引き続き、積極的

な働きかけが必要。 

今後は、市町村担当者連絡会議を開催し、先行市町村の取組状況の紹介等を行うとと

もに、必要に応じ、市町村への個別訪問も検討する。 

また、今年度、地域において、地域住民を見守り、支える立場にある民生委員の不登

校・ひきこもりの理解を深めるために講習会を開催したが、困難を有する子ども・若者

の自立を支援する人材の養成や社会資源の掘り起こしに引き続き努めていく。 
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 13 沖縄県 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

本県の子ども・若者は、不登校、ニート等全国と比較して非常に厳しい状況（平成

27 年度小学校不登校率及び平成 25 年度若年無業者率全国ワースト１位）にあり、平

成 26 年 10 月に開所した沖縄県子ども若者みらい相談プラザ sorae を中心に相談支援

を行っている。sorae は人口の多い本島南部に設置しており、本島北部や離島地域の

宮古島、石垣島については、年１回出張相談会を行っているが、出張相談後の継続支

援が課題であり、特に、離島地域については、地域で完結させる支援体制が求められ

ている。 

また、県の地域協議会は既に設置されているが、圏域毎で雇用環境等状況が異なる

ことから、地域の実情と社会資源に応じて地元自治体が主体となった支援体制の構築

が必要である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

子どもの貧困対策を中心に協議会立ち上げの機運が高まっており、法定の守秘義務

が課せられる子若協議会や要対協の活用をベースとし、立ち上げに向けて各市町村へ

行政説明を行う。 

また、本事業を活用しながら、協議会設置に前向きな意向を示している宮古島市に

ついては、設置を促していくとともに、石垣市については、協議会活用の推進を図っ

ていただく。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）「沖縄県子ども・若者支援地域協議会」代表者会議及び実務者会議の開催 

（ｲ）「沖縄県子ども・若者総合相談センター」運営委託における相談業務や普及啓発等

の実施 

（ｳ）「地域若者サポートステーション」運営委託における社会適応プログラムや訪問支

援等の実施 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

子ども・若者育成支援推進法（平成 21 年法律第 71 号）（以下「法」という。）第 19

条第 1項の規定に基づき、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に

対する支援を効果的かつ円滑に実施することを目的として、沖縄県子ども・若者支援

地域協議会を設置している。 
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イ 主な取組内容 

代表者会議は、関係機関等の代表者により構成し、協議会の基本的な運営方針の決

定や実務者会議が円滑に運営されるための環境整備等について協議し、実務者会議

は、関係機関等の実務担当者により構成し、地域の実態把握や各機関の役割の明確化

や活動状況等について情報交換する他、支援の対象となる子ども・若者の支援に係る

情報交換や支援の内容、研修、広報・啓発等に関する事項について協議する。 

（ｱ）平成 29 年度第１回沖縄県子ども・若者支援地域協議会代表者会議・実務者会

議合同会議を平成 29 年８月 16 日（水）に開催。24 機関 47 名参加。 

（ｲ）平成 29 年度第２回沖縄県子ども・若者支援地域協議会実務者会議を平成 30

年１月 17 日（水）に開催。21 機関 42 名参加。 

 

ウ 今後の課題 

沖縄県では、これまで単体の機関・団体等から指定支援機関である子ども若者みら

い相談プラザ sorae に対する個別のケース相談対応を行ってきたことはあるが、本協

議会としてのケース検討は実施したことがないため、協議会運営の工夫として、電話

及び ICT の活用、支援対象者の共有化、実務担当者の連絡窓口を指定することで「負

担軽減」と「結果」を重視したケース検討会議や連携協力の推進を図っていく必要が

ある。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 16 日 平成 29 年度第１回沖縄

県子ども・若者支援地

域協議会 代表者会議・

実務者会議 合同会議 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

代表理事 谷口 仁史 

2 ９月 15 日 子ども若者みらい相談

プラザ sorae の取組報

告について 

 

子ども・若者育成支援

施策について 

子ども若者みらい相談プラザ

sorae 

主任支援員 松本 大進 

 

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 佐保 友里奈 
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（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

沖縄県の子どもを取り巻く現状は、子どもの貧困率や不登校児童・生徒数、

中途退学率など、全国と比較して非常に厳しい状況に置かれており、ニート、

ひきこもり、不登校、発達障害など、子ども・若者の抱える問題は複合化・深

刻化している。 

沖縄県では、子ども・若者育成支援推進法に基づき、社会生活を円滑に営む

上での困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施するこ

とを目的として、平成 25 年１月に沖縄県子ども・若者支援地域協議会を設置

し、平成 26 年 10 月に沖縄県の子ども・若者総合相談センターである「子ども

若者みらい相談プラザ sorae（ソラエ）」を開所した。 

今回は、協議会の構成機関からの取組報告やソラエの実績報告及び課題の共

有とともに、佐賀県の特定非営利活動法人「NPO スチューデント・サポート・フ

ェイス」の取組や佐賀県の地域協議会の取組状況や活用方法をご紹介いただ

き、特に構成機関同士の連携の部分を今後の取組の参考とする。 

b 担当者所見 

子ども・若者の抱える問題が複合化・深刻化している中で、単一機関による

縦割り的な対応では解決が困難であること、また、その解決方法等をこれまで

の事例を交えて「NPO スチューデント・サポート・フェイス」の谷口先生にお話

しいただくことで、沖縄県の協議会における構成機関同士の連携のヒントにつ

ながればと思い、今回、協議会の構成員を対象とした研修会を実施した。 

NPO スチューデント・サポート・フェイス（Ｓ.Ｓ.Ｆ）では、これまで数多く

の相談・派遣を行い（派遣先の９割以上の状態が改善）、県子ども・若者総合相

談センターや地域若者サポートステーションの相談実績も全国トップクラスで

あり、その要因としては、アウトリーチによる孤立する若者の効果的な掘り起

こしが奏功して、相談ニーズの高まりにつながっているとのこと（パンフレッ

トを関係機関・団体へ配布しておらず、改善率の高さが口コミで広まり、好循

環を生んでいるとのこと）。 

多重困難ケースでは、カウンセリングのみならず、学校や職場、家庭等所属

する環境に対する様々な保有資格による多面的なアプローチが重要。その際、

相対的要素を持つ関係性を分析し、世代が近い方による支援や当事者の価値観

のチャンネルを合わせておくことが大事とのこと。 

Ｓ.Ｓ.Ｆでは、青少年サポートネットワーク inSAGA をはじめ、地域ボランテ

ィアから全国規模のネットワークまで支援ネットワークを構築し、それぞれの

限界を補うための連携を図っているとのこと。 
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その他に、困難を抱えた子ども・若者を支えるために求められる家族及び関

係者の心構えやひきこもり状態から脱却した子ども・若者の学校復帰や職場復

帰、就職の際の留意点等のお話しがあった。 

沖縄県では、これまで単体の機関・団体等から指定支援機関であるソラエに

対する個別のケース相談対応を行ってきたことはあるが、本協議会としてのケ

ース検討は実施したことがない。 

協議会運営の工夫として、電話及び ICT の活用、支援対象者の共有化、実務

担当者の連絡窓口を指定することで、徹底した「負担軽減」と「結果」を重視

したケース検討会議及び連携協力の推進という谷口先生からの助言について、

今後の取組の参考としたい。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

沖縄県の子どもを取り巻く現状は、子どもの貧困率や不登校児童・生徒数、

中途退学率など、全国と比較して非常に厳しい状況に置かれており、ニート、

ひきこもり、不登校、発達障害など、子ども・若者の抱える問題は複合化・深

刻化している。 

沖縄県では、子ども・若者育成支援推進法に基づき、社会生活を円滑に営む

上での困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施するこ

とを目的として、平成 25 年１月に沖縄県子ども・若者支援地域協議会を設置

し、平成 26 年 10 月に沖縄県の子ども・若者総合相談センターである「子ども

若者みらい相談プラザ sorae（ソラエ）」を開所した。 

今回は、市町村職員を対象として、子供・若者支援に関する知識の習得や地

域協議会の制度概要、設置による効果、子ども若者みらい相談プラザ sorae の

取組報告を通じた県・市町村間のネットワークの整備を図ることを目的とす

る。 

b 担当者所見 

（a）子ども・若者育成支援施策について困難を抱えている子供・若者につい

て、子供の貧困、児童虐待、いじめ、不登校等の問題は相互に影響し合い、

複合性・複雑性を有していることが顕在化（子供・若者育成支援推進大

綱）。 

・ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者等に対して、個々

人の特性に応じて将来の目指すべき姿を描きながら、医療、福祉、教育、

進路選択、中退からの再チャレンジ、就労などについて、専門機関が連携

して伴走型の支援に取り組む（ニッポン１億総活躍プラン）。 

・ ひきこもり、ニート、不登校、いじめ、経済的困窮、障害、虐待などは

単一の分野・機関だけで対処することは困難であり、様々な機関が相互に
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連携して協議会を構成し、既存の機関やネットワークでは対応できなかっ

た課題について、それぞれの特色や専門性を生かして子供・若者の発達段

階に応じた支援を行っていくことが求められる。 

・ 都道府県レベルでは約８割で協議会設置に至っているが、市町村レベル

ではとても少ない。県内は石垣市のみ。県のみの協議会だと個別の対象者

に対する支援が困難であるが、市町村の場合は個別ケースの具体的な話が

しやすい点に協議会設置のメリットがある。 

・ 構成機関や規模等により、実務者会議の中で必要に応じて個別ケースを

扱うとする場合や、実務者会議のみで十分に関係者の意思疎通が図られ共

通認識を醸成することが出来る場合は代表者会議を置かないことなども考

えらるため、地域の実情に応じた設置が可能。 

・ 法定の協議会は、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供、

意⾒の開陳その他の必要な協力を求めることができる上、法定の秘密保持

義務がある。協議会設置のメリットや他の市町村の活用状況を周知しなが

ら、今後、協議会設置に前向きな意向を示している市町村に対して、設置

を促していきたい。 

（b）子ども若者みらい相談プラザ sorae の取組報告について 

・ 制度のはざまにいる子ども・若者のセーフティーネットとして、複数の

専門による丁寧な見立て（臨床心理士、キャリア、精神保健福祉士）に基

づく他の機関への誘導・紹介・連携や必要なケースについてカウンセリン

グを実施。 

・ 母親や支援機関を入り口にした相談が多く、その後、本人への相談へ継

続している。支援機関の半数以上が教育関係。小中学校までは教育委員会

の支えが強いが、高校では支援の手が薄くなる印象がある。 

・ 当事者の年齢として、中学・高校の年齢（13～15 歳・16～19 歳）でお

よそ半数を占める。不登校、ニート、ひきこもりの社会的自立に関わる相

談が半数以上となっており、そのうちの 50％でなんらかのメンタルの課題

がある。 

・ 就労・就学・居場所・医療福祉制度・環境改善・メンタルヘルスの各項

目で支援目標の達成があるが、学校や市町村教育委員会の相談窓口で受け

止めができなくなってしまったケースや不安が高くバスなどの利用も困難

であり支援機関に通いきれないケースなど、実績から見えてきた課題あ

り。 

・ 年齢の壁（15 歳、18 歳）、教育、福祉、医療、雇用等で受け取り切れな

いケースの総合窓口および基礎的な伴走対応できる機関が地域に必要。 
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イ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 15 日 平成 29 年度「子供・若

者支援地域ネットワー

ク強化推進事業」に係

る市町村担当者研修会 

沖縄国際大学総合文化学部 

准教授 知名 孝 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

沖縄県の子どもを取り巻く現状は、子どもの貧困率や不登校児童・生徒数、

中途退学率など、全国と比較して非常に厳しい状況に置かれており、ニート、

ひきこもり、不登校、発達障害など、子ども・若者の抱える問題は複合化・深

刻化している。 

沖縄県では、子ども・若者育成支援推進法に基づき、社会生活を円滑に営む

上での困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施するこ

とを目的として、平成 25 年１月に沖縄県子ども・若者支援地域協議会を設置

し、平成 26 年 10 月に沖縄県の子ども・若者総合相談センターである「子ども

若者みらい相談プラザ sorae（ソラエ）」を開所した。 

今回は、前半の市町村職員を対象とした研修会を踏まえた上で、ワークショ

ップの中で、ひきこもりやニートなど、各市町村の子ども若者支援に関する取

組の課題の抽出や協議会設置に関する必要性や課題などの意見交換を行い、協

議会設置を検討するきっかけとする。 

b 担当者所見 

子ども若者支援に関する機関として、学校、保健所、医療機関、相談支援、

CSW などがあるが、ある年齢までしか関われなかったり、診断や症状（がある場

合）の治療は可能であるが、日中活動や居場所の提供ができないなど、保護者

や本人のニーズとのギャップがある。 

インフォーマルな（＝必ずしも児童福祉や福祉を目的とはしない・あるいは

ボランティアレベルの）支援場所と協力しながら、子ども達の支援を考えてい

く必要がある。その中心になるところが、行政を中心とした地域の有志（「ステ

ークホールダー」と言われる人達）。地域の情報共有・ディスカッションの場と

して「子ども・若者支援地域協議会」を位置づけてはどうか。 
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（a）各グループの意見抜粋 

【ひきこもりやニート、その他こども若者支援に関する取組とその取組に関し

ての課題などについて】 

・ 青少年センターでは中学校卒業から 30 歳台までの若者相談窓口を業務

内容としているが、他機関へつなぐことができない問題が出た際にどのよ

うな対応をすればよいのか。 

・ 家庭で抱え込んでいて、支援が行き届かないケースがすごく多いのでは

と感じている。 

・ ひきこもり支援について、どの部署が対応するのか議論あり。 

・ 保護者とコンタクトが取れない世帯について、どのようにアプローチす

るか課題あり。 

・ 学校を卒業してしまうと見えなくなるケースが多数ある。 

【協議会設置に関する必要性や課題などについて】 

・ 児童に関する要保護地域対策協議会やその他の連絡協議会などを包含し

て協議会を設置するのか、別個で新たに設置することになるのか検討が必

要。 

・ 要対協が同じ役割をしているのではないか。 

・ 必要性は感じるが、最終的にどこの課がやるかということで議論が進ま

ない。 

・ 自立支援協議会、要対協など協議会が多い現状で増えるのはどうなの

か。 

（b）各グループの意見を踏まえて 

・ 各グループの意見を集約すると、子ども・若者支援に関する課題は多々

あり、協議会設置の必要性は理解できるが、マンパワーが限られた中で、

どの部署が率先して動くべきなのかといったことや、既存の類似の協議会

がある中で積極的に設置すべきなのかといった意見がある。・協議会設置

のメリットや他の市町村の活用状況を周知しながら、今後、協議会設置に

前向きな意向を示している市町村に対して、地域の実情に応じた設置を促

していきたい。 

 

ウ 支援機関マップの作成 

 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月２日 北九州市子ども・若者応援センター「YELL」 
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（ｱ）第１回 

a 視察内容 

（a）北九州市子ども・若者応援センター「YELL」を訪問し、センターの概要、

取組等及び北九州市子ども・若者支援地域協議会設置の経緯や運営状況等に

ついて担当職員から説明を受けた。 

（b）センターは、様々な悩みを抱えた 15 歳～39 歳の若者及びその家族の総合相

談窓口として平成 22 年 10 月に開所。①専門のカウンセラーによる個別面

談、②相談者の自立度に応じた各種社会参加プログラムの紹介、③保健・医

療や福祉などの専門機関との連携による支援を実施しているとのこと。 

（c）平成 22 年 10 月～28 年３月の相談件数実績は、来所相談 6,169 人、電話相

談 9,417 人、プログラム活動参加者数は、平成 24 年度～28 年度で、5,669

人となっている。 

（d）協議会の立ち上げについては、関係各課の課長クラスによる総合的な若者

支援に関する検討会の開催や担当課における若者支援ラインの設置、内閣府

の「子若支援地域協議会モデル事業」の活用等を通じて、平成 22 年８月に

設置したとのこと。 

（e）人事異動による担当の入れ替わりもあり、構成機関同士で目的や思いを共

有できていないと会議のための会議に陥りがちになるため、何のために会議

を開催しているのか、納得させて巻き込むための工夫が必要であり、自分た

ちの守備範囲ではない、関係ないとならないよう会議の中では必ず発言して

もらう機会を作っているとのこと。また、実務者会議を円滑に実施できるよ

う、ワールドカフェやグループワーク等を通じて構成員同士の信頼関係を築

いているとのこと。 

b 担当者所見 

（a）センターでは、相談者の自立度をひきこもりレベルから就労・就学が可能

なレベルまで 10 段階に区分して、レベルに応じたコミュニケーション講座

や農業体験、ボランティア体験等を実施するとともに、就労に対する自信や

意欲の向上につなげるため、一般就労の前段階として、中間的就労を実施

し、賃金を得ながら仕事の経験を積むなどの工夫がなされている。 

（b）また、子若センターのイベントが掲載された「市政だより」をスーパーや

児童館、市民センター、高校、大学等に広く配布して、子若センターの周知

を図るとともに、実際にひきこもりの若者が着ぐるみの中に入り、イベント

に参加している子どもたちや親への対応を経験することで対人関係や自己表

現の方法を身につける「ゆるキャラプロジェクト」などのユニークな取組も

実施している。 

 



110 
 

（c）さらに、子若センターが入居している建物の中に、消費生活センターやひ

きこもりセンター、子ども総合センター、少年サポートセンター等、協議会

の構成メンバーが入居しているため、ケース検討が行いやすく、相談者の負

担軽減にもなっていることから、新規で子若センターを設置する際には関係

機関の場所も考慮する必要があると感じた。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

子ども・若者の抱える問題が複合化・深刻化している中で、協議会の開催を通じて、

構成機関からの取組報告や子ども若者みらい相談プラザ sorae の実績報告及び課題の共

有とともに、「NPO スチューデント・サポート・フェイス」の取組や佐賀県の地域協議会

の取組状況・活用方法をご紹介いただき、県内の協議会における構成機関同士の連携の

ヒントにつなげた。また、市町村担当者研修会を開催して、子供・若者支援に関する知

識の習得や地域協議会の制度概要、設置による効果、sorae の取組報告を通じた県・市

町村間のネットワークの整備を図るとともに、ひきこもりやニートなど、各市町村の子

ども若者支援に関する取組の課題の抽出や協議会設置に関する必要性・課題などの意見

交換を行い、協議会設置を検討するきっかけを作った。 

さらに、sorae の運営により県全域からの相談を受け入れることができつつあり、支

援者との顔の見える連携が年々増えており、効果的な支援を実践できてきている。 

また、学校を中心とした、地域資源からの相談依頼も相当数上がってきており、県内

の子ども若者の現状を俯瞰的に把握することができている。 

一方で、ひきこもり、ニートケースなど、sorae の相談から次のステップに移行でき

る段階で、訓練はまだ早いため、２、３名の小グループ活動なら挑戦できそうなケース

があり、このようなケースは中・長期に sorae が受け取っているが、適切な関係機関が

少ない現状があるため、引き続き、適切な関係機関の掘り起こしや研修会の開催、各市

町村に対する協議会の設置を促していく必要がある。 
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Ⅱ 実施地域（市町村）における実施結果・成果・今後の課題 

 １ 埼玉県上尾市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 29 年４月１日現在の上尾市の人口は 228,124 人であり、その内、15 歳から 39

歳の子ども・若者は 61,610 人と、約 27 パーセントを占めている。平成 26 年版子ど

も・若者白書に示されている内閣府が平成 22 年に実施した、「若者の意識に関する調

査（ひきこもりに関する実態調査）」から得られたひきこもりの割合をもとに推計さ

れる、平成 29 年４月１日現在の上尾市における 15 歳から 39 歳までのひきこもりの

数は 1,103 人である。 

本市では、平成 26 年４月に子ども・若者相談センターを設置し、同年６月より子

ども・若者に係る相談業務を開始した。相談件数は平成 27 年度が延べ 222 件（新

規：54 件、継続：168 件）、H28 年度が延べ 225 件（新規：52 件、継続 173 件）であ

る。相談者を繋ぐ受け皿の不足が課題となっており、より関係機関との連携が必要な

ことから、福祉・教育・保健・医療・雇用・矯正・更生保護などからなるネットワー

クの形成が重要と考える。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

昨年度、設置した「上尾市子ども・若者支援地域協議会」において、顔の見える関

係を築き、連携を深め、上記課題の解決に活用していきたい。 

 

ウ 今年度の活動 

「上尾市子ども・若者支援地域協議会」（平成 29 年３月 29 日設置）代表者会議年

１回、実務担当者会議年１回を予定している。調整機関は、当センター（上尾市子ど

も・若者相談センター）で、市内の教育分野、福祉・保健・医療分野、矯正・更生保

護等分野、雇用分野、民間支援団体等分野の 31 機関より構成される。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

関係機関の横の繋がりを築き、関係機関が、相談に来た子供・若者、地域で困難を

抱えている子供・若者に、適切な支援を継続していくために、連携を取る中核となる

機能を目指す。 

 

イ 主な取組内容 

代表者会議１回、実務者会議１回を実施した。 
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ウ 今後の課題 

協議会初年度のため、今回は、顔合わせや情報交換をおこなった。次年度以降、充

実した会議をおこなうための内容を検討していく必要がある。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 １月 11 日 不登校の子ども・若者

