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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、子供・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。 

同法は、地方公共団体に対して、第 13条では、子ども・若者育成支援に関する相談に応

じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点である「子ども・若者総

合相談センター」（以下「子若センター」という。）としての機能を担う体制を確保する努力

義務を、また、第 19 条では、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、「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、それぞれ課している。 

平成 31 年３月末現在、子若センターを設置している地方公共団体は 90 か所（都道府県

20 か所、政令指定都市８か所、その他の市区町村 62 か所）、地域協議会を設置している地

方公共団体は 123 か所（都道府県 42 か所、政令指定都市 14か所、その他の市区町村 67 か

所）であり、更なる子若センターとしての機能を担う体制の確保や地域協議会の設置の促進、

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地域協議会及び子

若センター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」及び「子ども・若者総合相談センター強化推進事業（専門職員等派遣）」を実施し、

地域協議会及び子若センターの設置・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、各地域の実情に応じて、研修会、連絡会議、助言・指導、講習会の開催や先

進地域への視察、専門職員等の派遣を実施した。 
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Ⅱ 事業の概要 

(1) 基礎自治体職員等を対象とした研修会の開催 

市区町村の職員等を対象として、子供・若者支援に係る必要な研修会（以下「研修会」

という。）を各対象地域において開催する。 

 

(2) 都道府県・基礎自治体等の連絡会議の開催 

子供・若者支援に係る当該地域の今後の方向性等を共有し、都道府県・市区町村や支援

機関・団体等との連携を強化するための連絡会議（以下「連絡会議」という。）を各対象

地域において開催する。 

 

(3) 支援体制整備に係る助言・指導等 

計画的・効果的な施策推進のため、協議会やセンターを設置・活用し、困難を有する子

供・若者を各地域において切れ目なく伴走型で支援するための具体的な方策等について、

学識経験者等から継続的に助言・指導等（以下「助言・指導等」という。）を各対象地域

において得る。 

 

(4) 支援に携わる人材養成のための講習会の開催 

地域においてネットワークの実効性向上を図るため、支援機関・団体や地域において子

供・若者支援に携わる者等を対象として必要な情報の提供等を行う講習会（以下「講習会」

という。）を各対象地域において開催する。 

 

(5) 先進地域への視察 

本事業の参考に資するため、他の地域における子供・若者支援の体制や取組の状況を学

び、これらを活用するため、先進地域の視察（以下「視察」という。）を行う。 

 

(6) 専門職員等の派遣 

新たにセンター機能を担うこととなる相談機関に、当初の相談件数が多く、相談員も不

慣れな期間に、専門職員等を派遣する（子ども・若者総合相談センター強化推進事業（専

門職員等派遣））。 
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第２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 北海道 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 1 月 30 日(木) 令和元年度北海道困難

を有する子ども・若者

の支援連携研修会 

NPO 法人ジェルメ・まるしぇ 

理事長 新田 大志 氏 

NPO 法人レター・ポスト・フレン

ド相談ネットワーク 

代表 田中 敦 氏 

(ア)第１回 

a 研修会の狙い 

子ども・若者育成支援推進法第１９条第 1項に規定する市町村における「子ど

も・若者支援地域協議会」の設置を促進するため、設置に係る情報提供及び他市

町村担当者との情報交換を行う。 

b 担当者所見 

    ・参加者が少なかったが、子若協議会の設置の意義や講演を通じて子ども・若者へ

の支援の実際等が伝わったと感じている。 

    ・グループワークの時間配分が不足し、慌ただしさがあったため、今後は余裕を持

った時間配分を心がけたい。 

     

(2) 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 

  本道においては平成 23 年に道の協議会を設置、管下の自治体としては、札幌市、石

狩市及び帯広市の 3 市が設置したのみである。協議会という形式を取らなくても各種

相談機能が働いている自治体もあろうが、困難を有する若者問題に対して、意識はある

ものの、何から始めたらいいかわからない、という自治体もある。道の協議会も、広大

な面積を有しているため、実務者会議やケース検討会を開催する性格とはならず、形骸

化しているきらいがある。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   道内市町村において、既存の支援体制で既に対応できていると考えている市町村が

ある一方、具体の事例がなく対策も練っていないという市町村もある。協議会という形

式を取らずとも支援を必要としている子ども・若者に対して自治体でどのように組織

立てて機能させていくかといった情報を自治体として共有していく。 
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ウ 今年度の活動 