からのメッセージ 

日本社会事業大学 

准教授 内田 宏明 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

小中学校の不登校の割合は、平成 27 年度過去最多になった。原因も多様化

し、問題は複雑化していると言われている。不登校の子ども・若者が、その

後、ニート・引きこもりになっているケースは非常に多い。そのため、早い段

階での解決が、若者がニート・引きこもりになることを減らしていくことに繋

がる。この講座で、不登校の現状、支援について学ぶ。 

b 担当者所見 

支援者サイドの講座は多いものの、このように、不登校の子ども・若者から

見た話は、大変貴重であると感じた。相談職が専門的知識、経験をもつことは

当たり前だが、それを全面的に出しては、子ども・若者や保護者は相談しづら

い。いかに相談者に心を打ち明けてもらえるかがカギであり、信頼されなけれ

ば意味がないという話が印象的だった。また、相談者は、孤立を深めてしまっ

ていないかに心を傾けるべきだ。学校に行っていなくても孤立していなければ

見守っていられるが、学校に行っていても孤立している方が心配であるという

話は、多くの参加者が、基本に立ち返る気持ちになったようだ。事例におい

て、同じ内容の母親からの話でも、不登校の要因が異なれば、支援方法も異な

ってくるケースの具体的な説明を受けることができた。アセスメントが大切で

あり、いずれのケースにしても、一機関で支援を行うことには限界があること

から、他機関との情報共有、役割分担、協働が重要であることを再確認するこ

とができた。 

参加者からは、「経験に裏付けされた力強い内容だった」「再登校が目標でな

く、自己実現を目指すべく、ひとりひとりに寄り添って自分の人生として描け

ることが意味をなすという話が良かった」「不登校の子が抱えている想いについ

て、多面的に知ることができ、各機関の成し得ることについて視点をいただい

た」等の声があった。 
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イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月 17 日 摂食障害、リストカッ

トをする方への支援 

 

ストレス対処法 

ひがメンタルクリニック 

臨床心理士 森本 佳代 

 

菊池臨床心理オフィス 

臨床心理士 菊池 礼子 

2 11 月 16 日 市民がつくる若者就労

支援“静岡方式” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者の居場所作りとボ

ランティア支援 

NPO 法人青少年就労支援ネットワ

ーク静岡 

理事長 津富 宏 

 

NPO 法人青少年就労支援ネットワ

ーク静岡 梶山 幸子 

 

若者の就労支援ネットワーク・

ムーミンの会 

代表 唐沢 恵子 

 

NPO 法人さいたまユースサポート

ネット 

代表理事 青砥 恭 

 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

摂食障害、リストカット等、どのように支援したらよいか分からない困難ケ

ースがある。しかし、そのような困難ケースの基本知識、接し方について、学

べる機会は少ない。また、そのような困難ケース、複雑な家庭が背景にあるケ

ース、複数の問題を抱えるケース等が増えていることより、支援者がストレス

を抱え込み、疲れ切ったり、バーンアウトしてしまうこともある。 

そこで、上尾市では、そのような困難ケースへの接し方を学び、また、支援

者がストレスに対処できるよう、支援者の人材養成のための講習会を開催し

た。 

b 担当者所見 

第１部では、森本佳代氏から、摂食障害、リストカット者への支援について

講演があった。リストカットについて、なぜリストカットするのか、援助のス

タンス、対応の注意点の話があった。避難したり、過度に同情することはせ



114 
 

ず、節度ある、本人に必要な援助の手を差し伸べるスタンスでいることが大切

だと伺った。また、摂食障害について、治療の必要性、どんな人がなりやすい

か、拒食・過食の悪循環から抜け出す治療、支援者はどう接するか、事例を伺

った。体重を増やすことや過食嘔吐のない生活を目的にするのではなく、健康

と幸せが大切と伝え、安心感を培うことが大切ということをお話を伺った。 

参加者からは、「いかに相手の気持ちに寄りそうかが大切だと学んだ」「対応

の仕方を、事例を交えて説明していただいて分かりやすかった」「援助のスタン

スを知ることができた」との声があった。 

第２部では、菊池礼子氏から、ストレス対処法について講演があった。「性格

が合わない」と考えるより、認知のタイプが違うことでの行き違いと考えるこ

と、理不尽な攻撃への対応、ストレス対処のポイントについてうかがった。支

援者は、自分をほっとさせてくれる時間を守る、人生に大切な事柄を後回しに

しない等、自分を「整える」ことが大事だとの話があった。 

参加者の方からは「支援者として大切なことを再確認することができた」

「日々の業務でストレスを感じることが多いので、とても参考になった」「職場

に戻り、同僚にも聞かせてあげたいと思った」との声があった。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

引きこもり・ニート等の若者を支援する際、相談を受けた後、どのようなス

テップを踏んでいくかが重要である。相談後に今はまだ不足している、居場

所、ボランティア支援、就労の伴走支援について学ぶため、支援者の人材養成

のための講習会を開催した。 

b 担当者所見 

第１部では津富宏氏、梶山幸子氏、唐沢恵子氏より、“静岡方式”の若者就労

支援について、ご講演があった。就労支援の原則、人生に付き合うことの大切

さ、伴走支援での経験について、お話いただいた。最後に、好きなこと・好き

なもの・好きな人をもとに、支援する若者にできることの提案をしてみる体験

をおこなった。津富氏からの‘適切なサポートがあれば、どんな人（若者）も

働けます’‘働く喜びをすべての人に’のフレーズが、支援者を勇気づけていた

のが印象的だった。 

参加者からは、「実践されている取組について、分かりやすくお話いただい

た」「様々な立場の方が発表されたのが良かった（当事者と支援者の生の声が聴

けてあたたかい雰囲気だった）」「地域で一歩踏み出せる気がした」との声があ

った。 



115 
 

第２部では、青砥恭氏から、若者の居場所と就労支援について講演があっ

た。居場所を選べない若者たちの「孤独と絶望」についての実例、若者たちが

なぜ居場所を求めるのか、居場所での支援方法とその大切さについて話があっ

た。 

参加者の方からは「具体的な事例を交えながらの取り組みを紹介しもらい、

分かりやすかった」「利用者と支援者の垣根を超えたコミュニティの考えに感銘

を受けた」「居場所のない、家庭に恵まれない子供たちを地域社会で守り、育て

ていくことの大切さ、大変さを感じた」との声があった。 

 

ウ 支援機関マップの作成 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 17 日 出雲市子ども・若者支援センター 

2 ２月 23 日 豊橋市子ども・若者総合相談支援センター 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

はじめに、協議会の主管課である出雲市市民文化部市民活動支援課にて課長

及び担当者から、設置から現在に至るまでについてお話を伺い、その後、出雲

市子ども・若者支援センターにて実際に相談業務を行っている所長と相談員の

お二人に、具体的な内容について話を伺った。 

平成 23 年１月、「出雲市子ども・若者支援協議会」の設置にともない、平成

23 年４月、教育委員会の所管であった「子ども支援センター」が「出雲市子ど

も・若者支援センター」に改称され機能が拡充され、現在は機構改革によって

市民文化部市民活動支援課の所管となっている。 

設置前の経緯から青少年育成に意欲的に取り組んできた出雲市の特徴が理解

できた。当市は、児童虐待予防事業（要対協の調整機関）も兼ねていること

や、青少年育成部門と課が異なることもあり、所管課と子・若センターが一体

となって取り組みを進めていることが参考となった。 

出雲市子ども・若者支援センターでは、相談業務の内容や体制（相談員は心

理相談員を含む５人体制であり平日は毎日開いている）について聞き（当市は

火・金の週２日である）、支援活動の実際や啓発活動、連携機関との取り組みの

実態を教えていただいた。 

中でも、相談者に発達障害をともなう場合の支援について、医療機関（クリ

ニック）との協力・連携があり、医療機関（医師）による相談支援がセンター

内で可能なこと等、先進的な取り組みが進められていると感じられた。 
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b 担当者所見 

出雲市子ども・若者支援センターは、その相談支援活動に長い歴史を感じ、

小松所長の人柄や相談員の皆さんの意欲を感じとることができた。当市の課題

である相談活動や支援活動内容の強化だけでなく、関係機関との連携において

出雲市の取り組み内容は大変参考になり、、当市の課題が浮き彫りになった。 

相談員の皆さんやボランティアが職場体験だけでなく、スポーツや学習会手

芸等々様々な取り組みによって、相談者が主体的に参加できるよう工夫され、

年間を通し様々な行事を企画し、相談者とともに楽しく取り組んでいる様子が

感じられた。 

さらには、センター施設内のスペースの広さもさることながら、目の前に位

置する公園での活動等、出雲市子ども・若者支援センターの立地環境が羨まし

く思えた。 

当市は「子ども・若者支援地域協議会」を立ち上げて未だ間もないこともあ

り、課題が山積されている。支援の必要のある若者は多くいても、継続支援す

る場や居場所の確立ができていない。出雲市での視察により多くのことを学ん

だことから、当市で何ができるかを考えていかなければならない。 

 

（ｲ）第２回 

a 視察内容 

市役所とは別の建物にある、豊橋市こども若者総合相談支援センター「ココ

エール」を訪問した。課長兼センター長は、庁内のこども家庭課にいるため、

副センター長・竹内泰子氏、６年在籍している梶浦稔氏より、説明を受けた。 

設置から現在に至るまでについて話を伺い、その後、所内を見学した。 

平成２２年度、教育委員会生涯学習課で、国のモデル事業（子ども・若者支

援地域協議会の設置・運営モデル事業）を受け、平成 22 年 11 月 15 日に協議会

を設置した。その後、平成 27 年度、機構改革により、こども未来部こども家庭

課へ移管。さらに、平成 29 年度、こども若者総合相談支援センターを開設し

た。 

ココエールの相談業務の体制は、要保護児童担当、家庭児童相談室を含め、

臨床心理士を含む 12 人体制（このうち、こども・若者相談担当は２名）であ

り、平日と日曜は開いている（当市は火・金の週２日）。さらに相談の間口を広

げるため、平成 30 年度からは、職員２名を増員し、土曜日も開庁するとのこと

であった。現在の支援活動や啓発活動、関係機関との連携について教えていた

だいた。 

中でも、市（協議会）を超えた関係機関が集まる「支援機関フォーラム」が

印象的であった。関係機関同士が「顔と顔が見える関係」を作り、より強固な
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連携を実行する取組みが行われていた。このフォーラムは、堅苦しい会議形式

でなく、グループで“ざっくばらん”な情報交換の場であり、テーマを決め、

過去の経験・実績を踏まえ、情報交換を進めることで、相談をリファー（紹

介）しやすい環境が醸成できたという大きな利点を生んでいる。 

また、教育委員会から発足したという特性もあり、「定時制・通信制高校合同

説明会」を開催し、合同説明会で全体概要を説明後、ブース形式による個別相

談できるという、不登校生徒・高校中退者に進路先の情報提供を行う場を設け

ていたことが興味深かった。 

b 担当者所見 

豊橋市こども若者総合相談支援センター「ココエール」をはじめ、この地域

全体が、子供・若者支援に積極的に活動していることが感じられた。 

当市の課題である相談活動や支援活動内容の強化だけでなく、関係機関との

連携において豊橋市の取り組み内容は大変参考になり、当市の課題を再認識す

ることができた。 

さらには、センター内に、当市同様、児童虐待の相談と、若者相談が入って

くるが、職員間の連携が密に取れているため、電話に出た職員が、どの担当に

繋ぐかすぐに把握し、迅速かつ正確に対応しているところが印象的であった。 

また、市が直接、居場所や中間的就労の場を確保はしていないが、周辺の関

係機関が積極的に取り組んでおり、豊橋市や協議会が、地域や関係機関を育て

ている、支援している様子がうかがえた。 

当市は「子ども・若者支援地域協議会」を立ち上げて未だ間もないこともあ

り、課題が山積されている。支援の必要のある若者は多くいても、継続支援す

る場や居場所の確立ができていない。今後、この豊橋市の取組みを参考にして

いきたい。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 今年度は、地域協議会を設置し、代表者会議、実務者会議を行った。今まで、それ

ぞれの機関が、どのような若者支援をしているかを知らないことも多かったが、顔を

合わせ、情報交換することで、関係機関同士、理解を深めることができた。 

 

イ 人材養成講座では、摂食障害やリストカット、支援者のストレス対処法についての

講義を企画した。テーマを絞り、普段聞く機会がない内容にしたことで、大変ご好評

いただいた。今後も、講座の内容を関係機関の希望を調査しながら計画していきた

い。 
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ウ 相談に来所した若者の中で、４～５名の男性で、月１回のグループワークの実施を

開始した。相談員と１対１でなく、他の若者と接することで、今まで見えなかった面

が見えてきたことから、今後も継続して実施していきたい。 

 

エ 地域協議会の実施内容の充実を図っていくことが課題である。 
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 ２ 愛知県あま市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 22 年３月 22 日に七宝町、美和町、甚目寺町の３町が合併してあま市が誕生

し、平成 28 年４月１日現在、人口は 88,507 人で、その内 15 歳～39 歳の子ども・若

者は 24,189 人で、約 27.3％を占めている。 

あま市として引きこもりの数について調査は行っていないが、全国的な割合の人数

に相当する引きこもりが存在すると思われる。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

より効果的な支援が行えるよう、大治町と連携して広域的な子ども若者支援地域協

議会を設立するために様々な機関と連携をとり、平成 30 年度の設立を目指す。平成

29 年度は子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業を活用しながら、設立への具

体的方策を立てる。 

 

ウ 今年度の活動 

協議会設置に向けた関係機関の選定、依頼。大治町、県、関係機関との連絡調整を

図る。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

スーパーバイズを活用し、協議会設置に向けての道しるべを示し、対象期間を選定

して平成 30 年度へ向けた設置準備を行う。 

 

イ 主な取組内容 

あま市、大治町の連携及び対象機関の機運をより高め、形骸化しない支援協議会の

設置および相談センターの設立が今後の課題となる。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 29 日 子ども若者支援地域協

議会における研修会 

 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

2 １月 12 日 設置に向けたスーパー

バイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 
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3 ２月 13 日 設置に向けたスーパー

バイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

あま市及び大治町の各関係部署の担当者に対して、子ども若者地域支援協議

会についての理解を深める。 

b 担当者所見 

参加者には子ども若者地域支援協議会についての知識を有する者もいたが、

概ねは地域支援協議会とはどのようなものかから始まる、初歩的な研修会とな

り、まずは支援協議会とは何か、どのような効果があるか、どのように立ち上

げてゆけばいいかといった内容からスタートした。この研修により、まずはあ

ま市、大治町における支援協議会の設立の機運を高めることにより、まずは設

置の第一歩となることができたと思われる。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

あま市及び大治町の支援協議会の設置に向けてのアドバイズを賜り、円滑な

支援協議会の設置を行えるようにする。 

b 担当者所見 

設置に向けてどのような流れで行っていいか、経験豊かな講師に直接聞くこ

とができ、疑問に思っていることを色々と伺うことができ、大まかな流れ等今

後どのように行っていけばいいかを理解することができた。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

あま市及び大治町の支援協議会の設置に向けてのアドバイズを賜り、円滑な

支援協議会の設置を行えるようにする。 

b 担当者所見 

予め作成していたスケジュールや要綱などについてアドバイスをもらうこと

ができ、今後の方針をある程度固めることができた。また、今度設置する相談

センターについて、あま市と大治町のそれぞれの立場からの相談を行い、アド

バイズをもらうことができた。 

  



121 
 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

スーパーバイズを招いてアドバイスを頂き、設立に向けた機運を高め、今後の方針を

確認することができた。今後はアドバイスを活かし、またスーパーバイズを通して関係

を構築した田中氏にアドバイスをもらいながら、平成 30 年度設置に向けていきたい。 
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 ３ 滋賀県大津市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

本市においては、大津市子ども・若者支援ネットワークを平成 26 年度に立ち上

げ、様々な関係機関と情報交換を行う等、連携を深めている。しかしながら、子ど

も・若者の困難な状況は多様化、複雑化しており、適切な支援を実施するためには、

さらなる連携の強化や様々な子ども・若者の相談を受ける仕組みづくり等、充実した

支援体制の構築が必要である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

（ｱ）関係機関の連携を深める。 

（ｲ）支援者等に知識の付与を行う。 

（ｳ）様々な子ども・若者の相談を受ける、子ども・若者総合相談窓口を設置する。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）年間４回の研修会・講演会の開催。 

（ｲ）子ども・若者総合相談窓口の設置。 

（ｳ）子ども・若者支援地域協議会の設置。 

（ｴ）先進地の視察。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対して関係機関等による

支援を円滑かつ効果的に行うため、情報交換及び連絡調整、必要な体制の整備、調

査、研究、研修、広報活動及び啓発活動等を実施する。 

 

イ 主な取組内容 

平成 29 年 10 月１日に協議会を設置し、平成 30 年２月７日に実務者会議を実施し

た。 

 

ウ 今後の課題 

会議をより効果的、効率的な内容とすることで、関係機関のさらなる連携の強化を

図る。また、子ども・若者総合相談窓口をはじめとした、市内の子ども・若者支援体

制の推進を図ること。 
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(3) 今年度実施内容 

ア 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 31 日 発達障害のある子ど

も・青年を理解し適切

な支援するために～大

津市における発達障害

児・者支援～ 
 

大津市における発達障

害児・者への支援体制

～現状と課題～ 

元 滋賀県発達障害者支援セン

ター「いぶき」センター長 

井深 允子 

 

 
 

大津市発達障害者支援センター

「かほん」センター長 

小﨑 大陽 

2 10 月 25 日 経験者が語る不登校・

ひきこもり 

特定非営利活動法人 D.Live  

代表理事 田中 洋輔 

3 12 月 14 日 京都市ユースサービス

協会における子ども・

若者支援の事例 

 

京都市における子ど

も・若者総合支援事業

について ～ひきこも

り支援を中心に～ 

京都市子ども・若者支援室 

CATCh チーフ 冨田 祐子 

 

京都市子ども・若者未来部育成

推進課 課長補佐 芝 紀一 

4 ２月 24 日 「ひきこもりの若者に

対し家族ができるこ

と」 

一般社団法人ｏｆｆｉｃｅドー

ナツトーク 代表 田中 俊英 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者からの相談内容が多岐の分野にわたり、様々な要因が絡み合う

場合は、関係機関が密接に連携して支援を行う必要がある。そこで、主に関係

機関の支援者・相談員を対象として研修会を行うことにより、知識の付与並び

に関係機関のつながりの強化を図る。 

b 担当者所見 

この研修においては、「発達障害」をテーマとして、臨床心理士からの専門的

な知識・経験に基づく講演、大津市発達障害者支援センター所長からの実際の

支援体制を踏まえた講演をいただいた。そのため、出席者は「発達障害」への

理解が深まるとともに、大津市における「発達障害」をとりまく実際の支援体

制を知ることができ、各々の業務に良い効果があると考えられる。 
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グループワークにおいては、様々な異なる分野の方が集まるグループとした

が、いずれのグループも活発な討論の様子が見受けられ、名刺交換もされるな

ど、互いの「つながり」が生まれた様子であった。どのグループでも「連携」

の重要性や課題についての意見があり、多くの参加者が「連携」の必要性を感

じていることを改めて認識した。 

しかしながら、２人の講師からの講演とグループワークを実施したため、

各々の時間が限られており、グループワークで話し足りない様子や、アンケー

トからも”もっと講演が聞きたかった”というような意見もあったことが、今

後に向けての課題である。 

参加者アンケートの総合満足度の平均は４を超えていたことからも、参加者

にとって意義のある会であったと考えられる。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者からの相談内容が多岐の分野にわたり、様々な要因が絡み合う

場合は、関係機関が密接に連携して支援を行う必要がある。そこで、主に関係

機関の支援者・相談員を対象として研修会を行うことにより、知識の付与並び

に関係機関のつながりの強化を図る。 

b 担当者所見 

この研修においては、「経験者が語る不登校・ひきこもり」をテーマとして、

かつては自らが不登校・ひきこもりを経験し、現在は支援者としてご活躍され

ている、田中 洋輔氏（特定非営利活動法人 D.Live 代表理事）よりご講演

をいただいた。そのため、出席者は当事者の視点も含めた不登校・ひきこもり

に関する知見が得られ、各々の業務に良い効果があると考えられる。 

グループワークにおいては、様々な異なる分野の方が集まるグループとした

が、いずれのグループも活発な討論の様子が見受けられ、名刺交換もされる

等、互いの「つながり」が生まれた様子であった。 

参加者へのアンケート結果からは、「経験者」からの意見を聞く貴重な機会で

あったとの声が多くあった。また、講演の中では、いわゆる支援機関からの支

援だけでなく、関わる大人（親、教師、地域等）が「子どもを認めること」「子

どもの声を聞くこと」が大切であるとの話があり、これに共感する意見もあっ

た。 

一方で、講演・グループワークともに時間がもっと欲しいとの意見もあった

ことが、今後に向けての課題である。 

参加者アンケートの総合満足度の平均は 4を超えていたことからも、参加者

にとって意義のある会であったと考えられる。 



125 
 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者からの相談内容が多岐の分野にわたり、様々な要因が絡み合う