   平成 30 年度市町村にアンケートを実施したところ、「協議会や相談体制の先進事例」、

「相談の解決事例」などへの研修に多くの希望が集まったことから、ニーズに応じた情

報発信を行う。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・北海道子ども・若者支援地域協議会ホームページで相談機関を紹介 

 ・令和元年度「北海道子ども・若者支援地域協議会」を開催し、関係機関との情報交換を

行った（12 月 23 日(月)）。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

・協議会の必要性について、参加者に認識を深めてもらうことができた。 

・次年度以降、研修への参加が難しい自治体に対する、協議会設置の働きかけ方に工夫が

必要である。 
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 ２ 岩手県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 24 日(土) 発達障害とペアレント

トレーニング 

社会福祉法人新生会 みちのく

療育園 診療部長 

川村 みや子 氏 

2 9 月 7日(土) ～発達に特性のある子

どもたちとのすてきな

向き合い方～ 

「ペアレントトレーニ

ング体験講座 1」 

NPO 法人「紫波さぷり」 

代 表    細川 恵子 氏 

臨床心理士  樋渡 朗子 氏 

3 9 月 21 日(土) ～発達に特性のある子

どもたちとのすてきな

向き合い方～ 

「ペアレントトレーニ

ング体験講座 2」 

同上 

4 2 月 18 日(火) 講演「発達に特性のある

子どもたちの理解と支援

～健やかな育ちを支援す

る考え方と方法～」 

国立大学法人 東京学芸大学  

教職大学院教授 藤野 博 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

発達障害の子どもたちの「日常の困った！」に効果的といわれる子育て支援プロ

グラムの「ペアレントトレーニング」を取り上げ、現場で子どもたちに関わってい

る方々にとって少しでも子どもたちとの向き合い方の参考となるよう、その考え

方とトレーニングのポイントを体験できる講座を開催した。 

b 担当者所見 

参加者のアンケートから、具体的で分かりやすく、今後の参考になったとの声が

多く占めており、所期の目的は達成したと思われる。第 2回以降は、ペアレントト

レーニングを取り入れる体験型のセミナーとし、グループ分けを行い、各グループ

から交替でロールプレイに参加してセッションごとにグループワークを実施する

ことから、「発達障害とペアレントトレーニング」の概要について理解が図られた。 
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(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

第２回のセミナーでは、発達障害の子どもたちの「日常の困った！」に効果的と

言われる子育て支援プログラム「ペアレントトレーニング」を取り上げ、実際に子

どもたちと関わっている方々に、現場での子どもたちとの向き合い方の参考にな

るよう、その考え方とトレーニングのポイントを学び体験できる実践講座を開催

した。 

b 担当者所見 

     ペアレントトレーニングを取り入れる体験型のセミナーとし、グループ分けを

行い、各グループから交替でロールプレイに参加してセッションごとにグループ

ワークを実施した。 

参加者のアンケートから、ロールプレイを経て感じたこと・学んだことを実践

していきたい、今後の参考になったとの声が多く占めており、所期の目的は達成し

たと思われる。 

 

(ウ) 第３回 

a 研修会の狙い 

第３回のセミナーでは、第２回に引き続き、発達障害の子どもたちの「日常の困

った！」に効果的と言われる子育て支援プログラム「ペアレントトレーニング」を

取り上げ、実際に子どもたちと関わっておられる方々に、現場での子どもたちとの

向き合い方の参考になるよう、その考え方とトレーニングのポイントを学び体験

できる実践講座を開催した。 

b 担当者所見 

     第２回に引き続き、ペアレントトレーニングを取り入れる体験型のセミナーと

し、グループ分けを行い、各グループから交替でロールプレイに参加してセッショ

ンごとにグループワークを実施した。 

 参加者のアンケートから、ロールプレイを経て感じたこと・学んだことを実践し

ていきたい、今後の参考になったとの声が多く占めており、所期の目的は達成した

と思われる。 

 

(エ) 第 4回 

a 研修会の狙い 

今年度のまとめとして、具体的な事例に基づき、子供達との向き合い方や育て方

について実践的に学ぶ講演会を開催した。 

b 担当者所見 

     今年度のまとめ（4回目）として、具体的な事例に基づき、子ども達との向き合
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い方や育て方について学ぶ実践セミナーを実施した。 