場合は、関係機関が密接に連携して支援を行う必要がある。そこで、主に関係

機関の支援者・相談員を対象として研修会を行うことにより、知識の付与並び

に関係機関のつながりの強化を図る。 

b 担当者所見 

この研修においては、「京都市の子ども・若者支援体制について」をテーマと

して、京都市の子ども・若者総合相談窓口の担当者並びに市担当者よりご講演

をいただいた。京都市は平成 22 年に子ども・若者総合相談窓口及び子ども・若

者支援地域協議会を設置され、先進的に子ども・若者支援に取り組まれてい

る。その実績や現状、事例を学ぶことで、参加者は「子ども・若者支援」につ

いての理解がさらに深まったと考えられる。 

グループワークでは、様々な異なる分野の方が集まるグループとしたが、い

ずれのグループも活発な討論の様子が見受けられ、名刺交換もされる等、互い

の「つながり」が生まれた様子であった。この研修会も今年度３回目をむか

え、複数回ご参加いただいている参加者もいることから、これまで以上に積極

的な交流の様子がみられた。 

グループワークの中では、講演を受けて、本市での子ども・若者についての

議論が行われ、特に「窓口の周知」や「窓口と関係機関の連携」、「居場所支

援」についての意見が多く見受けられた。講師からも、研修会等による「顔の

見える関係づくり」や「支援員のスキルアップ」、講演会や家族会等の家族が参

加できる機会の重要性についてフィードバックを受けた。 

参加者アンケートの総合満足度の平均は 4を超えていたことからも、参加者

にとって意義のある会であったと考えられる。 

 

（ｴ）第４回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の子ども・若者及びその家族は、悩みや課題を周囲に相談せ

ず、抱え込んでしまうことがある。また、当事者の支援に当たっては最も身近

な存在の家族の対応が重要である。そこで、関係機関の支援者・相談員だけで

はなく、公開講座の形式をとり、地域の方、子ども・若者及びその家族まで広

く参加者を募って開催し、家族が当事者に対してできることを考えること、ま

た、当事者が支援につながるきっかけを生み出すことを図る。 

b 担当者所見 

講演の中で特に何度も取り上げられたのが“地雷”というキーワードであ

る。 
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それはひきこもりの子を持つ親が、つい子どもに話してしまうことで、その

地雷は３種類あり、①仕事や学校、将来の話②親の老後や仕事からの引退、健

康不安と「死」の話③近所の同級生の話ということであった。 

いずれも親としては子どものことを思って話してしまいがちであるが、それ

が子どもの負担となってしまう。この地雷をゼロにすることはできなくても、

いかに少なくして、家族間の会話を増やすかがまずは重要であるとのことであ

った。 

子ども・若者支援は、まずは家族が支援機関とつながり、家族と当事者の関

わりから支援がはじまるケースが多いと考えられる。そのため、家族がどう当

事者と接するかは非常に重要な初期段階であり、本講演はそのための知見とし

て、その考えが深まるものであった。 

この講習は、関係機関の支援員・相談員だけではなく、公開講座の形式をと

り、地域の方、子ども・若者及びその家族まで広く参加者を募って開催した。

当日は当事者の家族が参加されている様子もあり、講師の話に熱心に耳を傾け

ておられた。 

参加者アンケートの総合満足度の平均は４を超えていたことからも、参加者

にとって意義のある会であったと考えられる。 

 

イ 視察 

回数 日程 視察先 

1 ８月 21 日 調布市子ども生活部児童青少年課、調布市社会福祉協議会 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

調布市の子ども・若者総合支援事業について、ヒアリング及び事業所見学、

意見交換 

b 担当者所見 

調布市の子ども・若者総合支援事業は平成 27 年 10 月から実施されており、

相談事業・学習支援事業・居場所事業を一体的に運営されていることが特徴で

あった。事業それぞれでの充実はもとより、相談事業から居場所事業へ、学習

支援事業から居場所事業へなど、各事業が円滑につながることで効果的な支援

を実施されているように感じた。本市が想定していた子ども・若者総合相談窓

口と同様に支援対象は 15 歳からで、その中での相談の実情や課題を聞き取るこ

とは、大変参考となった。 
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(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

本市の今年度の取組については、上記の講習会の開催や視察を行うとともに、平成 29

年 10 月１日に協議会及び子ども・若者総合相談窓口を設置した。講習会については、

外部講師を招いた講演、グループワーク、広く参加者を募る公開講座を含める、といっ

たことに重点を置いて実施をし、様々な知識の付与、つながりの強化、多くの関係者へ

の情報提供ができたことが成果と考えられる。視察については、本市の子ども・若者総

合相談窓口などにとって、大変参考となる事例を学ぶことができた。また、協議会及び

子ども・若者総合相談窓口を今年度新たに設置したことで、本市の子ども･若者支援体

制の新たなスタートの年度となった。 

今後の課題としては、子ども・若者総合相談窓口の広報周知や体制の充実、また、協

議会を活かして、関係機関の連携強化をはじめとした、市内の子ども・若者支援の推進

を図ることである。 
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 ４ 大阪府枚方市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 29 年３月１日現在の枚方市の人口は、404,818 人で、そのうち 15 歳～39 歳の

人口は、110,039 人であった。平成 25 年４月１日に設置したひきこもり等子ども・若

者相談支援センターの他に、市内に北河内地域若者サポートステーションがあり、困

難を有する若者の相談支援を行っている。 

また平成 24 年６月に「枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議」を設置

し、実務者を中心にした会議を継続している。地域協議会については、ネットワーク

会議等でも議論され、平成 29 年度市政運営方針においても、設置していくことが示

される。 

今後、ネットワーク会議を移行させ、ひきこもり中心のものにするのか、健全育成

や貧困の問題も包括させたものにするのか、検討を進めているところである。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

ネットワーク会議及び青少年問題協議会において、上記課題を検討し、今年度中に

子ども若者支援地域協議会を設置する。 

 

ウ 今年度の活動 

ネットワーク会議（全体会議６回、ケースカンファレンス２回）の実施。 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターにおける継続した相談支援を実施。 

平成 25 年５月に策定した「枚方市子ども・若者育成計画」の改定。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

平成 24 年６月に設置された「枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議」を

「枚方市子ども・若者支援地域協議会」に平成 30 年３月に改編した。 

 

イ 主な取組内容 

子ども・若者支援地域協議会の実務者会議・代表者会議の円滑な運営。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 21 日 相談支援に関するスー

パーバイズ 

特定非営利活動法人クラウドナ

イン 代表 小林 將元 
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2 11 月 16 日 相談支援に関するスー

パーバイズ 

特定非営利活動法人クラウドナ

イン 代表 小林 將元 

3 11 月 22 日 相談支援に関するスー

パーバイズ 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 代表 田中 俊英 

4 １月 18 日 ネットワーク会議にお

けるスーパーバイズ 

特定非営利活動法人クラウドナ

イン 代表 小林 將元 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターにて対応する事例に対する、具

体的な支援方法について助言を得ることで、支援者のスキルアップを図る。 

b 担当者所見 

数年にわたり相談支援を行っているケースについて助言をいただいた。精神

医療分野からの助言は、大変得るものが多かった。特に、地域で活用できる資

源を、どう組み合わせ、組み立てていくか、具体的に指導いただいたことを、

今後につなげていきたいと感じた。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターで対応する事例、具体的な支援

方法について助言を得ることで、支援者のスキルアップを図る。 

b 担当者所見 

当事者が 40 歳を超え、父母も 70、80 歳台となっている、高年齢のケースに

ついて助言をいただいた。状況が異なっても、親支援の必要性は基本として変

わらないこと、そのベースがあった上で、ご本人支援につながることを改めて

確認できた。また、親や本人が、いかに「覚悟をきめる」かが、変化するかど

うかの大きなポイントであることを学べた。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターの相談体制に関する組織マネー

ジメントと、相談事例に対する、具体的な支援方法について助言を得ること

で、支援者のスキルアップを図る。 

b 担当者所見 

居場所支援については、利用者（若者当事者）と市民ボランティアへの対応

は、支援が積み重なっていくと、関係性やフォローの仕方など、難しさがでて

くる。相談支援も含め、担当者と業務量を整理して、組織的に再検討する必要

性を助言いただいた。 
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ケースについては、特に高校生の相談ケースにおいていくつかの相談テーマ

があるため、何を目標とするか（長期目標・短期目標）など、ポイントを整理

いただき、対応方針が明確になった。 

 

（ｴ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

ひきこもり等地域支援ネットワーク会議に参加する各機関が対応する事例に

対する、具体的な支援方法について助言を得ることで、支援者のスキルアップ

を図る。 

b 担当者所見 

ネットワーク会議参加機関より２ケースの事例提供を受け、スキルアップの

ためのケースカンファレンスを行った。それぞれの機関の役割が具体的にわか

りやすく、他の参加機関が出来る支援を出し合うことで、お互いの理解が深ま

る機会となった。 

講師に SV として同席していただくことで、理解がまとまり、新しい視点もい

ただけた。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月 7 日 若者支援の現在―不登

校の高止まり現象とひ

きこもりの高年齢化― 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 代表 田中 俊英 

2 11 月 18 日 多様性を認め合える社

会を目指して―精神科

医療の視点から― 

たかぎクリニック 

医師 高木 俊介 

3 １月 20 日 見方を変えて子どもの

‘問題’を理解する―

思春期の青少年を中心

に― 

北海道大学  

准教授 加藤 弘通 

4 ２月３日 生きづらさを持ちつつ

自分らしく働く―発達

障害を背景に― 

古前 志織 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する子ども・若者の現状や支援について、地域の市

民および支援者に対して知識と理解を深める機会とするとともに、地域におけ

るネットワークの向上と周知・啓発を図る。 
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b 担当者所見 

田中氏には、４年前、枚方市で初めて開催した本講座に講師として来て頂い

た。５年目を迎え、改めて講師が感じている若者の置かれている現状と支援に

ついてお話しいただいた。 

社会情勢の変化と、新しい視点を提示いただき、改めて気づきを得ることが

できた。一方で、変わらない若者の可能性や、大人側の想いを確認できた。 

ひきこもり等について、大変わかりやすく解説され、より広く市民の皆様の

理解が深まったのではないかと感じた。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する子ども・若者の現状や支援について、地域の市

民および支援者に対して知識と理解を深める機会とするとともに、地域におけ

るネットワークの向上と周知・啓発を図る。 

b 担当者所見 

長く地域の中で精神障害の方を援助する活動をしてこられた講師より、精神

科医療の現状と、それを取り巻く社会の状況、支援者としてのあり方について

講演いただいた。 

歴史的な流れを踏まえた背景から、現代の私たちの中には作られた偏見があ

ること、その影響が私たちの生活にも及んでいることを説明いただいた。その

私たちが今いる社会は、とても非寛容であり、それを超えていくための、あり

方について教えていただいた。 

とても大きなテーマであったが、参加者それぞれに考える機会となった。 

 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する子ども・若者の現状や支援について、地域の市

民および支援者に対して知識と理解を深める機会とするとともに、地域におけ

るネットワークの向上と周知・啓発を図る。 

b 担当者所見 

思春期の子ども・若者を理解するための、新しい視点をいただくと同時に、

実務と照らし合わせて納得することも多かった。講師の提案で、参加者が周囲

の人と意見交流する時間もあり、会場の方の気持ちがゆるみ、主体的に参加さ

れる、とてもいい雰囲気が印象的だった。 

参加者が、普段子どもと関わる際にも活かすことができる、具体的でとても

分かりやすい講演だった。 
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（ｴ）第４回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する子ども・若者の現状や支援について、地域の市

民および支援者に対して知識と理解を深める機会とするとともに、地域におけ

るネットワークの向上と周知・啓発を図る。 

b 担当者所見 

不登校やひきこもり状態から、様々な支援者と出会い、現在に至るまでを、

発達障害を理解するコツを織り交ぜながら紹介いただいた。当事者ならでは

の、具体的な内容で、参加者にとっては日々の活動において大変参考となるも

のだった。最後に講師より、就労継続 Aなどの福祉的就労の枠もないくらい、

社会全体が様々な障害や困難のある人たちを受け入れてくれるようになること

を、メッセージとして伝えてくださった。ありのままの姿が受け入れられるよ

うな、寛容な社会であるように、地域のネットワークを活かした取り組みを進

めていきたい。 

 

ウ 支援機関マップの作成 

「枚方市青少年サポートブック」500 部 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 12 月 18 日 秋田県藤里町社会福祉協議会 

2 ２月 22 日 北海道札幌市若者支援総合センター(youth+センター) 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

藤里体験プログラム 

b 担当者所見 

取り組みの説明をいただいた上で、実際の活動場所の見学をさせていただい

たため、大変理解が深まった。藤里町社会福祉協議会の担当の方から直接お話

を伺い、その理念やねらいを教えていただくことができた。地域を理解し、強

みや魅力をつかみ、それらを発揮できるようつなぐ、ということが行政担当者

としてできればと感じた。 

担当の方が１日コーディネートをしてくださり、藤里町の雰囲気を直に感じ

ながら、移動の間も、現場の支援者としての話を共有できたことが貴重な時間

となった。“支援とは”“福祉とは”を根本から考えさせられる機会となった。 
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（ｲ）第２回 

a 視察内容 

札幌市若者支援総合センターにおける支援の取り組みについての説明を受け

た後、施設内での実際の活動の見学もさせていただいた。 

b 担当者所見 

若者支援総合センター設立までの経緯から組織の仕組み、実際の支援内容に

ついて丁寧に説明していただいた。 

地域協議会についても、設立にあたっての苦労やそこを乗り越えるための工

夫などを話していただけた。全体向けの講演ではなく、視察という形だからこ

そ聞けた現場の話は大変参考になるものであった。若者支援総合センターが若

者の居場所として機能していることの背景には、これまでの支援の歴史と地元

地域の協力による土台が確立していることが感じられた。 

また、施設内を見学させていただけたことも貴重な体験であった。「若者」と

一言でといえども、社会参加の程度や抱えた困難さの度合いはさまざまであ

る。そういった方たちを同じ施設内で抱えることによる、支援の強みが感じら

れた。ユースワークの理念を肌で感じることで、あらためて若者支援について

ふりかえるきっかけとなった。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

平成 24 年６月に「枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議」を設置し、実務

者を中心にした会議を継続してきたものを、平成 30 年３月に「枚方市子ども・若者支

援地域協議会」に改編した。 

同協議会設置により、これまでのひきこもり・ニート支援に加え、将来的には子ども

の貧困や健全育成等の課題にも対応できるような、より実効性のある体制に整備してい

くことが課題である。 
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 ５ 大阪府豊中市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 28 年度に行った「若い世代の生活に関する調査」から、当市における 15 歳か

ら 39 歳までのひきこもりの若者の推計値は、親和群を含め約 8,300 人となっている。 

現在は、青年の家いぶきにて若者支援相談窓口を開設しており、ひきこもり等の相

談事業を行っている。相談の中からは、本人への支援に加え、その家族全体への総合

的な支援や、不登校経験者などへの学習支援の必要性、また支援計画を立てるための

情報収集などにおいて支援調整機関の役割の重要性が見えてきた。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

相談までつながらない困難を抱える若者を地域の中でキャッチし、訪問などでアウ

トリーチ支援のできる人材を養成する講座を実施し、今後受講生が修了後に活動でき

る仕組みづくりを検討する。大阪府立高校の中途退学者の率も全国平均を上回ってい

ることから、高校中退者への学習支援の手法も検討していく予定である。 

 

ウ 今年度の活動 

豊中市版子ども・若者白書及び若者の生活実態調査等の結果や、日頃の取り組みか

ら得られた情報に加え、当事者やその周囲の方からのご意見なども踏まえ、具体的な

施策や取組みについて検討を行い、（仮称）豊中市若者自立支援計画を策定する予定

である。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

代表者会議において、連携支援の必要性を共有し、実務者会議では、個別ケースを

連携する際の仕組みやルールを検討する。また、ケース会議では、個別支援に直接関

係する担当者によって情報共有し、支援計画に沿って切れ目のない支援に備えた役割

を持っている。 

 

イ 主な取組内容 

平成 29 年度は、５月及び 12 月に代表者・実務者合同会議を開催。前年度の取り組

み状況の総括や今年度に策定する豊中市若者自立支援計画素案に関して報告及び意見

募集等行った。 
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ウ 今後の課題 

（ｱ）協議会は、国、大阪府、豊中市、民間事業所等から構成されており、それぞれの

機関の指揮命令関係や根拠法令、設置目的、事業対象者等が異なることから、市が

主導することに苦慮している。 

（ｲ）支援対象の範囲が広く、困難な度合が大きいことから協議会の構成規模が大きく

なるが、関係性や連携には温度差が生じる。 

（ｳ）協議会にける検討に当たっては、市域の実態に即した統計等による会議資料が不

可欠であるが、管轄区域の違いから、部分的に広域的な統計処理となり、市域の実

態が読み取れない課題が生じる。 

（ｴ）支援について、保護者へのエンパワメントを要するケースや、世帯分離や共同生

活が有効であると判断されるケースがあるが、住宅や生活費の確保手段、受け入れ

機関の存在など、支援の空白部分を補う方法が見当たらない。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 31 日 （仮称）豊中市若者自

立支援計画策定部会に

おけるスーパーバイズ 

豊橋市議会事務局議事課（東三

河広域連合議会事務局） 

主査 松井 清和 

2 ７月 31 日 （仮称）豊中市若者自

立支援計画策定部会に

おけるスーパーバイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

3 ８月 31 日 （仮称）豊中市若者自

立支援計画策定部会に

おけるスーパーバイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

4 ９月７日 （仮称）豊中市若者自

立支援計画策定部会に

おけるスーパーバイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

5 ９月 21 日 （仮称）豊中市若者自

立支援計画策定部会に

おけるスーパーバイズ 

認定特定非営利活動法人 育て

上げネット ユース・コーディ

ネーター 田中 成幸 

6 10 月 14 日 豊中市若者自立支援計

画策定におけるスーパ

ーバイズ 

豊橋市議会事務局議事課（東三

河広域連合議会事務局） 

主査 松井 清和 

7 11 月 10 日 豊中市若者自立支援計

画策定におけるスーパ

ーバイズ 

日本福祉大学 

名誉教授 竹中 哲夫 
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（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

（仮称）豊中市若者自立支援計画策定部会において、現在の若者に関する取

り組みや課題を洗い出し、体系的な整理を行うために松井氏にグループワーク

に参加していただき、助言をいただく。また同部会において、豊橋市における

若者支援に関する取り組みや課題についての講演をしていただき、若者支援施

策についての理解を深める。 

b 担当者所見 

本市の状況及び今後の取り組むべき課題をふまえて、豊橋市の取り組みをご

説明頂けたので、より実践的な内容で、本市の今後の取組みに参考となる事例

や考え方等について学ぶことができた。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

（仮称）豊中市若者自立支援計画策定部会において、グループワーク等によ

り、現在の若者に関する取り組みや課題を洗い出し、体系的な整理を行ってい

くために田中氏にファシリテートを依頼し、また計画策定過程全体における総

合的な助言をいただく。 

b 担当者所見 

グループワークでは、まずは少人数グループ内での若者支援の取り組みの発

表を聞き、それに質問する形で具体的な取組みの形が模造紙上に現れていき、

それを全グループで共有することで、今現在この豊中市で取り組まれている具

体的施策を知ることができました。またそれを踏まえて、さらに取組むと良い

と思われるポイントを各自で考えることにより、支援の狭間や手薄になってい

る部分を洗い出すきっかけになった。 

また、グループワーク終了後にその結果を基に計画に盛り込むべき内容を整

理することができた。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

（仮称）豊中市若者自立支援計画策定部会において、グループワーク等によ

り、現在の若者に関する取り組みや課題を洗い出し、体系的な整理を行ってい

くために田中氏にファシリテートを依頼し、また計画策定過程全体における総

合的な助言をいただく。 

  



137 
 

b 担当者所見 

グループワークでは、様々な部署における子ども・若者に関する取り組みに

ついての情報を集約することができました。そしてそれらの取り組みが若者自

立支援計画の中でどの施策の柱に紐付くのかを討議することにより、豊中市で

子ども・若者へ支援体制の全体イメージが浮かび上がった。 

また、グループワーク終了後にその結果を基に計画に盛り込むべき内容を整

理することができた。 

 

（ｴ）第４回 

a スーパーバイズの狙い 

（仮称）豊中市若者自立支援計画策定部会におけるグループワーク等により

洗い出された豊中市や関連支援団体の子ども・若者に関する取り組みや課題に

ついて、体系的な整理を行い、若者自立支援計画へ落とし込む作業についての

スーパーバイズおよび計画策定過程全体における総合的な助言をいただく。 

b 担当者所見 

田中氏は、子ども・若者に関する調査・研究・コンサルティングを専門とし

て活動されていたことから、様々な自治体での取り組みや若者支援計画策定過

程の参考事例、そして計画のポイントとなる点などを教えていただきました。 

集約してきた情報を体系的に整理し、支援計画へ盛り込むべき内容を精査す

ることができた。 

 

（ｵ）第５回 

a スーパーバイズの狙い 

（仮称）豊中市若者自立支援計画策定部会におけるグループワーク等により

洗い出された豊中市や関連支援団体の子ども・若者に関する取り組みや課題に

ついて、体系的な整理を行い、若者自立支援計画へ落とし込む作業についての

スーパーバイズおよび計画策定過程全体における総合的な助言をいただく。 

b 担当者所見 

田中氏は、子ども・若者に関する調査・研究・コンサルティングを専門とし

て活動されていたことから、様々な自治体での取り組みや若者支援計画策定過

程の参考事例、そして計画のポイントとなる点などを教えていただきました。 

計画としてどのようなアウトラインで流れを作るかなど、全体を俯瞰したア

ドバイスをいただいた。 
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（ｶ）第６回 

a スーパーバイズの狙い 

今年度は、市の若者支援に係る理念や方向性を示した豊中市若者支援構想の

具体化を図り、子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた取り組みをさらに

すすめるため「豊中市若者自立支援計画」の策定を予定しており、その過程に

おいて実施した策定部会にて豊橋市における取り組みや課題を講演頂いた松井

氏に、計画全体に関するスーパーバイズをいただく。 

b 担当者所見 

先行的に若者支援に取り組んでおられる松井氏の経験を踏まえながら、取組

みを進める上での要点や課題について実践的なご意見を頂きました。特に重層

的な支援ネットワークについては、協議会を絵に描いた餅に終わらせないため

の運営上の工夫など実体験に基づいたご意見をいただいた。 

頂いたご意見を参考に「豊中市自立支援計画（案）」の内容を見直すととも

に、若者支援にかかる事業の運営方法についても検討していきたいと考えてい

る。 

 

（ｷ）第７回 

a スーパーバイズの狙い 

今年度は、市の若者支援に係る理念や方向性を示した豊中市若者支援構想の

具体化を図り、子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた取り組みをさらに

すすめるため「豊中市若者自立支援計画」の策定を予定しており、その過程に

おいて竹中氏に全体の構成等計画全体に関するスーパーバイズをいただく。 

b 担当者所見 

竹中教授が実践されているアウトリーチ（訪問支援）の現場での取り組みや

全国において関わっている子ども・若者支援協議会、若者支援の課題等をふま

えて、「豊中市若者自立支援計画（案）」を中心に様々な視点からご教授いただ

くことができた。特に、普段から若者支援の現場に携っておられる立場から、

困難を有する若者の心情や視点をふまえたご意見は、計画策定及び今後の取組

みの中で、常に意識すべき重要な内容だった。 

頂いた助言を参考に、より充実した「豊中市若者自立支援計画」の策定へ取

り組んでいきたい。 

 

  



139 
 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月９日 起立性調節障害の子ど

もへの対応 

 

起立性調節障害とは 

OD 低血圧クリニック田中 

院長 田中 英高 

 

ゆきこどもクリニック 

院長 神原 雪子 

2 10 月 26 日 ひきこもり支援の概論 NPO 法人沖縄青少年自立援助セン

ターちゅらゆい 

代表理事 金城 隆一 

3 11 月 16 日 基礎編「元ひきこもり

当事者から学ぶ」 

実践編「アウトリーチ

の実践（中学生編）」 

NPO 法人沖縄青少年自立援助セン

ターちゅらゆい 

代表理事 金城 隆一 

相談者  宮城 幸也 

4 12 月 14 日 基礎編「親支援」 

実践編「アウトリーチ

の実践（若者編）」 

NPO 法人沖縄青少年自立援助セン

ターちゅらゆい 

代表理事 金城 隆一 

相談者  喜瀬 翼 

5 １月 25 日 基礎編「見立て力とア

ウトリーチ・学校連

携」 

実践編「地域資源の活

用」 

NPO 法人沖縄青少年自立援助セン

ターちゅらゆい 

代表理事 金城 隆一 

支援員  安次富 亮伍 

6 ２月 22 日 基礎・実践編合同「地

域社会資源の見学」 

NPO 法人沖縄青少年自立援助セン

ターちゅらゆい 

代表理事 金城 隆一 

支援員  嘉陽田 絃矢 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

思春期特有の起立性調節障害（OD）は、自律神経バランスの崩れやめまいや

動悸、食欲不振、倦怠感などに襲われ、日常生活に支障をきたしたり、進学進

級の問題のへつながることがある病気ですが、まだ認知度の低い状況である。

今回は、起立性調節障害（OD)家族の会～Snow～と共催で、この病気を抱えてい

る当事者の体験談や病気に関する講演会を実施し、市民や教育関係者等に広く

理解を深めることを目的とする。 
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b 担当者所見 

本講演会の事前申込みが早々に定員に達するなど、この病気で悩んでおられ

る方や病気について知りたい方等が多いことがうかがわれました。当日は、当

事者の体験談を聞き涙ぐむ方や講師の話を熱心にメモを取る方の多さに、参加

者へ様々な情報や思いが伝わる、内容の濃い講演会になったと感じました。 

参加者の感想では、「病気の子どもへの対応のしかたや病気の正しい知識を学

べた」という内容もあり、また今回は教育関係者の参加も多くあったことか

ら、当事者を含め周りの家族や先生等の理解を広めることができた。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する若者を支援につなぐためのアウトリーチ（訪問

支援）の手法を学ぶ。基礎編では、社会的困難を抱える若者の現状や対応方法

を中心に学び、実践編では、アウトリーチの実践に向けた知識や手法等の習得

をめざす。 

また、支援者同士のネットワーク構築、近隣社会資源への関わりのきっかけ

作り、受講修了した方々がその後に活躍することのできる体制づくりへつなげ

る。 

b 担当者所見 

今回、昨年度のアウトリーチ講習会初級編を受講修了した５名を含め、庁内

の福祉部局、子ども関連部局、外部の支援機関、市民、他市職員などさまざま

な立場の方に参加いただくことができた。今後、支援者同士のつながりや連携

協力へつなげていければと思う。 

参加者の感想では、「ひきこもり状態を良い悪いで評価しないこと、それぞれ

の思いや歴史に対する個々の認識を大切に関わっていきたい」という内容もあ

り、アウトリーチの手法を学ぶ上で重要な心構えや考え方についての理解を深

めることができた。 

 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する若者を支援につなぐためのアウトリーチ（訪問

支援）の手法を学ぶ。基礎編では、社会的困難を抱える若者の現状や対応方法

を中心に学び、実践編では、アウトリーチの実践に向けた知識や手法等の習得

をめざす。 

また、支援者同士のネットワーク構築、近隣社会資源への関わりのきっかけ

作り、受講修了した方々がその後に活躍することのできる体制づくりへつなげ

る。 
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b 担当者所見 

今回は、元ひきこもり当事者に講師として来ていただいたことで、体験談を

聞いたり、支援される側の心情など、普段では得ることのできない繊細で慎重

を要する部分を学ぶことができた。 

参加者の感想では、「当事者の立場からロールプレイングのフィードバックを

もらえたことが新鮮だった」「相手と感覚を合わせるという視点は新しかった」

などがあり、実際にアウトリーチ（訪問支援）を行う際のリスクを考えたり、

次回訪問につなげるための感性・感覚についてのヒントを得られた講習会とな

った。 

 

（ｴ）第４回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する若者を支援につなぐためのアウトリーチ（訪問

支援）の手法を学ぶ。基礎編では、社会的困難を抱える若者の現状や対応方法

を中心に学び、実践編では、アウトリーチの実践に向けた知識や手法等の習得

をめざす。 

また、支援者同士のネットワーク構築、近隣社会資源への関わりのきっかけ

作り、受講修了した方々がその後に活躍することのできる体制づくりへつなげ

る。 

b 担当者所見 

基礎編では親支援をテーマに、当事者を含めた家族全体を支援する必要性や

アウトリーチ時の心構えなどを中心に学ぶことができた。実践編では、ロール

プレイング等により、自分自身に面談時にどのような感情が沸き起こるのかに

注目しそれらを捉えることで、自分の面談の癖を知ったり、支援業務を継続す

るための気持ちの整理のしかたなどを学んだ。 

参加者の感想では、「ロールプレイングにより自分を振り返る機会になった」

「面談業務の中でモヤモヤ不安に思うことが多い中、いろいろヒントをもらえ

た」などがあり、アウトリーチを含む子ども・若者の支援員として活動するう

えでの気持ちのありようを深く考えるきっかけとなった講習会であった。 

 

（ｵ）第５回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する若者を支援につなぐためのアウトリーチ（訪問

支援）の手法を学ぶ。基礎編では、社会的困難を抱える若者の現状や対応方法

を中心に学び、実践編では、アウトリーチの実践に向けた知識や手法等の習得

をめざす。 
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また、支援者同士のネットワーク構築、近隣社会資源への関わりのきっかけ

作り、受講修了した方々がその後に活躍することのできる体制づくりへつなげ

る。 

b 担当者所見 

基礎編では、対象ケースを見立てるために情報を主観・客観的な視点で的確

に整理し、本質ニーズを掴む重要性や、学校連携を進めるために学校文化を知

るとともに、効果的な手法の例について学んだ。実践編では、アウトリーチで

はどのような社会資源にどうやってつなげるかが大切な視点であることを社会

資源マップ作りを通じて体感した。 

参加者からは、「当事者のニーズ・ウォントを掴む力を身につけたい」「今あ

る資源をしっかり知って、活用したい」など、次回の社会資源の見学へ意欲が

つながったことがみられた。 

 

（ｶ）第６回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり等の困難を有する若者を支援につなぐためのアウトリーチ（訪問

支援）の手法を学ぶ。基礎編では、社会的困難を抱える若者の現状や対応方法

を中心に学び、実践編では、アウトリーチの実践に向けた知識や手法等の習得

をめざす。 

また、支援者同士のネットワーク構築、近隣社会資源への関わりのきっかけ

作り、受講修了した方々がその後に活躍することのできる体制づくりへつなげ

る。 

b 担当者所見 

今回は、マイクロバスを使って市内にある社会資源の一部を見学しました。

連続講座の最終回ということもあり、参加者同士での会話や、講義中も発言の

多い和やかな雰囲気で進めることができた。各見学先では、担当者からの取組

み概要を聞いた後、質疑応答により案内パンフレット等に載っていない情報や

アウトリーチ後つなぐ際に必要な情報などについて聞き取りを行った。 

参加者からは、「実際の支援の現場で活かしていきたい」「居場所の把握の大

切さを感じた」などの感想があり、講習会の受講を通じて、アウトリーチ（訪

問支援）手法をはじめとし、子ども・若者に関わるよりよい支援を考え、現場

に活かせるきっかけになった。 

 

ウ 支援機関マップの作成 
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エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 22 日 特定非営利活動法人 NPO スチューデント・サポート・フェ

イス 

2 ２月８日 枚方市子ども青少年部子ども総合相談センターとなとな 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

谷口さんより、特定非営利活動法人 NPO スチューデント・サポート・フェイ

スが受託している事業（若者サポートステーション、子ども・若者総合相談セ

ンター、生活自立支援センター、ひきこもり地域支援センター等）や自主事業

の”職親”について概要をご説明いただいた後、質疑応答によって理解を深め

た。 

[質疑応答項目] 

（a）個人情報の取り扱いについて 

（b）複数の専門職を雇用し、チームとして能力を発揮してもらうための工夫 

（c）保健所連携の実効性を高めるための工夫 

（d）アウトリーチをできる人材の育成および活用方法担当者所見 

（e）ボランティアスタッフ、アウトリーチ支援員、専門職など様々な立場の

支援者をとりまとめ、機動的にチーム体制を作るための工夫 

（f）「職親」の仕組みや活用事例 

（g）家族支援を継続することに関する課題 

[事業所見学] 

（a）学習会（学習支援）の現場を見学 

（b）相談しやすい雰囲気を作るための各相談スペース内の工夫 

（c）居場所スペースを見学 

b 担当者所見 

スチューデント・サポート・フェイスにおいては多数の事業を受託しているこ

とに加えて自主事業の”職親”を活用したジョブトレーニング等の支援が一つ

の団体で実施されることで、重層的な支援ネットワークを活用した多面的なア

プローチが行われている現場の取組み等について理解を深めることができた。 

（a）複数の委託及び自主事業で個人情報の共有ができるよう、１枚のシート

で同意がとれるように工夫されていた。 

（b）県内で約 700 の団体が支援団体として登録している。 

スチューデント・サポート・フェイスにおける若者支援の基本的な考え方は、

本市の支援においても重要な視点であり、今後の取組みの参考としたい。 
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（a）相談者は、相談窓口に対する不信感を必ず持っている。そのため関係性

の構築が重要。現在、ひきこもりの人もこれまで色々な人とのつながりが

ある。どこを攻めるか価値観のチャネルを合わせることが最も重要。（こ

の作業が最も重要） 

 （b）ひきこもり支援に当たっては、家庭を巻き込んで状態改善、環境に対す

るアプローチが重要。 

（c）ひきこもり状態の人は、経験の途絶があり、積直しが必要。特に影響要

因の強いものを見極めて、それをどう育成するかが重要。 

 （d）支援にあたっては、兄、姉的な斜めの関係性プラス専門性が重要。 

 （e）各団体、支援員には限界がある。限界を補うための連携が必要。 

 （f）これまで色々な専門家、支援員は間違いを起こしている。各々反省する

事が必要。各団体が互いを批判するのは、この反省がないから。 

アウトリーチ支援にも重点的に取り組んでおられることから、アウトリーチを

実践できる人材の育成や活躍してもらう環境整備などについて、様々な工夫や

課題を教わることができた。本市の若者支援事業において、アウトリーチ支援

が今後の重要な取組みとなる可能性もあることから、取り組むにあたっての課

題等の整理を行うことができた。 

 （a）教育、医療、福祉各分野での横断的な人材配置を行っている。 

 （b）大学と連携し育成プログラムを構築しており、団体の支援員になるため

には、複数段階の選抜から選ばれたもの。また、教員をめざす学生を積極

的に受け入れており、参加することで単位認定され、採用試験も一部免除

される。 

多数の専門職を雇用しチーム支援を行うにあたって、各専門職の能力を互い

に阻害されずに発揮できるための環境の工夫（雇用形態や支援方針を決定する

プロセスにおいて）について教えていただいたことで、本市の今後の取組みに

参考となる事例や考え方等を学ぶことができた。 

（a）基本２人体制で対応し、状況に応じて、複数の専門家が関わる。他事業

（全 14 事業）の担当者であっても、ケース毎に担当を変える場合があ

る。委託料の関係もあるため、誰がどの業務に関わっているかは常に管理

している。但し、すべてが上手く調整できるわけではないので、本部直轄

の職員（独自財源で雇用）を複数名置くことで、はじめて柔軟な対応が可

能となる。 

（b）各事業には相談責任者と担当者を配置（事業によって配置人数は異な

る）しているが、各相談者ごとにマスターカードを作成し、複数でみてお

り、個人任せにはしない。 
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（c）屋外等での活動は、集団で責任者がいる中で行いマネジメントしてい

る。また、担当者の力量や適性は、その際の相談者とのかかわり方で把握

している。 

ひきこもり状態にある若者への支援にあたっては、個々の状況を踏まえなが

ら、プログラムを質、量、空間の視点から、個別、小集団、集団活動と段階的

に見直しを行っていることについて、具体的な例示を頂けたことで、今後の支

援プログラム策定の参考となりました。 

（a）単に遊びに来るだけではなく、人とつながる、未来とつながるを意識し

プログラムを策定する 

（b）小集団の編成の場合、メンバーの組み合わせを工夫する。 

（c）夜のルアー釣りは、相手の顔が見えない、常にアクションをしているの

で無理に話さなくても良いため安心できる。 

（d）職親（企業、団体）にお願いする場合も、必ず同行支援をして職親任せ

にしないが、段階的に同行を減らす。また、職親の負担を軽減するため、

短期間のサイクルで複数の職親さんにお願いする。 

 

（ｲ）第２回 

a 視察内容 

枚方市の取り組み概要を紹介いただいた後、質疑応答によって理解を深めま

した。 

 [紹介及び質疑応答項目] 

 （a）「枚方市子ども相談センターとなとな」の設置経緯  

 （b）子ども・若者の相談事業概要 

 （c）居場所支援事業「ひらぽ」 

 （d）家族の会 

 （e）相談員の体制 

 （f）多機関との連携方法 

 （g）アウトリーチ（訪問支援）の実施方法 

（h）枚方市における今後の課題 

b 担当者所見 

枚方市の子ども・若者支援におけるアウトリーチや居場所支援事業など様々

な先進的取り組みを教えていただくことで、本市の若者支援事業の中で、アウ

トリーチ支援等が今後の重要な取組みとなる可能性もあることから、取り組む

にあたっての課題等の整理につながったとともに、今後の取組みの参考にした

い。 
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(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今後は、平成 29 年度に策定した若者自立支援計画に基づき、教育、保健・医

療、福祉、企業、地域、家庭等が各々が協力・連携し、若者支援施策の推進に取

り組む仕組みづくりが必要である。特に、社会生活を円滑に営む上での困難を有

する若者への支援が重要であることから、豊中市子ども・若者支援協議会のネッ

トワークを活用した多機関・多職種による包括的な支援体制の充実に加え、訪問

支援が必要である。 
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 ６ 大阪府能勢町 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

人口約 10,500 人の小規模な町ながらも、不登校やひきこもり、発達障害等の子ど

も・若者が抱える問題は一定数存在する。 

義務教育終了前の子ども・子育て家庭を対象とした相談については、子育て支援の

一環としてこれまでにさまざまな取り組みを行い、関係機関のネットワークが構築さ

れてきている。また、平成 28 年度に「子どもの生活実態調査」を実施し、その結果

表れてきた課題への取り組みとして、平成 29 年度から幼児期から小学校期を対象と

してアウトリーチ型家庭教育支援事業を実施する。この事業は、今後、義務教育終了

前まで対象を拡大していくことを目標としている。 

義務教育終了前までの相談体制やネットワークの構築が確立されていている一方

で、義務教育終了後の子ども・若者やその家族に対応する相談や支援体制について

は、窓口もばらばらで連携が難しい状況にある。また、教育現場においては、義務教

育終了後を見通した支援という視点が欠けている状況でもある。 

乳幼児期・義務教育期から義務教育終了後への継続的な支援体制、自立した生活を

目指した支援体制の構築が課題である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

子ども・若者への支援への意義や内容について、関係機関を対象に講習会を通じて

啓発するとともに、支援に関わる人材を養成する。 

また、既存のネットワークを拡充して地域における子ども・若者育成支援ネットワ

ークに活用することや、関係機関や相談機関の連携体制について検討を行う。 

 

ウ 今年度の活動 

子ども・若者支援地域協議会の設置に向けた検討を行う。 

近隣市町村との広域連携による相談窓口の設置または本町での単独による相談窓口

の設置について検討を行う。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

平成 28 年度に実施した「子どもの生活実態調査」の結果を受けて、子ども・若者

育成支援事業への取組について検討を始めたところである。平成 29 年度子供・若者

支援地域ネットワーク強化推進事業を活用し、本町における課題の洗い出しや関係機

関への問題提起・課題への認識の共有等を図り、協議会設置について具体的に検討を

進める。 
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イ 主な取組内容 

既存の要保護児童対策地域協議会や子ども・子育て会議等と構成機関が重なってい

ることから、協議会の設置に向けては、整理が必要である。まずは、子ども・若者育

成支援事業に係る町内の関係機関や近隣市町の地域資源が一同に会するような準備会

を開催し、協議会の役割の明確化していきたい。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 25 日 子ども・若者支援事業

に係るスーパーバイズ 

大阪府立大学 

教授 山野 則子 

2 12 月 25 日 家庭教育支援を核とし

た子ども・若者育成支

援を考える 

大阪教育大学 

准教授 新崎 国広 

3 ２月 17 日 子ども・若者支援事業

に係るスーパーバイズ 

大阪府立大学 

教授 山野 則子 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

本町における子ども・若者に係る実態や施策の現状をよく知っている学識経

験者より、事業内容や今後の事業展開についてスーパーバイズを受けることに

より、客観的な意見もらうとともに、他の自治体等での事例を知る。 

b 担当者所見 

スーパーバイズを受けることにより、自分たちだけの考え方になりがちな事

業実施の方向性について、専門的な立場から客観的な意見をもらうことがで

き、今後の事業充実に向けて修正することができた。 

また、スーパーバイズを受けるにあたり、教育委員会・福祉部局が担当する

それぞれの子ども・若者に係る事業について、これまで以上に協議を重ねたこ

とにより、一層の連携を深めることができた。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

子ども・若者育成支援について、他の自治体で実践のある講師より助言をも

らうことで、より具体的な支援方法を考え、今後の活動に活かす。 

b 担当者所見 

子ども・若者育成支援に関係するさまざまな機関や団体が集まったことで、

町内での社会資源について確認しあうことができた。 
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それぞれの機関等が、自分たちができる支援を考え、意見交換をすることが

できたので、この機会をネットワークづくりにつなげていきたい。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

本町における子ども・若者に係る実態や施策の現状をよく知っている学識経

験者より、事業内容や今後の事業展開についてスーパーバイズを受けることに

より、客観的な意見をもらうとともに、他の自治体等での事例を知る。今回

は、特に家庭教育支援事業を今後、どのように本町の子ども・若者支援事業に

つなげていくかについて助言をもらう。 

b 担当者所見 

山野先生によるスーパーバイズは、今年度 2回目で、前回に助言いただいた

ことをつなげる形で実施できたのが、とてもよかった。助言いただいたことで

改善や次の事業につなげることができ、取り組みが以前より進んできている実

感が持てた。また、このようなスーパーバイズの機会を持つことで、庁内の関

係部署が一同に集まり、意見や情報を交換できたことも成果のひとつである。 

今回は、現在実施している家庭教育支援事業と今後の子供・若者支援との連

携という視点でさまざまなヒントを得ることもできた。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 20 日 子ども・若者を支える