参加者のアンケートから、講演を通じて感じたこと・学んだことを実践してい

きたい、今後の参考になったとの声が多く占めており、所期の目的は達成したと思

われる。 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 2日(金) 子どもへの虐待を生ま

ない地域をつくるため

に 

岩手県立大学社会福祉学部 

准教授 実方 由香 氏 

2 1 月 20 日(月) 模擬事例検討（１題） 

・事例説明 

・グループワーク（①課

題・背景、②支援方策） 

・講師コメント・質疑・

取りまとめ 

講師（コーディネーター） 

岩手大学人文社会科学部  

教授 山口 浩 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

本事業は、青少年活動交流センターに設置している「青少年なやみ相談室」（子

ども・若者総合相談センター）及び県内の相談関係機関の相談員等を対象とし、各

機関における相談事例や模擬事例への対応についての検討・意見交換会や、相談に

関わる専門的知識等を内容とするセミナーの開催等を行うこと通じて、相談担当

者の課題解決能力や相談スキルの向上及び相談機関相互の連携促進とネットワー

クの構築を図ることにより、青少年に関わる相談体制を充実強化させ、もって青少

年の健全育成に資するために実施するものであり、本年度第１回は相談に関わる

専門的知識を深めるため、「虐待」をテーマとする講演会を開催したものである。 

b 担当者所見 

講話については、基礎的な知識から支援制度の枠組みまで幅広くかつ分かりや

すい説明であったとともに、虐待の見極め方のポイントについて、写真や実際の事

例に基づいた具体的な説明があり、日々子ども達と関わっている参加者にとって

非常に有意義で参考になるセミナーになったものと思われる。アンケートの結果

も全般的に評価が高く、特に自由記載欄への記載が多く、記載者のほとんどが講演

内容に満足しており、今回のセミナーの目的を効果的に達成することができたも

のと思われる。 



  8 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

基本的な狙いは第１回と同様であるが、第２回は主催者作成の模擬事例を題材

に、その課題や背景及び支援方策について協議検討を行うことを通じ、相談員の相

談スキル（見立て、読みなど）の向上及び相談機関相互の連携促進とネットワーク

の構築を進めるため事例検討会を開催したものである。 

b 担当者所見 

今回は初めてグループワークを導入して事例検討を行った。見立てや読みなど

は比較的共通する部分も多かったが、それぞれの立場により違った視点もあった

ほか、各グループとも活発なディスカッションが行われ、協議結果の報告にはそれ

ぞれの特徴が出て、課題の理解や支援方策の立て方を多面的に学ぶことができた

ものと思われる。アンケートの結果も全般的に評価が高く、今回のセミナーの目的

を効果的に達成することができたものと判断される。 

 

エ スーパーバイズ 

  なし 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 10 月 24 日(木) 横浜市青少年相談センター 

（神奈川県横浜市南区浦舟町） 

(ア)第１回 

a 視察内容 

調査内容 

（1）組織体制等について（人員、職種、施設など） 

（2）業務内容等について（相談状況、相談業務と支援業務の在り方など） 

（3）相談員について（資格、経歴、研修の状況など） 

（4）その他 

・設立の経緯、職員の雇用形態、他機関との連携など 

b 担当者所見 

先進地における様々な取組にいては、今後の事業推進にあたり大変参考にな

るものであり、来年度以降の取組に活かしたい。 

 

カ 専門職員等派遣 

    なし 
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(2) 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 

  青少年育成の拠点施設として、平成 18年に青少年活動交流センター（委託先：公益

社団法人岩手県青少年育成県民会議）を設置し、健全育成を図る各種事業を展開してい

るが、家庭や地域の教育力の低下、情報メディアに起因したトラブル、有害情報の氾濫

等、青少年を取り巻く環境は依然として課題も多い。また、調査（心とからだの健康観

察）結果より、一定数の要サポート児童生徒の存在を把握している。学校不適応やニー

ト、ひきこもり等、困難を抱える青少年に対して継続的な切れ目のない支援が必要な状

況である。 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   関係機関等との連携のもと、子供・若者支援に係る取組を継続的且つ複合的に実施す

る。 

〇 情報メディア対応能力、発達障がい等、現代課題に対応した研修会・出前講座を

開催し、関係者の知識・スキルの向上を図ることにより、子供・若者への支援の

充実につなげる。 

〇 子供・若者支援に関する総合相談窓口をより有効に機能させる。 

〇 民間団体、関係機関と連携し、若年無業者（ニート）等への支援をより活性化さ

せる。 

ウ 今年度の活動 

 〇「子供・若者支援」に係る連続講座の実施 

〇 情報メディア対応能力に係る研修会の実施（県内 4箇所） 

〇 相談対応に係る事例検討会の実施 

〇 いわてステップアップ支援事業（若年無業者等を対象）の推進 

〇 子供・若者支援地域協議会（本県名称「岩手県子ども・若者自立支援ネットワー

ク会議」）の開催 

〇「いわて青少年育成プラン（2020～2024）」の策定 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

ア 協議会の役割 

 (ア) 県関係部局（機関）及び県内の各支援団体による連絡調整、情報交換を行い、

連携体制を構築することにより、本県における子ども・若者支援の取組の充実

を図る。 

 (イ) 会議を構成する機関が行う支援の充実を図るため、人材育成及び交流を目的

とした研修会等を実施する。 

イ 主な取組内容 

〇「岩手県子ども・若者自立支援ネットワーク会議」の開催 

〇 研修会等の実施 
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〇 関係機関リストの作成（※適宜更新） 

〇 子ども・若者支援に関する総合相談窓口の設置 

ウ 今後の課題 

市町村等を含めた広域支援ネットワークを構築し、県内各地域における子ども・

若者支援の取組の充実を図る。 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

・各研修会等において高い関心が寄せられ、参加者の満足度は高かったことがアンケー

ト調査から把握することができた。 

・子供・若者地域協議会に生活困窮自立支援機関を新たに加え、困難を有する子供・若

者に対するより包括的な支援のための連携強化を図った。 

・子供・若者支援地域協議会について、県内の市町村域での取組を推進するために、県

内市町村青少年行政主管課長会議や研修会等で、設置について働きかけを行いたい。 
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 ３ 茨城県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 22 日(金） ひきこもりの子

を持つ家族支援

について 

 

ＳＮＳを活用し

た相談事業につ

いて 

茨城県ひきこもり相談支援センター 

（一般社団法人アイネット理事長） 

浅沼 秀司 氏 

 

ＮＰＯ法人東京メンタルヘルススクエ

ア カウンセリングセンター長  

新行内 勝善 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

子ども・若者の現状や国や地域における子ども・若者支援施策に対する理解を深

め、地域の実情に応じた子ども・若者支援体制の構築を推進するため、市町村及び

関係機関向けに支援の具体例を紹介する研修会を実施する。 

b 担当者所見 

     子ども・若者に対する支援の動向を詳しく説明していただき、多様な背景を持つ

子供・若者の視点に立って支援を行なうことの必要性をあらためて感じた。 

・ひきこもり者の支援では、実際は家族全体を視野に入れた家族支援が重要であ

り、親が自分自身の人生を楽しむことができるようなサポートが理想であると

いう視点が新鮮だった。 

・SNS 相談については、メリットとして相談のハードルが低く、気軽に相談でき

ること、デメリットとして言葉の周辺の情報がないため本当のところが分から

ないことや、電話（面談）相談に比べて時間を要するということなど、大変参

考になった。 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

  なし 
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エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 １月 17 日(金) 子ども・若者支援地域協

議会における関係機関の

連携について 

ソーシャル・ナビゲーター 

ネットワーク 

代表 池田 幸也 氏 

(ア)第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     当協議会が重点を置く、「相談しやすい環境づくり」と「支援機関の連携強化」

に向けて、相談者の支援にあたっている相談機関が相互に顔の見える関係を築き、

より良い支援に繋げるため、実務者会議（関係機関連携会議）の中で実施した。 

b 担当者所見 

     相談者の支援にあたっている相談機関の多くからの参加があったこと、４名ご

とのグループワークということもあり、活発な情報交換がなされていた。相談者

の支援体制強化にあたり、相談機関が有機的な関係を築くことを第一目標に、今

後も関係機関連携会議を継続していきたい。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 9 月 26 日(土) 北九州市子ども若者応援センター「ＹＥＬＬ」 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