地域づくり講演会 

豊中市社会福祉協議会 福祉推

進室長 

勝部 麗子 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

義務教育終了後の 10 代から 30 代の子ども・若者の現状や、ひきこもりやニ

ート等への支援について、町内の関係団体や住民のみなさんとともに理解を深

め、地域での支援のあり方について考えるきっかけとする。 

b 担当者所見 

多くの機関より、多くの方に参加いただいた。 

講習会の内容から、これまで高齢者や障がい者、子育て家庭に対する支援は

さまざまな施策により充実してきたが、義務教育終了後の子ども・若者に対す

る支援については、まだまだ施策が十分でないことや実態把握が難しいことを

再認識できた。また、就労支援については、本町では働く場所も少なく、交通

アクセスもあまり便利でない状況の中で課題が多くあることも再認識できた。 
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参加者からのアンケートからは、相談窓口や家族支援、就労支援の充実が必

要とされていることが確認できた。 

講習会で学んだことや参加者からいただいた意見について実際の支援の充実

につなげていくよう、今後の施策に反映させていきたいと感じた。 

 

ウ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 20 日 愛知県豊橋市こども若者総合相談支援センター 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

《豊橋市こども若者総合相談支援センターの事業内容等について》 

 担当の北村氏・梶浦氏より事業内容等について説明を受け、質疑応答を行っ

た。 

（a）子ども・若者支援地域協議会について 

代表者会議及び実務者会議のあり方を学んだ。実務者会議を支援機関フォー

ラムと兼ねて実施し、近隣市町との広域連携や情報・資源共有、顔が見える関

係づくりに活かされていることが特徴的だった。 

（b）広域連携について 

規模の異なる近隣市町との広域連携のあり方について学んだ。民間団体等の

地域資源を広く活用することにより、小規模自治体でも支援ネットワークを充

実させることができることがわかった。 

（c）こども若者総合相談支援センターについて 

運営形態（スタッフの職種・人数、予算等）について確認することができ

た。相談窓口の集約は、住民にとってわかりやすく利用しやすい相談体制とな

ることがわかった。 

《東三河セーフティネットについて》 

豊橋市から相談員等を受託している東三河セーフティネットの事業内容につ

いて学んだ。オリジナルで家庭環境支援士養成講座を実施したり、アグリトレ

ーニングを導入したりされており、子ども・若者支援について本人や家族に寄

り添う支援のあり方がわかった。 

b 担当者所見 

本町での今後の取り組みとして、 

（a）子ども・若者支援地域協議会の立ち上げ 

関係機関の顔が見える関係づくりを目的とし準備会から始め、協議会を立ち

上げることを検討する。 
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（b）広域連携 

本町には民間資源が少ないので、豊能地域内の資源を活用できる仕組みを検

討する。 

（c）子ども・若者支援相談窓口 

既設の「総合相談センター」で子ども・若者支援の相談を受けることを検討

する。 

（d）高校との連携 

中学校卒業後も切れ目ない支援ができるよう、町内にある府立高校との連携

策を検討する。 

全体を通じて、ひきこもり等の予防的施策への取り組みが重要であると感じ

た。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

平成 29 年度子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業を活用し、講習会を実施

したことにより、関係機関等に子ども・若者の現状や課題、支援の必要性を認識しても

らうことができた。スーパーバイズ・先進地視察では、庁内関係課の連携を深め、既存

事業を子ども・若者育成支援へのつなぎについて検討を進めることができた。また、近

隣市町の地域資源の把握や新成人へのアンケート調査等を通じて、本町の現状を認識

し、今後の方向性を見出すことができた。 

今後は、協議会の設置や支援のあり方（予防的支援、潜在的に課題を抱える子ども・

若者に対する支援）、相談体制・ネットワークの構築、地域資源の把握と有効活用につ

いて具体的な取組を検討していきたい。 
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 ７ 奈良県生駒市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

子ども・若者育成支援推進法第 19 条第１項に基づく子ども・若者支援地域協議会

として、「生駒市子ども・若者支援ネットワーク」を平成 29 年３月 31 日に設置。奈

良県、市関係機関、NPO 団体、学識経験者の 37 機関で構成され、不登校・ニート・ひ

きこもりなど様々な困難を抱える子ども・若者が就学や就業など自立した社会生活を

営むことができるように、教育・福祉・就労・子育て・更生保護などの各分野が連携

して、効果的かつ円滑な支援を実施することを目的とする。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

平成 30 年１月には、ネットワークの拠点となる「（仮称）生駒市子ども・若者総合

相談窓口」を開設予定。 

 

ウ 今年度の活動 

年１回代表者会議(５月)、年２回、実務者会議(６月・11 月)、ケース会議(随時)を

予定している。 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

代表者会議は、構成機関同士が連携しての支援体制の整備やネットワークの運営方

針に関すること等について協議し、実務者会議は、構成機関の活動状況等の情報交換

や役割分担の明確化等について協議を行うこととしている。 

 

イ 主な取組内容 

実務者会議においては、子ども・若者支援にかかる活動状況の共有を行うととも

に、構成機関の実務者それぞれのスキルアップを図る目的から、ケーススタディによ

るワークショップや先進地域での事例紹介などの研修を主に行っている。 

 

ウ 今後の課題 

ネットワークの構成機関の合計数が 37 機関と多数であり、構成機関同士の子ど

も・若者支援に関する取組等の温度差の解消や、随時の連携に向けた「顔の見える関

係づくり」を進めていく必要がある。 
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(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月９日 ネットワークでの支援

体制の整備について 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

代表理事 谷口 仁史 

2 ２月 23 日 困難を抱える子ども・

若者のための地域連携

を有効なものとするた

めに 

札幌市若者支援総合センター 

館長 松田 考 

 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

先進地である佐賀県の子ども・若者支援ネットワークのでの取組内容やネッ

トワーク内での連携事例の紹介を通じて、子ども・若者支援においてさまざま

な分野の機関が連携して対応することの意義や、連携のあり方・進め方等につ

いてより深く知っていただく。 

また、講師自身が困難を抱えた子ども・若者に対するアウトリーチを通じた

支援について素晴らしい実績を持っていることから、アウトリーチを行ううえ

で重要なことやどのような準備が必要か、また支援者としての心構えなどにつ

いて直接講義を受けることにより、各機関において日頃から支援の実務に携わ

る担当者のスキルアップを図る。 

これらのことを「生駒市子ども・若者支援ネットワーク」の参加機関の担当

者が一堂に会する「実務担当者会議」の場を利用して行うことで、ネットワー

クへの参加意識の向上や参加機関同士の今後の連携強化をめざす。 

b 担当者所見 

講師自身が長年困難を抱える子ども・若者の支援に携わってきた経験をもと

に、支援者として「孤立する子ども・若者」にどのように向き合っていくべき

かの心構えから、現在の子ども・若者たちの多くが多重に困難を抱えており従

来型の支援では効果が出にくくなっている現状について熱心な講義をいただい

た。 

また、アウトリーチはやみくもに行うのは逆効果であり、事前の情報収集と

整理、分析をしっかり行うことが肝心であること、また支援ケースの実例を交

えた「本人支援」と「家族支援」の開始のタイミングや多重な困難を抱えたケ

ースに対する支援の重ね方など、支援に携わる者として必要な知識やノウハウ

を吸収でき、参加者にとって大変有意義な時間であった。 

ネットワークの重要性に関しては、講師より「各専門機関においては専門性
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の高いスタッフがいるが、それが故に『見立て』に偏りが出てしまう。だか

ら、ネットワークの中でさまざまな専門家が議論できる環境づくりが重要であ

る」という言葉があったが、参加機関それぞれの強みを活かして当事者の見立

てを行うとともにさまざまな資源を上手に組み合わせて個々の現状やニーズに

合った支援を行うためにも、本市のネットワークについても参加機関同士がお

互いをよく知り真摯に議論ができる関係づくりの強化や、若者支援に役立つ地

域の社会資源の掘り起こしやそれらとの連携についてもさらに進めていきたい

という思いを新たにした。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

（a）先進地である札幌市の子ども・若者支援ネットワークのでの取組内容やネ

ットワーク内での連携事例の紹介を通じて、子ども・若者支援においてさま

ざまな分野の機関が連携して対応することの意義や、連携のあり方・進め方

等についてより深く知っていただく。 

（b）また、講師自身の長年にわたる子ども・若者の支援の経験から、支援者と

しての心構えや支援対象者の特徴・傾向などについて講義を受けることによ

り、各機関において日頃から支援の実務に携わる担当者のスキルアップを図

る。 

（c）これらのことを「生駒市子ども・若者支援ネットワーク」の参加機関の担

当者が一堂に会する「実務担当者会議」の場を利用して行うことで、ネット

ワークへの参加意識の向上や参加機関同士の今後の連携強化をめざす。 

b 担当者所見 

（a）ともすれば「学校での教育」や「家庭での教育」の問題と捉えられがちな

問題であるが、様々な青少年支援の経験から本当に大変な子どもたちに対し

ては「教育すればできるはず」ではなく「生活ごとサポートしないと、親子

の生活に立ち入らないと意味がない」という講師の言葉は大変重みが感じら

れた。 

（b）ネットワークの重要性に関しては、講師よりサッカーに例えて「ディフェ

ンダー（生活のセーフティネットを守る保健・福祉部門）とサイドバック

（横道にそれた子どもを受け止め社会に戻す更生保護部門）、フォワード

（就労・就労支援部門）などのプレーヤー同士のパスの精度を上げるために

ネットワークがある」という言葉があったが、参加機関それぞれの強みや特

徴をきちんと把握して次のプレーがしやすくなるようなパスの精度を上げて

いくこと」と表現されていた。札幌市のネットワークも設立までに色々と困

難があったとのことだが、本市のネットワークも参加機関同士がお互いをよ
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く知りいつでもパスを受け渡しできる関係づくりのため、地道ではあるがネ

ットワークでの会議や研修などを重ねて参加機関同士の対話や連携への理解

を深めていかなければならないと改めて感じた。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 28 日 子ども・若者支援の現

場から 

株式会社やまと（若者サポート

ステーションやまと 運営主

体） 

代表取締役 原田 秀昭 

2 ２月５日 「若者の引きこもり支

援と地域のかかわり

方」 

帝塚山大学心理学部 教授 

帝塚山大学こころのケアセンタ

ー センター長 神澤 創 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

ネットワーク参加団体のうち特に日頃から地域に密着した活動を進めている団

体の所属員に対して、「子ども・若者支援」についての意義や「生駒市子ども・

若者支援ネットワーク」についてより深く知っていただくとともに、来年 1月開

設予定の「生駒市子ども・若者総合相談窓口」についても周知を図る。 

地域の中で孤立し、困っている子ども・若者やその家族を上記「総合相談窓

口」での相談につないでいけるための声掛け等のアプローチや注意すべきことに

ついて、事例を示しながら理解を深める。 

日頃あまり顔を合わせることのない団体の構成員同士が一堂に会するチャンス

でもあり、グループワークを通じてお互いの顔が見える関係を作っていただき、

地域におけるより一層の連携に役立てていただく。 

b 担当者所見 

奈良県、そして生駒市内で若者支援に長年取り組んでいる「サポステやま

と」の支援の現場実態を踏まえた内容と共に、講師のざっくばらんな語り口に

よる講義に参加者の多くが引き込まれていた。 

来年１月に市の子ども・若者総合相談窓口が開設されるが、一番大事なの

は、地域で活動している人々が「困っている当事者やその保護者、家族の方」

を窓口に「つなぐ」ことであるということ、ただそのためには、彼らに対して

予断や偏見をもつことなく接するとともに、あせらずに彼らの思いを受け止

め、自発的に相談を利用しようとするように支えていく必要があるということ

を、講義やグループワークを通して参加者に丁寧に伝えていただいた。 

とりわけ、グループワーク（ダミー事例を使ったシミュレーション）におい
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ては、当事者や家族へのアプローチ手法について「やってはいけない手法」に

関する意見がたくさん出たが、こういう研修の場で「間違い」をたくさんして

それに気づいていただくことで、趣旨がより強く伝わったのではないだろう

か。 

また、異なる活動分野の参加者同士を同じテーブルにして行ったため最初は

多少戸惑いもあったものの話していくうちに緊張もほぐれ活発な意見交換がみ

られるなど、同じ地域の中でこれまで知らなかった人同士でのつながりもたく

さん生まれたことから、今後、地域内での活動現場における「子ども・若者支

援ネットワーク」としての連携のよいきっかけとなったのではないかと考え

る。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

（a）ネットワーク参加団体のうち特に日頃から地域に密着した活動を進めてい

る団体の所属員に対して、「子ども・若者支援」についての意義や「生駒市

子ども・若者支援ネットワーク」についてより深く知っていただくととも

に、本年１月に運営を開始した「生駒市子ども・若者総合相談窓口」につい

ても周知を図る。 

（b）地域の中で孤立し、困っている子ども・若者やその家族を上記「総合相談

窓口」での相談につないでいけるための声掛け等のアプローチや注意すべき

ことについて、事例を示しながら理解を深める。 

（c）日頃あまり顔を合わせることのない団体の構成員同士が一堂に会するチャ

ンスでもあり、グループワークを通じてお互いの顔が見える関係を作ってい

ただき、地域におけるより一層の連携に役立てていただく。 

b 担当者所見 

（a）講演では、講師が自身の臨床心理士としての経験や様々な学生に接してき

た経験をもとにフレンドリーな語り口でわかりやすい講義を行っていただ

き、参加者からも概ね好評であった。 

（b）グループワークでは、最初に全員参加でのアイスブレイクを入れてからグ

ループでの話し合いを始めるなどといった講師の工夫もあり、概ねどのグル

ープも最初から打ち解けて話し合うことができ、地域で活動する団体のメン

バー同士の横のつながりの強化や、顔の見える関係づくりにも役立ったので

はないかと考える。 

（c）ただ、地域に埋もれてしまっているニート・ひきこもりなどの若者やその

家族をどう見つけ「総合相談窓口」につなげるかが難しいという声は多く挙

がっていた。しかし、大切なのは「そのような当事者を探し見つける」こと
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ではなく、（講師も最後に述べておられたが）「総合相談窓口」の周知は地道

に進めていくとともに、地域内での人と人とのつながり・信頼関係を強化

し、より多くの地域住民のネットワークをつくることで「そのような当事者

や家族が見つかった時に誰かが相談窓口や支援のことを紹介できる」環境を

つくっていくことなのだということを改めて認識できたのではないかと思

う。 

 

ウ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 15 日 京都市役所子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部育成

推進課 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

京都市役所担当者より、「子ども・若者支援ネットワーク」の運営状況や「子

ども・若者総合相談窓口」の相談実績や運営状況のほか、相談窓口とは別に当

事者と専門機関とのコーディネートや当事者への寄り添い支援を行う「支援コ

ーディネーター」の役割などについて、説明を受けた。 

そのほか、相談窓口と他の窓口等との円滑な連携に向けての取り組み、相談

窓口の運営受託団体との連絡調整、ケース検討会議の運営の仕方、アウトリー

チの取り組み内容などについて、質疑を行った。 

b 担当者所見 

京都市役所担当者より、「子ども・若者支援ネットワーク」の運営状況や「子

ども・若者総合相談窓口」の相談実績や運営状況のほか、相談窓口とは別に当

事者と専門機関とのコーディネートや当事者への寄り添い支援を行う「支援コ

ーディネーター」の役割などについて、説明を受けた。 

そのほか、相談窓口と他の窓口等との円滑な連携に向けての取り組み、相談

窓口の運営受託団体との連絡調整、ケース検討会議の運営の仕方、アウトリー

チの取り組み内容などについて、質疑を行った。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

実務者会議の場において、先進地で支援に携わるトップランナーの方から子ども・若

者支援に関する体制づくりやアウトリーチも含めた支援事例、考え方などについて様々

なエピソードも含めた話を直接聞くことができたのは大変有意義であった。 

また、地域で活動する団体の構成員（＝市民）の方々に対して、これまではあまり触

れることのなかった「子ども・若者支援」の必要性や、地域内での人と人のつながり、

ネットワークの必要性などについてしっかりと伝えることができた。 
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また、平成 30 年１月に開設した「生駒市子ども・若者総合相談窓口（ユースネット

いこま）」についての周知と窓口との連携の必要性を伝えることもできたことは大変良

かった。 

今後は、ネットワークや窓口も立ち上げて間もないこともあり、構成機関同士や窓口

との具体的な連携に向けた構成機関同士の関係の構築については、さまざまな支援の場

面等において実践を積み上げながら進めていきたい。 

 

  



159 
 

 ８ 島根県出雲市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

出雲市子ども・若者支援センターにおける平成 28 年度の面接、電話相談件数は

2,424 件で、近年ほぼ横ばいの数字で推移している。県内で唯一、人口が増えている

自治体ではあるが、大型ショッピングセンターや大規模工場が存在し、中心部は人口

が増え都市化が進む一方、周辺部では人口が減り続け、過疎の問題が深刻化してい

る。このような状況のなか、困難を抱える子ども・若者の問題は、地域が広いことか

ら、多種多様な相談が寄せられるようになってきている。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

出雲市子ども・若者支援センターでは６名の相談員体制で対応している。また、出

雲市子ども・若者支援協議会を設置しており、国・県の関係機関と連携し、困難を抱

える子ども・若者の問題に対応している。これらの相談員および支援協議会の実務者

の更なるスキルアップを、今年度の重点目標としている。 

 

ウ 今年度の活動 

実務者を対象とした講演会等 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

子ども・若者の支援に必要な連携について確認し、年間活動の方針や評価などにつ

いて協議する。 

 

イ 主な取組内容 

実務者研修、支援者研修および市民向け講演会等の開催による啓発活動 

 

ウ 今後の課題 

各機関の連携強化 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 27 日 「自分のこころのクセ

を知ろう」 

臨床心理士 斎藤渉 
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2 12 月５日 出雲市子ども若者支援

センターにおける事例

演習 

臨床心理士 斎藤俊作 

3 ２月 20 日 「立ち直り支援の少年

に対する対応につい

て」 

臨床心理士 小村俊美 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

出雲市子ども・若者支援センター相談員および近隣相談窓口職員のスキルア

ップを目的とする。 

b 担当者所見 

演習を交え、自分の心理の裏側を考えることができ、今後の相談業務に役立

つ演習であった。 

日程の都合で、参加者が少なく残念であったが、参加者にとっては、いい体

験となったと思われる。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

出雲市子ども・若者支援センター相談員のスキルアップを目的とする。 

b 担当者所見 

事例１： 問題行動について家庭のなかで学習されたものもあるが、家族から

の情報だけでなく、本人目線で話を聞くことも来所のモチベーション

を高めるうえで大切にしなければならないと感じた。 

事例２： 当子ども若者支援センターでも一般就労に進める難しさを痛感して

いたので、講師の見立てをいただき、改めて家族へのアプローチを検

討していく必要性を感じた。 

全体を通して、新しい視点や情報を得られ有意義なスーパーバイズであった。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

出雲市子ども・若者支援センター相談員および少年サポートセンター（出雲

警察署）職員のスキルアップを目的とする。 

b 担当者所見 

初期の触法少年に対する対応の仕方について、実例を臨床心理士とともに検

討した。少年サポートセンター（出雲警察署）職員を交えた検討会は初めての

試みであり、情報交換をしながら、対応していくことの重要性を改めて感じ

た。 
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臨床心理士からは、福祉のケースワーカーを交えて会議を行った方がいいと

いうアドバイスを受け、本来ならば地域支援協議会で行う会議であり、支援協

議会の体制を強化しなければならないことを痛感した。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 21 日 青少年の抱える問題に

どう対応するか 

島根大学人間科学部 

教授 岩宮 恵子 

2 10 月 30 日 問題行動を起こす子ど

もとのコミュニケーシ

ョンのとり方 

早稲田大学文学学術院 

教授 藤野 京子 

3 12 月６日 子どもの内面を育てる 

指導・支援のあり方と

その実際 

島根大学大学院教育学研究科

（教職大学院） 

教授 原 広治 

4 ２月６日 「困難を有する子ど

も・若者の現状と支援

の課題」 

中央大学文学部 

教授 古賀 正義 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

県内の子ども・若者総合相談窓口関係職員のスキルアップを目的とした講習 

b 担当者所見 

実例を踏まえ講師から分かりやすい適切なアドバイスがあり、相談窓口職員

にとって大変参考になったと思う。多種多様化する子ども、若者の相談ケース

を県内の相談者が一同に会し聴取でき、カウンセリングスキルの向上に繋がっ

た講習会であったと思う。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

県内の子ども・若者総合相談窓口関係職員のスキルアップを目的とした講習 

b 担当者所見 

今回の講演（研修会）は、問題行動を起こす子供が主題の講演であり、参加

者も保護司会をはじめとする矯正、更生保護の職員、警察関係者が多く、基本

的な対応の取り方について学べ、受講者も大変、参考になったと思われる。地

方で東京の有名大学の教授の話を聞くことができ、受講者の皆さんも満足され

たと思う。 
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（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

県内の子ども・若者総合相談窓口関係職員のスキルアップを目的とした講習。 

今回のメインテーマは、発達障がいの子どもとの接し方について。 

b 担当者所見 

今回の講演（研修会）は、発達障がいを抱える子どもとの接し方が主題であ

った。 

教授の分かり易い説明により、今までと違った視点からの話が聞け、大変、

参考になった。人間の心理は、実に複雑であり、子どもの心理となると更に難

しくなり、問題行動を起こす子どもについての効果的な解決策など無く、時間

をかけて相手のことを理解していくことが大切だと理解した。 

県内の機関で相談業務を担当する受講者にとって非常に有意義な講演となっ

たと思う。 

 

（ｴ）第４回 

a 講習会の狙い 

県内の子ども・若者総合相談窓口関係職員のスキルアップを目的とした講習 

b 担当者所見 

現在の社会が社会的排除を生み出し、ひきこもりが増えている要因が、この

講演で理解できた。ひきこもりの問題は、複合性、内閉性、長期性を含んでお

り、問題が一筋縄では解決できないことも理解できた。 

講義でネットワーク組織による課題解釈、解決システムについての説明があ

り、子ども・若者支援地域協議会の考えに通じるところがあり、ネットワーク

としての地域社会の構築が不可欠であると改めて感じた。 

 

ウ 支援機関マップの作成 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 ３月２日 よこはま東部ユースプラザ 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

（a）横浜市における困難を抱える若者支援についての説明 

（b）よこはま東部ユースプラザにおける活動内容の説明 

（c）施設内見学 

 



163 
 

b 担当者所見 

横浜市には、ひきこもりの若者が 8,000 人、心理的にひきこもりの若者と同

じ意識傾向をもつ若者が 52,000 人いるとのことであった。横浜市では、「青少

年相談センター」、「地域ユースプラザ」、「若者サポートステーション」の３つ

の機関が協力して若者自立支援を行われており、市が作成した「本人の状態」

により段階的に自立支援を行っているとの説明を受けた。 

今回視察をしたのは、「地域ユースプラザ」だが、横浜市内の東西南北 4か所

に設置されており、地域における総合相談、社会参加に向けた支援、居場所機

能を備えた施設で、市の補助を受けて、認定 NPO 法人「育て上げネット」が運

営しており、職員は 10 人で対応している施設とのことであった。横浜市におい

ては、地域によって経済事情が異なり、地域ユースプラザも委託先がそれぞれ

異なるなどして、４つある地域ユースプラザは、それぞれ特徴が異なるとの説

明もあった。また、地域ユースプラザは支所的機能を有することから地域密着

型であり、区役所、民生委員などの福祉関係の方と密接に連絡を取り合って連

携しているとのことであった。 

横浜市は、福祉部門が中心となり若者支援を推し進めておられ、全国的にみ

てグレーゾーンとなっている中学校卒業から 20 代前半にかけての若者に対し、

市が積極的に関わっていく姿勢が強く印象に残った。横浜市と出雲市を比べる

のは自治体の規模から比較しにくいところですが、横浜市の取組は参考になる

ことが多く、取り入れてみたい事項も多くあった。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

例年より多く講演会、研修会を開催でき、相談員などの実務者のスキルアップに貢献

できたものと感じた。また、様々な機関の実務者が集まることにより、情報交換などの

機会が増え、支援協議会の連携を強化することができた。 

困難を有する子ども・若者の問題についての一般市民の認知度は低い状態であり、啓

発を更に進めることと、相談体制の充実が課題となっている。 
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 ９ 岡山県津山市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 27 年国勢調査において、津山市の人口は 103,746 人、そのうち０歳から 29 歳

の人口は 28,876 人で、総人口の 27.8％を占めている。平成 27 年度の中学校卒業者

1,020 人のうち進学も卒業もしなかったのは 10 人である。不登校の出現率は平成 27

年度は小学校 0.26％中学校 1.77％で岡山県と比較するとそれぞれ 0.20 ポイント 0.72

ポイント低い。子どもの発達段階によって関係機関や支援機関が異なるが、各機関同

士の連携が求められている。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

支援機関同士の連携を図るため、子ども若者支援地域協議会の設置を目指す。 

 

ウ 今年度の活動 

不登校支援ネットワークへの参画、NPO 法人との協働による高校中退者支援事業 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

津山市および津山市教育委員会の庁内関係部署から成るネットワーク体制を構築、

また、協議会の外部構成団体についても調整完了。 

 

イ 主な取組内容 

平成 30 年度に地域協議会の設置を目指す。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 25 日 子ども・若者支援地域

協議会に関する説明 

岡山県県民生活部男女共同参画

青少年課 

総括副参事 宮本 芳雄 

2 10 月 20 日 事例検討に関するスー

パーバイズ 

臨床心理士 植山 起佐子 

3 11 月 20 日 スーパーバイズ（講習

会） 

臨床心理士 植山 起佐子 

臨床心理士 木浪 冨美子 

4 １月 19 日 子ども・若者育成支援

地域協議会について意

見聴取 

岡山県津山児童相談所 

所長 石原 正巳 
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5 １月 19 日 子ども・若者育成支援

地域協議会について意

見聴取 

岡山県津山児童相談所 

児童福祉司 松村 あき 

6 １月 19 日 子ども・若者育成支援

地域協議会について意

見聴取 

岡山県県民生活部男女共同参画

青少年課 

総括副参事 宮本 芳雅 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

特定非営利活動法人未来へが、岡山県北地域で支援活動を行うため「若者サ

ポート連絡協議会」を設立した。子ども・若者支援地域協議会と類似した会議

体であることから、地域協議会の法的位置づけなどについて、同連絡協議会構

成機関に理解を促す。 

b 担当者所見 

子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者支援地域協議会につい

て、社会的な背景や問題点、同協議会設置の目的についてご説明いただいた。 

同協議会における行政や関係機関の役割について、調整機関や指定支援機関

についてご説明いただいた。 

おかやま子ども・若者サポートネットが作成した支援機関マップをお示しい

ただき、本市が取り組もうとしている支援機関マップについて、具体的なイメ

ージを持つことができた。 

岡山県が本年度から取り組んでいる高校中退者の支援事業について、本年度 4

月以降の実績も含めてお知らせいただいた。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

本市関係各課の担当者を対象に、事例検討の意義をお話しいただくととも

に、関係各課の支援体制についての情報共有を行う。 

b 担当者所見 

事例検討の意義や必要性を理解することができた。参加者からは、検討対象

としてどのような事例が適当かといった質問もあり、次回実施予定の講習会に

向けて下地を整えることができたように思う。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

本市関係各課の担当者を対象に、具体的な事例を検討し、関係各課の支援体

制についての情報や課題を共有する。 
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b 担当者所見 

今後本市において子ども若者支援地域協議会の調整機関を担うのは青少年育

成センターであるが、参加者のうち、当センター以外の担当者は通常業務の中

で事例検討をしたことがあるとのことで、当センターとして新たな業務に取り

組むにあたり、庁内関係各課からノウハウを提供してもらったり、情報提供し

てもらったりすることは、不可欠であるとあらためて認識した。 

 

（ｴ）第４回 

a スーパーバイズの狙い 

本市の子ども・若者育成支援地域協議会について、関係各所の意見をいただ

く。 

b 担当者所見 

複数の市町を管轄する機関が、各市町の地域協議会への参画を求められるこ

とは、確かに負担感はあると思う。いざというときに、相談しやすい体制にす

るためにも、児童相談所の参画は不可欠である。 

 

（ｵ）第５回 

a スーパーバイズの狙い 

本市の子ども・若者育成支援地域協議会について、関係各所の意見をいただ

く。 

b 担当者所見 

複数の市町を管轄する機関が、各市町の地域協議会への参画を求められるこ

とは、確かに負担感はあると思う。いざというときに、相談しやすい体制にす

るためにも、児童相談所の参画は不可欠である。 

 

（ｶ）第６回 

a スーパーバイズの狙い 

本市の子ども・若者育成支援地域協議会について、関係各所の意見をいただ

く。 

b 担当者所見 

複数の市町を管轄する機関が、各市町の地域協議会への参画を求められるこ

とは、確かに負担感はあると思う。いざというときに、相談しやすい体制にす

るためにも、児童相談所の参画は不可欠である。 
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イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月２日 事例検討に関する講習 臨床心理士 植山 起佐子 

臨床心理士 木浪 冨美子 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

津山市子ども若者支援庁内検討会議の設置し、子ども・若者支援地域協議会

の設立を検討することになった。庁内検討会議で取り上げるべき事例につい

て、検討すべき点をご教示いただく。 

b 担当者所見 

再構成事例とはいえ、現時点では実際の事例が容易に想起される内容である

ので、ここまで中心となって関わってきた機関が、別の機関（今回は青少年育

成センター）が検討対象として取り扱うことについて、抵抗を示すことが予測

できる。慎重に事前打ち合わせをする必要があると感じた。 

 

ウ 支援機関マップの作成 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

津山市子ども若者支援庁内推進会議を設置し、関係各課や NPO 法人などについて地域

資源を把握することができた。 

今後は、子ども若者支援地域協議会の設立と、地域協議会を確実に機能させるために

職員の意識付けが課題である。 
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 10 徳島県上板町 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

上板町では、平成 22 年 10 月上板町子ども若者相談支援センター『あい』を立ち上

げ、現在８年目となる。平成 25 年４月には、本格的に窓口を構え始動する。 

今年度、昨年度ともに相談件数が 200 件を超え、相談者については 50 名以上で推

移する。相談対象者の年齢内訳では、幼・小・中が約４割、16 歳～18 歳が約１割、

19 歳以上が約５割となる。相談種別内訳では、教育一般、不登校、ニート、引きこも

り、虐待、進路（就労）等の相談が上がる。 

教育・医療・福祉・雇用・矯正・更正保護など 30 以上の関係機関の連携した対応

により一人ひとりの状況に応じて支援を継続する。 

課題としては、引きこもりやニートの支援において専門機関で就労支援を行ってい

るが、そこにつなげることができない、ハードルが高すぎるなど様々な理由がある。

近くで少しでも出やすい、より柔軟に対応できるよう町単独での生活訓練・就労訓練

の場、トレーニングを兼ねた作業所があれば支援が強化できると考えている。また、

相談体制の充実を図るため鳴門教育大学と連携を強化し支援をしていきたい。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

鳴門教育大学、徳島県立総合教育センター特別支援・相談課等と連携を強化し、相

談・支援体制の充実を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

代表者会議 １回、実務者会議 ３回、個別ケース検討会議 通年、企画運営委員

会 通年、子育て相談会「しゃべり・あい」 毎月第四土曜日 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

（ｱ）平成 22 年 10 月に「上板町子ども・若者相談支援センター『あい』運営委員会」

を設置した。 

（ｲ）『あい』運営委員会では、教育・雇用・保健・医療・福祉・矯正・更生保護等の

幅広い分野の支援機関により構成し、現在 30 機関以上と連携し、継続的・総合的

に相談・支援を行う。 

（ｳ）要保護児童対策地域協議会で扱うケースと『あい』運営委員会で扱うケースとの

棲み分けができ、39 歳までの子ども・若者に対する支援が充実する。 
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イ 主な取組内容 

（ｱ）代表者会議は年度当初に１回開催し、『あい』の前年度実績や取り組み状況の報

告、今年度事業内容等について報告をし、支援のあり方や『あい』運営委員会の運

営等について協議する。 

（ｲ）実務者会議は学期末毎で年/３回開催し、主に長期欠席・問題を抱える児童生徒の

状況について、『あい』と県中央子ども女性相談センター、町福祉保健課と学校で

取り組み状況を分析・情報共有し、対象児童生徒の家庭や学校を助言・支援する。 

（ｳ）個別ケース検討会議は今年度 10 回開催し、幼・小・中学校の児童生徒の不登校や

特別支援教育への支援・指導のあり方、家庭支援について対応を協議する。また 30

歳台の若者についても専門機関と情報共有をし、今後の支援について各関係機関の

役割分担を明確化し取り組む。 

（ｴ）『あい』運営委員会設置要綱の見直し 

町として『あい』の運営や役割について方向性が確立できるよう、『あい』運営

委員会設置要綱にこれまでの「代表者会議」、「実務者会議」、「個別ケース検討

会議」の３部構成の上に「企画委員会」を設け、『あい』の総括及び連絡調整のあ

り方等を協議する場を設ける。 

 

ウ 今後の課題 

（ｱ）現在、引きこもり・ニートにおいて、対象家族からの相談や中学校卒業後に在宅

である場合学校を通じて『あい』の支援を希望する方について支援を行っている

が、きめ細やかに丁寧に問題を抱えた子どもを支援するためには、中学校時に不登

校であった生徒を対象に、何らかの形で追跡把握等を検討することも必要である。 

（ｲ）地域の子ども・若者の現状を把握するため、民生児童委員やユースアドバイザー

等と連携を強化する必要もある。 

（ｳ）ユースアドバイザー養成講習会を５年以上開催する。年間４～５回実施し、毎年

３回以上の受講者については修了証書を発行している。修了者については、それぞ

れの地域で子ども・若者の相談を受けていただいているが、よりユースアドバイザ

ーを活用できるよう検討する必要がある。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 25 日 組織連携から人連携へ 上板町教育委員会教育長（前子

ども・若者相談支援センター

『あい』所長） 

板東 秀則 



170 
 

2 11 月 24 日 上板町子ども・若者相

談支援センター『あ

い』（上板町子ども・若

者支援地域協議会）の

課題と今後の方向性 

徳島県社会福祉士会 理事 

スクールプロフェッサー 

多田 祐 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

（a）『あい』設立の経緯及び設置に係る取り組み、また今後の協議会の効果的な

運営方法等について助言をいただく。 

（b）子ども若者支援の現状と課題確認、また、組織連携から人連携を目的とし

た取り組みについて助言いただく。 

b 担当者所見 

会議では、協議会設置の経緯や他のネットワークとの連携方法について学ぶ

ことにより、支援方法やネットワークを構築するに当たっての課題等を共有す

ることができた。また、教育委員会担当が協議・意見交換をする事により「子

ども・若者に視点を置いた」支援の充実やネットワーク支援の必要性の理解に

つながった。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

『あい』の支援体制整備や今後のあり方、方向性について学ぶ。 

b 担当者所見 

今回スーパーバイズしていただいた運営委員会の課題としては、①問題が深

刻化する前の早期発見・早期対応 ②就学前・就学後・卒業後の児童への支援 

③プライバシーの確保があげられる。また、学校・児童福祉領域における新た

な動きとしては、①スクールソーシャルワーカーの配置 ②子ども家庭総合支

援拠点や子育て世代包括支援センターの設置があげられる。これらのことを踏

まえ、またこれまで受けているケースの取り組み等も合わせながら、今後の

『あい』の体制を充実させていきたい。 
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イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 23 日 いじめ・不登校ひきこ

もり・少年事件・児童

虐待に通底しているこ

と 

～それぞれの現場で求

められること～ 

特定非営利活動法人 日本子ど

もソーシャルワーク協会 

理事長 寺出 壽美子 

2 11 月１日 「どんな境遇の子ども

も見捨てない」アウト

リーチと重層的な支援

ネットワークを活用し

た多面的アプローチ～

社会的孤立・排除を生

まない支援体制の確立

に向けて～ 

特定非営利活動法人 NPO スチュ

ーデント・サポート・フェイス

代表理事 谷口 仁史 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

（a）虐待・いじめ・不登校・引きこもり・ニート・非行等、子ども・若者をめ

ぐる現在の状況や支援について理解を深めるとともに、今後の指導・支援に

生かす。 

（b）問題を抱える子ども・若者、その保護者等の理解者、相談者、支援者、指

導者となっていただく。 

b 担当者所見 

関係機関や保護者等それぞれが、子ども・若者の抱える様々な問題、いじめ

の根底、養育の根底での考え方や「Being を根付かせる」、「こもる効用」等子ど

も・若者を支援するあり方や課題に対する関わり方について理解を深めること

ができた。傾聴・受容・共感の姿勢こそが関わりの基本であり、支援に最も重

要である。また、支援者（大人）側の自己理解の必要性についても再確認がで

きた。 

『あい』の担当者として、これまでの受けているケース、これから受けるで

あろうケースの向き合い方について大変有意義な機会となった。また、様々な

立場で支援を行う関係者や保護者等の今後の指導・支援に生かせる有意義な場

となった。 
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（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

①アウトリーチ（訪問型支援）「攻めの支援」のあり方。②相談員、YA 等の効

果的な訪問導入を図るためのスキルアップ。③「チーム対応」総合的で有機的

な連携・協働のあり方について学ぶ。 

b 担当者所見 

前回に引き続き、平日の午後開催で前回参加の少なかった福祉分野への参加

に働きかけを積極的に行ったことで、教育、福祉等の多くの関係機関の参加が

あった。講師から①社会的孤立・排除を生まない総合的な支援体制確立のあり

方②足りないもの必要なものは「協働」で創り出す協働・創造型取り組みの推

進③すべての子ども・若者が「安心」と「希望」を抱ける地域づくり等のアド

バイスをいただいた。このことが、上板町並びに県内における子ども・若者支

援の充実やネットワーク支援の必要性の理解に繋がってくれることを期待した

い。 

 

ウ 支援機関マップの作成 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月７日 沖縄県子ども若者みらい相談プラザ sorae（ソラエ） 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

ソラエのアセスメント会議参加…事例を通して具体的な関わりを学ぶ。 

事業概要説明を受ける。 

b 担当者所見 

アセスメント会議による的確なアセスメントと専門性の充実によりケース理

解や具体的なアウトリーチの関わり方、また支援方針を知ることができ、今後

の『あい』の支援体制整備やあり方を検討する機会となった。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 今年度の取り組みの成果 

（ｱ）合同研修会への参加及び支援事例発表 

相談センター『あい』相談員が参加し、支援事例発表も行った。有識者による講

演及び班別討議での各地区担当者同士での意見交換、また、発表に対して頂いた

様々な貴重なご意見ご指導は、『あい』支援ネットワーク構築の必要性についての見

識を深めることが出来た。 
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（ｲ）スーパーバイズ及び講演会の開催 

スーパーバイザーによる連絡会議では、「子ども・若者に視点を置いた」支援の課

題やネットワーク支援の必要性理解につながった。これを機に、『あい』ネットワー

ク体制に「スーパーバイザー」を位置づけた。県外講師による講演会では、すべて

の子ども・若者が「安心」と「希望」を抱ける地域作り等のアドバイスを受け、

様々な分野で支援を行う関係者や保護者等の指導・支援に生かせる有意義な場とな

った。 

（ｳ）先進地域への視察（沖縄県子ども若者みらい相談プラザ sorae） 

『あい』運営委員会会長と相談センター『あい』相談員の２名が沖縄県ソラエを

視察訪問した。参加させて頂いたアセスメント会議で、ホワイトボードに意見やア

イデアを集め、参加者の力が活かされる効率的、効果的な会議の進め方が大変参考

になった。『あい』においても、ホワイトボード・ミーティングの技術を研修し、会

議等に取り入れたい。 

 

イ 今後の課題 

（ｱ）「ユースアドバイザー」連絡会の開催。 

町内各地域の YA による「ひきこもり・ニート」等の実態把握、支援に関する情報

交換や支援ネットワークの構築に向けた意識の醸成を目的として開催する。「ひきこ

もり・ニート」家庭への定期的な訪問及び就労支援の実施。 

（ｲ）「こころの居場所・作業所」の設置。 

社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の「こころの居場所・作

業所」設置を目指し、県内大学に臨床心理学を学ぶ大学院生の派遣依頼やカウンセ

ラー、学習支援員等の人的配置と身体活動や作業訓練等の出来る場の確保を要望し

ていく。 

（ｳ）子育て相談会「しゃべり・あい」の運営改善。 

a 従来の全体懇談会形式に加え、予約制個別相談の新設。 

 b 毎月第四土曜日のみならず、平日夜も予約制で受けつける。 

c 相談者のニーズに応える講師を迎えての「研修会」の開催。 

d 学校・学年別の悩み相談会の開催。（元教師アドバイザーによる助言） 

（ｴ）町内園長・校長会での『あい』運営委員会「個別ケース検討会議」活用の奨励

園・学校だけでは解決が困難な幼児、児童生徒の問題行動（いじめ、虐待、不登校

等）や様々な要因が複雑に絡み合った事例などに対して、『あい』ネットワーク支

援を活用した適切な指導・助言により、問題解決に向け取り組み園・学校を支援す

る。 
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 11 徳島県板野郡東部地域 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 28 年６月 22 日に「松茂・北島子ども若者支援地域協議会（以下「地域協議

会」という。）」を立ち上げた。調整機関を「板野東部青少年育成センター組合」がな

り、育成センター内に「松茂・北島子ども若者総合相談センター（以下「総合相談セ

ンター」という。）」を設置した。 

内閣府の支援を受けて、前年度の平成 28 年は「公開講座（３回）」「支援に携わる

人材養成のための講習会（３回）」を実施し、地域住民に「育成センターが非行少年

に加えて、ひきこもり、ニート、不登校（以下「ひきこもり等」という。）の支援を

実施する」ことを広報し、ある程度周知されつつあるが、ひきこもり等の関係者が相

談にくることは数件あるものの活動が上滑りの感がぬぐえない。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

周知活動の中で「総合相談センターで何をしてくれるの」という質問があった。そ

こで、臨床心理士資格取得を目指す臨時職員を採用し、総合相談センターの専門性を

今まで以上に高めることに努める。 

その上で、名刺型広報カードを小・中・高校生及び教職員並びに町職員に配布する

等して更に周知に努める。また、内閣府の事業により地域協議会の関係機関等を見直

し活性化を図りたい。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）通信制高校を中心として高校説明会（愛知県豊橋市の活動を参考にして） 

（ｲ）広報活動（名刺型カードの配布・新たな広報紙の作成と配布等） 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

（ｱ）代表者会議の開催（スーパーバイザーと共に実施）し、支援機関（43 機関）の顔

の見える連携作りに努めた。 

（ｲ）実務者会議の開催（スーパーバイザーと共に実施）し、支援機関の実務者とそれ

ぞれの機関の業務内容を理解しよりより連携作りに努めた。 

（ｳ）管内実務者会議の開催（スーパーバイザーと共に実施）し、管内の支援機関実務

者とより深い連携作りに努めた。 

 

イ 主な取組内容 

代表者会議により、本協議会に対する関係機関代表者の理解を求め、実務者及び管

内実務者会議により実務者同士のよりよい、深い連携づくりに努めた。 
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また、各会議にスーパーバーザーとして講師を招き、全国の地域協議会での連携の

取り方などを事例を通して講話していただくことにより、他県（地域）での効果的な

取り組み状況を提示していただく結果となり、参加者が本協議会での役割を認識する

ことができた。 

 

ウ 今後の課題 

相談件数が増加してきた背景には、①名刺型広報カードの作成配布、②代表者及び

実務者会議の参加者からの紹介、③口コミによる来所、があったことから 

（ｱ）広報啓発に努める。 

a 広報紙・カードによる広報啓発 

   b 各種会合に積極的に出向き説明 

（ｲ）関係機関と忌憚のない情報交換ができる関係づくりに努める。 

   a ケース検討会に関係機関を積極的に招致 

（ｳ）時機を得たケース検討会の開催 

   a スーパーバイザー出席のもとケース検討会を必要に応じて実施 

b 当事者等了解のもと関係機関と検討し対応 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ７月 24 日 組織連携から人連携へ

（組織連携→情報連携

→人連携） 

上板町教育委員会教育長 

板東 秀則 

2 10 月 19 日 発見しよう自分たちの

役割－高島市での学び

を通じて－ 

立命館大学 

教授 山本 耕平 

3 12 月１日 子ども若者支援地域協

議会をめぐって－協議

会のミッション・運営

と連携・ネットワーク

形成について－ 

日本福祉大学 

名誉教授 竹中 哲夫 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

（a）板東秀則教育長が「上板町子ども・若者相談支援センター『あい』」の創設

者であるところから、当所の「松茂・北島子ども若者支援地域協議会」の関

係機関がどのように連携を取ればいいのか、について参加している関係機関

の代表者等に理解していただくために、上記教育長の講演を実施した。 
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（b）上記講演者は教育長であるため、学校の「不登校児」や「問題児」につい

ては情報が入りやすく支援もしやすい。中学校卒業後の支援も実施してお

り、町全体を良くしようという気概にあふれているので、このような取り組

みの熱意を当地域の小・中・高校の出席者にも波及させるため。 

b 担当者所見 

（a）地域協議会を設置してから１年が過ぎて、少しではあるが地域協議会の成

長を感じることができた。 

・ 代表者会議の出欠票に「当地域協議会で検討したい子ども・若者」を記

載する欄を作ってあったところ、高校から報告があった。（高校から報告

のあった少年は中退をしてしまったので、その後ケース検討会を実施し

た。） 

・ 代表者会議に参加したのは、各関係機関の長が多く、会議の趣旨理解が

進んでいるように感じられた。（各機関の長には発言の機会を与え連携を

図った。） 

（b）支援体制整備に係るスーパーバイズとして、「上板町子ども若者相談支援セ

ンター『あい』」の元所長板東秀則上板町教育長を招いて、代表者会議の席

上で、「地域協議会の連携の取り方」に関する講話をしていただいたが、教

育の壁を乗り越えて不登校児などの対応に関して連携の必要性を解く内容で

あり、今後地域協議会を運営していく上で効果があった。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

「子ども若者育成支援推進法」に基づく地域協議会である「松茂・北島子ど

も若者支援地域協議会」を平成 28 年６月 22 日に立ち上げ、板野東部青少年育

成センター組合（以下、「育成センター」という。）が調整機関（事務局）とな

った。また、同日「松茂・北島子ども若者総合相談センター」を育成センター

内に設置して、非行少年だけでなく、ひきこもり、ニート、不登校児等の困難

を有する子ども若者の相談事業にも力を注いでいるところである。 

このような時に、地域協議会、育成センターの補導員、町民、県民、及び当

事者やその家族に対してひきこもりの方への対応について、ひきこもりのスペ

シャリストである講師から知見をいただきたいとの思いから開催したもの。 

b 担当者所見 

（a）講師の視点について 

山本教授のいう「ひきこもり・ニート・不登校児を問題のある子ととらえる

のではなくて、問題のある社会の中で生きづらい生活をしている子として捉え

ていく」という視点を持たなくては支援者としては十分ではないと肝に銘じ

た。 
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（b）滋賀県高島市での取り組みに学ぶことは多くあった。 

・ 市民サポーターを育て、連携していくこと。 

・ 高島市には、高島市をなんとかしたいという人がいて、連携する力があ

ること。 

・ 協議会に当事者が参加して、ニーズについて発言していること。 

など、高島市の実践を伺っていて、高島市に学ぶものは多いと感じた。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

「子ども若者育成支援推進法」に基づく地域協議会である「松茂・北島子ど

も若者支援地域協議会」を平成 28 年６月 22 日に立ち上げ、板野東部青少年育

成センター組合（以下、「育成センター」という。）が調整機関（事務局）とな

った。また、同日「松茂・北島子ども若者総合相談センター」を育成センター

内に設置して、非行少年だけでなく、ひきこもり、ニート、不登校児等の困難

を有する子ども若者の相談事業にも力を注いでいるところである。 

このような時に、管内地域協議会、育成センターの補導員、町民、県民、及

び当事者やその家族に対してひきこもりの方への対応について、ひきこもりの

スペシャリストである講師から知見をいただきたいとの思いから開催したも

の。 

b 担当者所見 

次の点において、支援の難しさを感じた。 

（a）適応指導教室を活用しても、再登校につながらない難しさ。 

（b）子ども若者総合相談センターは、ワンストップ窓口として機能させなく

てはならない、という点において関係機関との日頃の連携の必要性。 

（c）運営協議会は、生き物と同じで日々先進的実践や研究を吸収していかな

いと色あせてしまう、魅力を失ってしまうという点において、事務局とし

て身の引き締まる思い。 

（d）豊中市のように 15 歳、義務教育中以上の若者の支援に特化してもいいの

ではと感じた。要対協との関連も含めて、線引き・すみ分けをしてもいい

のではと思う。 

（e）社会的自立、自立とは何かについて、地域住民の意識を高めておくため

にも、支援に携わる人材養成のための講習会の必要性が伝わってきた。 
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イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ９月 26 日 『「ひきこもり」から家

族を考える』～動き出

すことに意味がある～ 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 代表 田中 俊英 

2 10 月 24 日 ひきこもり等自立して

いない子どもの生活プ

ラン－親の役目を詳し

く教えます－ 

ファイナンシャルプランナー   

畠中 雅子 

3 ２月 16 日 ひきこもり考－生きに

くい子どもたち－ 

島根大学 

教授 岩宮 恵子 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

「子ども若者育成支援推進法」に基づく地域協議会である「松茂・北島子ど

も若者支援地域協議会」を平成 28 年６月 22 日に立ち上げ、板野東部青少年育

成センター組合（以下、「育成センター」という。）が調整機関（事務局）とな

った。また、同日「松茂・北島子ども若者総合相談センター」を育成センター

内に設置して、非行少年だけでなく、ひきこもり、ニート、不登校児等の困難

を有する子ども若者の相談事業にも力を注いでいるところである。 

このような時に、地域協議会、育成センターの補導員、町民、県民、及び当

事者やその家族に対してひきこもりの方への対応について、ひきこもりのスペ

シャリストである講師から知見をいただきたいとの思いから開催したもの。 

b 担当者所見 

（a）「高校内カフェ」の開所と継続 

カフェ内でのちょっとした相談等が不登校になっていきそうな生徒には効果

があるように感じた。しかし、当地域では今のところそのようなニーズは見当

たらないように思われた。 

（b）ピアサポートの育成 

ひきこもり・ニート・不登校児の方への支援については、やはり同じよう

な悩みを抱えていたが、今は「元気で働いて、自分で自活している」方の経験

が効果があるように思われる。 

また、当事者の保護者に対しても、「子どもがひきこもりの経験をしたが、

このようにして脱出した、という経験談は、今悩んでいる保護者にとっては非

常に価値のあるものに思える。 
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（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

「子ども若者育成支援推進法」に基づく地域協議会である「松茂・北島子ど

も若者支援地域協議会」を平成 28 年６月 22 日に立ち上げ、板野東部青少年育

成センター組合（以下、「育成センター」という。）が調整機関（事務局）とな

った。また、同日「松茂・北島子ども若者総合相談センター」を育成センター

内に設置して、非行少年だけでなく、ひきこもり、ニート、不登校児等の困難

を有する子ども若者の相談事業にも力を注いでいるところである。 

このような時に、地域協議会、育成センターの補導員、町民、県民、及び当

事者やその家族に対してひきこもりの方への対応について、ひきこもりのスペ

シャリストである講師から知見をいただきたいとの思いから開催したもの。 

b 担当者所見 

（a）共感したところ 

・ 親の覚悟 

40 歳を過ぎたひきこもりの子どもを持つ親は、「働かない子ども」と覚

悟を決めて、サバイバルプランを立てることが必要であるという考えに至

る親の覚悟がいるというところ。内閣府のひきこもり支援は、今のところ

30 歳台となっていることとのつじつまがあう。 

・ 理論と実際の資料（データ）を持っている 

理論だけでなく、実践に即した（実際にひここもりの親から相談を受け

て、とるべき対策を考えている）資料の提示は共感できる。実施内容には

紙面の都合で記載できなかったが、中銀ライフケアの岡持制度、プレデン

シャル生命の生命保険信託、みずほ信託銀行の生命保険信託、ＪＡ共済の

一時払い介護共済、ぜんち共済など。 

・ 明るい対応策である 

親が元気なうちにお金対策をとっていれば、ひきこもりの子どもは安定

して生活することができることが分かった。  

 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

「子ども若者育成支援推進法」に基づく地域協議会である「松茂・北島子ど

も若者支援地域協議会」を平成 28 年６月 22 日に立ち上げ、板野東部青少年育

成センター組合（以下、「育成センター」という。）が調整機関（事務局）とな

った。また、同日「松茂・北島子ども若者総合相談センター」を育成センター

内に設置して、非行少年だけでなく、ひきこもり、ニート、不登校児等の困難

を有する子ども若者の相談事業にも力を注いでいるところである。 
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このような時に、地域協議会、育成センターの補導員、町民、県民、及び当

事者やその家族に対してひきこもりの方への対応について、ひきこもりのスペ

シャリストである講師から知見をいただきたいとの思いから開催したもの。 

b 担当者所見 

（a）ひきこもりの方への支援方法について、次の内容が心に響いた。 

  ・ 節目にはよくないことが起こることを知っておく。 

  ・ 子どもから否定されることを恐れない。 

  ・ 子どもの後ろ向きな言葉に対して、無理のあるポジ転はしない。 

（大人が安心するための言葉はつかわない。受け止める。「そう思うん

だ。」と返す。） 

  ・ 言葉にする前のノイズのようなつぶやきに耳を傾ける。 

  ・ どこまでも子どもを理解していこうとする大人がそばに立ち続けるこ

と。 

  ・ 子どもと「価値観が違う」と考えるより「優先順位が違う」と考える。 

  ・ 働くということより、人の中に入ってつらい、と思う。 

  ・ 結果がすぐでないことに大人は耐えていく力を持つ必要がある。 

・ 子どものこころは外部に向かう時、最初に家族、次に学校、その他に地

域の方が受け止めることになる。 

 

ウ 支援機関マップの作成 

Ａ３二つ折りの支援機関マップを作成したので、各種会合を通じて配付するが、中

学校の PTA 総会でも配付予定である。 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 ７月 25 日 子ども若者みらい相談プラザ sorae 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

ワンストップ相談窓口として、社会生活に困難のある子ども・若者を支援し

ていく中で、様々な専門性を持った相談員が対象者の問題を事前に把握するた

めに実施している「アセスメント会議」に参加することによって、子ども・若

者の問題をどういう視点から捉え、今後にどうつなげていっているのかを把握

し、当育成センターでの業務の参考とするもの。 

b 担当者所見 

相談の局面の捉え方について、本人の困り感はどの程度か、相談員と対象者

の距離は現在どのぐらいあるか、情報収集の程度はどうかなどを総合的に判断

しながら、ケース検討の中で最善策を探っていること。 
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一つ一つの作業を丁寧に積み重ねながら、経験と照らし合わせて方向性を導

いていっている点など、各々の相談員が対象者を最優先に考えながら、取り組

んでいる姿は感銘を受けた。 

当育成センターは専門的な資格を持った職員は少なく、対応していくには苦

慮するところがあると考えられるが、各々が積極的に知識の習得に努め、力を

身に付けていくことができればと考える。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 今年度の取り組みの成果 

（ｱ） 平成 28 年度に引き続き、平成 29 年度も定期的に代表者会議、実務者会議、管内

実務者会議を開催し、地域協議会関係機関にその活動が周知されるようになった。 

（ｲ） また、３回の地域協議会開催時にそれぞれ３人のスーパーバイザーから 

   ・ 小・中学校教員との情報連携の必要性 

   ・ ひきこもり当事者やその家族に対しての対応の仕方 

等の助言や考え方、これからの対応の仕方を各関係機関に投げかけていただき、

関係者から当地域協議会での取り組みを理解していただいた。 

（ｳ） 今年度後半は、関係機関に対して、当地域協議会及び子ども若者総合相談センタ

ーでの活動が周知されてきた。 

関係機関の方が「気になる子ども」として把握した方の家に、当総合相談センタ

ーの広報紙を持って行き「総合相談センターの○○さんから電話がある」と伝えて

いただき、了解をした保護者へ連絡をして、継続相談に繋がった。 

 （ｴ） 過去に新聞で報道されてことにより、それを見た方を通じて、電話相談があり、

次いで面接相談へと繋がったが、当事者と面接するまでには約１年かかったケース

があった。やっと当事者と面接ができ、要望を伺うと就労を希望していたので当事

者とともにハローワークに何回も赴いた。段々と就職先での面接にも慣れてきて自

信が付き、就労に結びついた。 

（ｵ） 職員が資格を取得するなど、専門性が増した「子ども若者総合相談センター」と

なった。 

 

イ 今後の課題 

（ｱ） ひきこもり・ニート・不登校児などの方に対しての町民の意識を変えていく。 

     町内での各種会議（自治会連合会、PTA 総会など）に参加し広報に努める。 

（ｲ） 関係機関との信頼関係構築に努め、その関係を保つことができるように情報連携

する。 

（ｳ） 松茂・北島子ども若者総合相談センター職員の資質向上に努める。 
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 12 愛媛県四国中央市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

四国中央市では、これまで発達障がい等により配慮が必要な者の健全育成を促進

し、並びに集団生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、乳幼児期から学齢

期終了まで一貫した支援を行ってきました。平成 29 年度からは、子ども若者発達支

援センターを設立し、新しく学齢期終了後の社会参加に至るまでの者に対しても支援

を行うようになりました。 

子ども若者支援地域協議会を本年度より設立するが、本会の運営方法や関係機関と

の連携など、どのようしていくのかが課題である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

協議会設置済み地域への視察を行い、先進事例や考え方を習得する。 

協議会における課題を抽出し、委員や関係機関と解決を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）実態調査 

（ｲ）関係機関との連携強化 

（ｳ）広報啓発活動 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

平成 28 年度まで開催していた「四国中央市発達支援相談連絡会」を発展的に移行

し、平成 29 年６月に、子ども・若者支援地域協議会である「四国中央市子ども若者

支援ネットワーク会議」を設置した。 

 

イ 主な取組内容 

本市は、愛媛県の東端の位置にあり、県などの施設を利用するのが、困難な地域に

なる。また、NPO などの機関も少ない状況であり、地域資源を活用した支援を今後ど

のようにしていくかが課題である。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月６日 ひきこもり支援の基礎

知識 

徳島大学大学院 

准教授 境 泉洋 
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2 10 月 19 日 ひきこもり支援が途切

れないネットワークづ

くり 

特定非営利活動法人みよしサポ

ート協会ぴあぞら 

理事長 天野 雄二 

3 ２月１日 ひきこもりの地域支援 徳島大学大学院 

准教授 境 泉洋 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

本年度より子ども若者総合相談センターを設置し、新たに若者支援を開始し

たが、その中でも、特にひきこもり支援を検討していくことにより、若者支援

の充実を図る。第一歩として、支援の窓口である相談員のスキルアップが必要

となるため、指導・助言をいただく。 

b 担当者所見 

ひきこもり支援における大切な点や注意点について助言いただいた。その中

で、地域コミュニティ作りの重要性について認識し、今後本市の資源を利用し

た体制作りについて協議会で検討していく。 

 

（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

本年度より子ども若者総合相談センターを設置し、新たに若者支援を開始し

たが、その中でも、特にひきこもり支援を検討していくことにより、若者支援

の充実を図る。その中でも、ひきこもりの方の社会参加のための居場所づくり

が大切になる。そこで、実際に支援している方よりアドバイスをいただき、四

国中央市でのあり方を検討する。 

b 担当者所見 

ひきこもり経験者である先生より、ひきこもり支援にあたっての注意点等を

助言いただき、改めて支援の難しさを確認した。また、居場所づくりの重要性

を認識し、今後本市の資源を利用した体制作りについて協議会で検討してい

く。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

本年度より子ども若者総合相談センターを設置し、新たに若者支援を開始し

たが、その中でも、特にひきこもり支援を検討していくことにより、若者支援

の充実を図る。その中でも、就労に至るまでの地域支援について、指導・助言

をいただく。 
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b 担当者所見 

家族支援から就労に至るまでの大切な点や注意点について助言いただいた。

その中で、支援機関の連携の重要性や継続就労の難しさなど認識し、今後本市

の資源を利用した体制作りについて協議会で検討していく。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 30 日 ひきこもり支援につい

て 

徳島大学大学院 

准教授 境 泉洋 

2 12 月 21 日 非行少年の地域支援 愛媛県東予子ども女性支援セン

ター 所長 山内 幸春 

3 １月 23 日 発達障がい者の就労支

援について 

愛媛県障害者職業センター 

井谷 暢子 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

本年度より子ども若者総合相談センターを設置し、新たに若者支援を開始し

たが、その中でも、特にひきこもり支援を検討していくことにより、若者支援

の充実を図る。今研修では、ひきこもり家族への相談支援の場に活用されてい

る「CRAFT」を学ぶことにより、支援者のスキルアップを行う。 

b 担当者所見 

「CRAFT」研究の第一人者である境先生より、講義を行っていただいた。今ま

で経験や感覚で行っていた相談や家族支援について、理論的に教えていただ

き、新たな発見やこれまで行ってきたことの確認ができた。また、ひきこもり

支援だけてなく、多様な相談の現場で実践できるものであると実感した。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

本年度より子ども若者総合相談センターを設置し、新たに若者支援を開始し

たが、非行少年を地域で支えるために、少年が非行に至るまでの要因や地域で

支えていくために知っておくべき知識を学び、若者支援の充実を図る。 

b 担当者所見 

子どもが育っていくなかで、自尊心をはぐくむということがいかに大切なこ

とであるかを改めて学ぶことができた。子どもが自分自身で選んだことを後押

しし、子育てにおいて保護者や養育者をサポートしていくことが大切であると

感じた。継続的な支援と、子どもたちの未来を見据えた支援を目指したい。 
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（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

本年度より子ども若者総合相談センターを設置し、新たに若者支援を開始し

た。困難を有する若者が自立するために就労はとても大切である。その中で

も、特に発達障がい者の就労はとても難しい問題である。そこで、発達障がい

者が就労する上で必要な知識を学び、若者支援の充実を図る。 

b 担当者所見 

ジョブコーチ支援やリワーク支援の紹介や発達障がい者の特性を考慮した就

労先での支援方法について、具体例をまじえて、研修していただいた。発達障

がい者を取り巻く就労の現状を知り、職場定着するためには、周囲の支援が大

切であること学んだ。 

 

ウ 視察 

回数 日程 視察先 

1 １月 17 日 豊橋市こども若者総合相談支援センター 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

豊橋市こども若者総合相談支援センターにて、研修形式で実施した。また、

協議会設置を検討している広島県福山市と合同で実施した。 

研修では、協議会の運営状況や相談センターの相談件数、委託の状況などを

教えていただいた。また、取組として、家族交流会、農園を生かした居場所づ

くり、中学３年生を対象とした定時制・通信制高校による合同説明会などをう

かがった。 

b 担当者所見 

豊橋市こども若者総合相談支援センターより、設置の経緯やこれまでの取り

組み、体制などのお話をいただいた。先進的に取り組んでいる事業や、事業を

する上での注意点など、本市がこれから取り組もうとしていることの参考にな

るお話をいただき、本市での地域協議会の運営に生かしていく。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業活用し、ひきこもり関係を中心に支

援者向けに研修等を実施した。会議の役目として、広報啓発があるので、次年度の研

修会等の対象者・内容について、検討が必要である 

 

イ 関係機関のつながりについて、会議に参加することによる「顔と顔が見える関係」

作りや、各機関からの情報提供等をとおして、一定の成果は得られた。 
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ウ 平成 19 年度よりお子さんの発達を見通して、福祉・医療・保健・教育・労働等の

関係機関が、本人および保護者の願いや目標、支援内容・支援方法などの情報を共有

したり役割分担したりして、一貫した適切な支援を考えていくため、個別支援計画を

策定し、運用してきた。本年度は、本会において、個別支援計画の改訂を行った。今

後は、改訂版の運用及び意見集約等による点検評価に重点を置く。 

 

エ 若者に関して、実態調査を保留したため、本市の実態把握ができていない。本会の

役目として、調査研究・体制整備があるので、県が実施するひきこもり調査の結果を

受け、追加の調査や地域の資源の確認等本市での対応を考えていく。 
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 13 沖縄県宮古島市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

宮古地区では、30 日以上の不登校数は平成 27 年で（小学校 10 名、中学校 34 名）

である。また、中学、高校卒業後の状況として、平成 28 年度の進学者や就職以外の

者（進路、就職先が決まっていない）が中学校で 11 名、高校で 48 名いる。また、健

康問題でみると喫煙、飲酒で補導される者も平成 27 年には小学校（喫煙 6名、飲酒

１名）、中学校（喫煙 47 名、飲酒 14 名）と多い。更に市独自の統計はないが沖縄県

では、40 歳未満の４ヶ月間の相談件数は 387 件（実数 98 名）であることから、子ど

も、若者の切れ目ない支援が必要である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

これまで教育に特化した取り組みや福祉を中心とした取り組みはあったが、福祉、

教育、保健、労働等が連携した取り組みはなかったため、今年度の目標としては、先

進地視察や講師の講義などを通じて、各関係機関が連携した取り組みの基盤を作ると

ともに子ども若者の支援体制の情報収集と対策を行っていく。 

 

ウ 今年度の活動 

29 年度中に各機関の取り組みや課題等についてアンケートを行う。 

担当課と情報共有を行う。 

 

(2) 協議会設置に向けた取組・課題 

ア 取組状況 

多岐に渡る関係機関の把握、連携を充実させるため、教育、医療、福祉に関する冊

子（福祉便利帳）を作成した。また支援者の知識向上、他市の取り組み等の確認のた

め、講習会（12 月、２月）の開催及び先進地視察（10 月、11 月）を行った。 

 

イ 今後の課題 

今年度の取り組みの中で、地域の実情に沿った「子供・若者地域支援協議会」を形

成する必要があることがわかった。今後は更なる地域の実情、ニーズを適切に把握

し、島内完結型の「子供・若者地域支援協議会」設置に向けて慎重に検討していく。 
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(3) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 12 月６日 子ども・若者世代の喫

煙・飲酒に関する講演

会 

きしもと内科医院 

院長 岸本 邦弘 

2 ２月２日 石垣市における子ど

も・若者支援の取り組

み 

石垣市教育委員会教育部いきい

き学び課石垣市青少年センター

係長 石垣 司 

（ｱ）第１回 

a 研修会の狙い 

当市の現状を見ると、宮古地区の生徒指導の現状では、喫煙による指導（平

成 28 年度小学生７名、中学生 29 人）や飲酒による指導（平成 28 年中学生２

名）など喫煙や飲酒で生徒指導をうける小中生が多くいる。また、宮古福祉保

健所（現：宮古保健所）によると、初飲年齢が 20 歳未満の者が調査者全体の

21.9%（271 名）、性別見ると男性 31.2%（207 名）、女性 11.2%（64 名）と未成年

での初飲率が約２割を超えていることが報告され、最近では、宮古島の 20 代の

男性の飲酒量が増加していることが示唆されている。また、喫煙について身体

への影響はもちろんのこと、妊娠適齢期の女性の喫煙は、生まれてくる胎児へ

の影響も大きいといわれている。以上のことから当市において、子ども・若者

（40 歳以下）の喫煙や飲酒の問題について考えるため、きしもと内科院長岸本

邦弘氏をお招きし、子ども・若者世代における喫煙や飲酒について考える。 

b 担当者所見 

今回の講習会では、教育分野として小、中学校の SSW、高校の養護教諭、生徒

指導、ひきこもり支援教室、居場所教室、保健分野として健康増進課の保健

師、母子推進員、医療機関として宮古病院、一般の方など多機関の支援者等が

知識を理解するとともに、それぞれの立場の報告ができたことで、喫煙、飲酒

問題の全体像が見えたたことで今後の切り口を考えることができた。 

 

（ｲ）第２回 

a 研修会の狙い 

当市では、「子ども・地域支援協議会」が未設置で、検討段階であり、他部署

との連携や主管をどこに置くか等、石垣市の取り組みを伺いながら、関係機関

で意見交換し、今後の参考にする。 
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b 担当者所見 

今回の講習会で、石垣市の取り組みを伺い、講師、関係機関で意見交換をす

ることができ、今後の参考となった。 

 

イ 支援機関マップの作成 

 

エ 視察 

回数 日程 視察先 

1 10 月 17 日 村上市役所 

2 11 月 21 日 石狩市役所 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

（a）村上市福祉課長挨拶 

（b）村上市概況説明＜村上市福祉と保健＞ 

（c）意見交換 

・事前質問内容の回答 

  ・意見交換 

b 担当者所見 

村上市は同じ県内の三条市をモデルにしたとの話しを受けたが、村上市独自

の取り組みも多く伺うことができた。例えば、部会についてであるが、商工課

が担当する自立支援部会、福祉政策室が担当する要保護児童対策部会、青少年

センターが担当する子ども・若者育成支援部会など福祉政策室が全てを担当す

るのではなく、専門となる課が部会を担当することで専門性を発揮できると感

じた。また、旧市町村ごとに開催される地区担当者会議では、地区の保健福祉

関係者、教育関係、警察関係、庁内関係機関などで構成されており、身近な関

係者で話し合うことで、効果的に情報共有、支援ができると感じた。 

当市も同様であるが、人口の少ない地域においては、会議を開催する上で会

議名は違っても同じ参加者で同じ内容を話し合うことが多々あるが、村上市で

は会議ごとに違った構成メンバーで話し合っており、より広く重層的な内容に

なっていると感じた。 

村上市の内容を参考に当市でも検討していきたい。 

 

（ｲ）第２回 

a 視察内容 

（a）石狩市の子ども・若者支援について 

（b）相談室セジュール・まるしぇにおける子供・若者支援の取り組み-活動報告- 
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（c）意見交換 

・事前質問内容の回答 

  ・意見交換 

b 担当者所見 

当市では児童家庭相談センターを児童家庭課内に設置しているが、石狩市で

は、「子どもセンター」と独立し、子ども・若者支援を委託実施していた。先

日、視察させて頂いた、村上市、三条市が子ども支援に重点を置いていた一方

で、石狩市では、義務教育までの子どもの支援は行き届いているという観点か

ら、福祉部が主管し、主に義務教育後の若者の引きこもり（障がい者も含む）

などの支援を行っていたことが特徴的であった。また、委託するだけではな

く、当初、役所の職員が実施場所の確保や支援者、利用者探しを行っていたこ

ともあって良い点や問題点に具体的に把握していた点はとても参考になった。 

今回の視察においては、当市が支援の軸に考えていた、義務教育後の支援や

福祉部へ主管をおいたことなど、私たちの疑問に回答を頂いたことがよかっ

た。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 今年度の取り組みの成果 

当市では、「子供・若者地域支援協議会」の設置が遅れている状況があり、先進地

（北海道、新潟県）の視察や同じ離島である石垣市の講習会をうけることで、各自治

体の状況を知ることが出来た。 

また、医師による煙草や飲酒に関する講習会を通じて、子ども・若者に実際に関わ

っている保健師、スクールソーシャルワーカー、母子推進委員、高校教諭、登校拒否

の支援教室の支援者等に知識を付与することができたと考えられる。 

更に、福祉便利帳を作成し、保健、教育、福祉、就労等の各関係機関や民生委員等

に配布することができたことで、地域をよく知る民生委員から支援者まで相談にの

り、制度や関係機関につなぎやすい体制作りができたと考えられる。 

 

イ 今後の課題・取り組みの方向性 

今年度、福祉部、教育委員会それぞれが設置している「子供・若者地域支援協議

会」を視察することが出来た。今後は、福祉側、教育側のメリット、デメリットを抽

出し、精査していくことが必要である。また、子ども・若者支援の支援機関が多岐に

わたることや支援対象（貧困の子どもを対象としている機関、生活困窮者のみの機

関、障がい者を対象としている機関、29 歳以下を対象としている機関等）や支援内容

が違うことから、それら機関への状況も確認していく必要があると考えられる。以上

のことから、特に離島である本市においては、島内完結型の協議会の設置を目指して

慎重に検討していきたい。 
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 14 沖縄県石垣市 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

現状、石垣市子ども若者支援地域協議会（以後、地域協議会）の構成機関間の連携

は良好で、地域協議会の取扱いケースとしての支援も行っている。しかし、社会資源

（民間の相談支援機関等）及び専門職（人材）に乏しいなど離島地域ならではの課題

を抱えている。今後、事業の受け皿となる、それら潜在的な社会資源の掘り起こしや

育成が大きな課題である。 

（ｱ）石垣市子ども若者支援に係るひきこもり等の実態に関するアンケート 

（調査期間：平成 27 年２月 9日～平成 27 年２月 28 日） 

人口：48,933 人（平成 27 年２月） 

※調査は 40 未満の市民が属する世帯を対象に実施。 

推計：広義のひきこもり（698 名）うち狭義のひきこもり（173 名） 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

地域における潜在的な社会資源の掘り起しや育成を検討するとともに、地域協議会

における関係機関・団体の更なる連携強化や人材育成に係る取り組みを実施する。 

 

ウ 今年度の活動 

（ｱ）代表者委員会議（年２回）、実務者委員会議（年４回）の開催 

（ｲ）個別ケース検討会議の開催（随時、協議会取扱いケース２件含む） 

（ｳ）子ども若者個別相談会（年４回、土日開催） 

 

(2) 協議会の運営状況 

ア 協議会の役割 

子ども・若者育成支援推進法第 19 条の規定に基づき、石垣市に居住する社会生活

を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者に対し、地域の関係機関、団体及び個人

がネットワークを形成し、相互に連携して総合的かつ継続的な支援の実施を図ること

を目的に設置されている。 

協議会が支援の対象とする子ども・若者とは、石垣市に居住する０歳以上 40 歳未

満の者であって、社会生活を円滑に営む上で困難を有しており、地域の関係機関、団

体、個人等が連携して総合的かつ継続的に支援する必要がある者をいう。 

 

イ 主な取組内容 

代表者委員会議（年２回）、実務者委員会議（年４回）、個別ケース検討会議（随

時）、子ども若者個別相談会（年４回） 
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ウ 今後の課題 

今後は、協議会設置当初からの課題である指定支援機関の指定を含めた民間相談支

援機関等の育成が第一の課題としてあげられる。また、要保護児童対策協議会や青少

年健全育成関係機関連絡会議等、関連する協議会等を含めた組織体制の見直しが求め

られる。 

 

(3) 今年度実施内容 

ア スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 29 日 子ども・若者支援地域

協議会運営及び支援に

係るスーパーバイズ 

沖縄国際大学総合文化学部 

准教授 知名 孝 

2 10 月 20 日 子ども・若者支援地域

協議会運営及び支援に

係るスーパーバイズ 

沖縄国際大学総合文化学部 

准教授 知名 孝 

3 12 月 22 日 子ども・若者支援地域

協議会運営及び支援に

係るスーパーバイズ 

沖縄国際大学総合文化学部 

准教授 知名 孝 

4 ２月６日 子ども・若者支援地域

協議会運営及び支援に

係るスーパーバイズ 

沖縄国際大学総合文化学部 

准教授 知名 孝 

（ｱ）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

（a）子ども・若者支援地域協議会の今後の方向性や取り組みについての助言、

指導を得る。 

（b）実例を基にしたケーススタディを実施することにより相談員、支援員の資

質向上を図る。 

b 担当者所見 

本市における子ども・若者支援地域協議会の設置経緯やこれまでの取り組み

を説明した上で、現時点で考える今後の展開について説明を行った。それら提

供した情報を基に、次回以降は今後の方向性や取り組みについて指導助言を受

けていきたい。 

子ども若者相談支援の実例をとおしたケーススタディーを実施することによ

り、現状抱える問題や被支援者への対応について具体的に学ぶ良い機会となっ

た。現在進行形のケースを取り扱うことにより、即実践に活用することのでき

る内容であったことから、受講者の満足度は高かった。 
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（ｲ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

実例を基にしたケーススタディを実施することにより相談員、支援員の資質

向上を図る。 

b 担当者所見 

前回同様、子ども若者相談支援の実例をとおしたケーススタディーを実施し

た。前回取り上げたケースについて、その後の支援の進捗状況等を確認し、支

援の流れを振り返りつつ現状の課題や被支援者への対応について、例をあげな

がら具体的に学ぶことができた。現在支援中のケース（対応に苦慮している）

であることから、参加者の取り組む意識も高く、総じて満足度は高かった。 

 

（ｳ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

実例を基にしたケーススタディを実施することにより相談員、支援員の資質

向上を図る。 

b 担当者所見 

前回同様、子ども若者相談支援の実例をとおしたケーススタディーを実施し

た。今回取り上げたケースは、今年２月から支援を実施している案件（不登

校）で、現在学校や支援者からの面会を拒否しており、支援継続が困難となっ

ている。そのケースについて、スーパーバイザー指導のもと「本人と家族」「本

人と学校」との関係性を幼少期に遡って確認し、今後の支援方法の具体的な案

や支援を進める上での家族との関わり方について学んだ。支援に手詰まりを感

じていたケースであったことから、参加者は支援前進に向け様々なヒントを得

ることが出来たようである。 

 

（ｴ）第４回 

a スーパーバイズの狙い 

実例を基にしたケーススタディを実施することにより相談員、支援員の資質

向上を図る。 

b 担当者所見 

これまで同様、子ども若者相談支援の実例をとおしたケーススタディー（２

件）を実施した。１件目は、前回に引き続き昨年２月から支援を実施している

案件（不登校・中学生）、２件目は新規案件で、中学生・高校生それぞれ不登校

状態にある兄弟支援について指導助言を受けた。取り上げたケースは、どれも

ひとり親世帯であること、発達障害や自傷行為等複数の問題を抱え対応に苦慮

している。参加した相談員・支援員は、家庭支援や関係機関の連携等、様々な
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角度から指導助言を受けたことにより、今後の支援の進め方についてヒントを

得ることが出来たようである。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 ８月 18 日 子ども若者支援の基礎

的な手法について（ケ

ース検討含む） 

子ども若者みらい相談プラザ

sorae 

主任支援員 松本 大進 

2 10 月５日 子ども若者支援の基礎

的な手法について② 

子ども若者みらい相談プラザ

sorae 

主任支援員 松本 大進 

3 10 月 20 日 子どもと親を支援する

ためのメンタルヘルス

講座① 

沖縄国際大学総合文化学部 

准教授 知名 孝 

4 ２月６日 子どもと親を支援する

ためのメンタルヘルス

講座② 

沖縄国際大学総合文化学部 

准教授 知名 孝 

（ｱ）第１回 

a 講習会の狙い 

子ども若者の相談支援に係る基礎的な手法について理解を深めるとともに、

実際のケースに当てはめケース検討を行うことによりそれぞれが担うべき役割

等についての共通認識を図る。 

b 担当者所見 

初期の相談受付からアセスメントに至る流れについて、子ども若者みらい相

談プラザ sorae を例に子ども若者支援の基礎的な手法ついて参加者の共通理解

や認識をある程度図ることができた。 

また、sorae において利用しているアセスメントシートを基に、現在実際に相

談支援を行っているケースを取り上げてケース検討を行うことにより、それぞ

れの機関・団体の役割等（できること等）について改めて考察し互いに理解を

深める良い機会となった。 

 

（ｲ）第２回 

a 講習会の狙い 

前回の研修で実施した基本的なアセスメントシートの作成方法を踏まえ、よ

り具体的な活用方法を学ぶ。 
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b 担当者所見 

前回の研修で学んだアセスメントシート作成方法を振り返りつつ、それぞれ

の抱えるケースに当てはめ、面談→アセスメントシート作成→クロージングに

至る一連の流れについて、ワーク（２人１組）を行った。 

今回は、主に相談者または支援を受ける者にとってストレスと思う事柄に焦

点を当て、ヒアリングをしながらアセスメントシートを作成し、それを互いに

確認しながら共通理解を図っていくという手法について具体的に学んだが、こ

の手法は互いの共感を高める効果もあり、問題解決に向けた信頼関係の構築に

プラスの効果与えることを実感することができた。 

全２回の研修をとおして、子ども若者支援の基礎的な手法についての共通理

解を図ることができた。また、学んだ内容は現場で利活用できる実践的なもの

であることから、今後の相談支援業務へ落とし込みが期待される。 

 

（ｳ）第３回 

a 講習会の狙い 

「発達障害」とは何なのかを理解し、子どもと親（家族）を支援するための

手法や注意点等を学ぶ。 

b 担当者所見 

不登校・ニート・ひきこもり等の支援を行っていると、被支援者に対して

「発達障害の疑い」を感じることが多々ある。そのような場合、本人・家族に

対してどのように接していけば良いのか、そして支援を行っていけば良いのか

戸惑うことが多い。現場におけるそのような戸惑いを軽減するため、「子どもと

親を支援するためのメンタルヘルス講座」題し、２回に分けメンタルヘルスの

分野から考える相談・支援の手法について講習会を開催するに至った。 

第１回目となる今回は、主に「発達障害」の部分に重点をおいて講習を行っ

た。参加者の大半が教育関係者ということもあり、自身の接する児童生徒への

対応について、とても参考になったのではないかと思う。 

次回は、成人期以降の支援等に踏み込んだ内容を予定している。支援の継続

性や役割分担等、相互協力の観点から、支援に対する関係機関・団体の共通認

識や共通理解をさらに深めていきたい。 

 

（ｴ）第４回 

a 講習会の狙い 

「メンタルヘルス」とは何なのかを理解し、子どもと親（家族）を支援する

ための手法や注意点等を学ぶ。 
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b 担当者所見 

不登校・ニート・ひきこもり等の支援を行っていると、被支援者に対して

「発達障害の疑い」や「メンタル面で問題を抱えている可能性」を感じること

が多々ある。そのような場合、本人・家族に対してどのように接していけば良

いのか、そして支援を行っていけば良いのか戸惑うことが多い。現場における

そのような戸惑いを軽減するため、「子どもと親を支援するためのメンタルヘル

ス講座」と題し、２回に分けメンタルヘルスの分野から考える相談・支援の手

法について講習会を開催するに至った。 

第２回目となる今回は、主に「精神障害」の部分に重点をおいて講習を実

施。（幼少期を含め）成人期以降を中心に精神疾患の分類やそれぞれの特徴や接

する上での注意事項について実例を交えながら詳しく学ぶことが出来た。講習

時間の都合上、グループワークを実施することは出来なかったが、今後別の研

修機会を設けて実施を検討したい。 

 

ウ 視察 

回数 日程 視察先 

1 10 月 16 日 村上市（新潟県） 

（ｱ）第１回 

a 視察内容 

「メンタルヘルス」とは何なのかを理解し、子どもと親（家族）を支援する

ための手法や注意点等を学ぶ。 

（a）村上市概況説明 

（b）事業説明＜村上市福祉と保健＞ 

（c）意見交換 

  ・ 事前質問内容の回答 

・ 意見交換 

b 担当者所見 

村上市において設置している子ども・若者サポート会議は、同じ県内の三条

市をモデルにしていることもあり、部会の構成や要綱等類似点が多い。本市協

議会との大きな違いは、子ども・若者育成支援法に基づく「子ども・若者支援

地域協議会」と、児童福祉法に基づく「要保護児童対策協議会」、そして、既に

設置済みであった「若年者職業自立支援ネットワーク会議（商工観光課）」の３

つの協議会の機能を合わせ、効率的で一貫性のある組織体制となっている点に

ある。特徴的なのは、市の面積が広く移動等に時間要することから、代表者委

員会議・実務者委員会議・個別ケース会議の他に地区担当者会議（地区内のケ

ースに焦点をあて、議論や情報の共有を図っている）を開催しており、地域の

事情に合わせた独自の取り組みが行われいると感じた。 
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また、課題として関係機関・団体により取り組みに対しての温度差があると

話していたが、本市においても同様の課題を持っている。課題克服のために

も、協議会活動をとおして、広報周知や研修・情報共有等を実施するなど取り

組みを継続させていきたい。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度実施したスーパーバイズや講習会により、連携支援の重要性や多角的な支援の

必要性について関係者の理解を深めることができた。また、先進地視察において、関連

する協議会の統廃合（一元化）に向けた調査検討の必要性を痛感した。 

今後も定期的に講習会や研修等を実施することにより、協議会委員の共通理解やスキ

ルアップを図っていくほか、協議会の統廃合（一元化）に向けた調査検討を進めていき

たい。 
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