子ども・若者育成支援法に基づく支援地域協議会の有機的な運営を図るため、

協議会で丁寧な事例検討を実施するなど先進的な取組みを行っている北九州市

の実務者会議に参加するとともにアドバイスをいただいた。 

b 担当者所見 

・協議会の運営では、構成機関相互の顔の見える関係づくりを第一に考え、２か月

に１度、実務者会議を開催。構成機関の取組紹介や、ケース検討会を中心とした

構成になっている。出席者は、相談機関の現場のスタッフや責任者であり、会議

中に限らず、休憩時間にも活発な情報交換が行われている。さらには、担当者ご

との会議や、就労関係の三機関連携会議（サポステ，ワークプラザ，ハローワー

ク）等の個別会議も開かれており、市域レベルで設置していることの強みが感じ

られた。 

・事業の委託先である社会福祉法人北九州市福祉事業団は、市が設立した社会福祉

法人で、同市の児童福祉、障害福祉、高齢福祉関連の施設を多数運営している。

子若センターＹＥＬＬで提供する社会参加型プログラム活動は、同事業団の資

源を活用して実施できる点で自由度が高く、多岐にわたっている。 
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・ひきこもりや対人関係に不安を持つ者の相談支援においては、自立度の１０段階

レベルに応じて、支援機関をすみ分けている。各支援機関の担当する区分が明確

であることにより、例えば、ひきこもり者の支援についても、若者サポステに多

くの負荷がかかることなく、分散させながら継続的な支援が可能となっている。 

 

カ 専門職員等派遣 

    なし 

 

(2) 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 

【現在の状況】 

 ・平成 30 年度に，協議会において総合相談センターのあり方等について協議を行い、

相談機関同士が顔の見える関係を築き、相談者のへのより良い支援に繋げていくた

めの取組を重点的に進めることとした。 

【課題】 

 ・相談機関同士の連携体制（顔の見える関係）づくり。 

 ・市町村における地域の実情に応じた子ども・若者育成支援法に関する制度の周知・啓

発、取組の推進。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

  ・協議会構成機関による事例検討会（連携会議）等の実施。 

 ・市町村向けの包括的な研修会の開催と，協議会設置へ向けた働きかけ。 

  ・子ども・若者支援の体制づくりに取り組んでいる高萩市への支援。 

 

ウ 今年度の活動 

  ・協議会で丁寧な事例検討を実施するなど先進的な取組みを行っている北九州市の実

務者会議を視察し、その状況を参考に、相談機関同士の連携体制（顔の見える関係）

づくりのための事例検討会（連携会議）等を実施する。 

・支援機関ガイドブックの整備。 

  ・市町村向けの研修会を開催し、市町村の実情に応じた子ども・若者支援に関する情報

提供を実施する。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

① 代表者会議，実務者会議等での情報交換・意見交換等を通じた連携強化 

② 相談機関の相互理解のための「相談・支援機関ガイドブック」の作成・配布 

③ 市町村及び協議会構成機関向け「子ども・若者育成支援に関する研修会」の開催
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による啓発，取組の推進，情報提供 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

・当協議会が重点を置く，「相談しやすい環境づくり」と「支援機関の連携強化」に向け

て、ワークショップ形式の連携会議を開催したところ、活発な情報交換を行うことがで

き、構成機関相互の顔の見える関係づくりへの第一歩を踏み出すことができた。今後は

事例検討会や視察研修等を組み入れながら、本県の実情に応じた支援機関の連携強化

のための取り組みを重ねる。 
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 ４ 静岡県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 27 日(水) 講義 

「不登校、ひきこも

り、経済的困窮等、困

難を有する子供・若者    

 切れ目のない支援 

～『つながり・支え合

い』の地域の中で～」 

  

実践報告 

「困難を有する子供・

若者やその家族の支

援についての取組実

践 

 ～ひきこもり支援

の実践から～」 

    

意見・情報交換会 

「不登校、中退、ニー

ト、ひきこもり、経済

的困窮等、困難を有す

る子供、若者の切れ目

のない支援」をテーマ

にして、小人数のグル

ープに分かれ意見・情

報を交換 

NPO 法人ピアサポートネットしぶ

や 

理事長  相川 良子 氏 

 

 

 

 

 

認定 NPO 法人遠州精神保健福祉

をすすめる市民の会（E-JAN） 

相談員 鈴木 綾乃 氏 

 

 

 

 

研修会参加者（行政関係者，民

間支援団体関係者等） 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

関係機関・団体、地域と連携した子供・若者支援について先進的な取組を実践さ

れている県内外の講師を招聘し、ネットワークによる支援の重要性、ネットワーク

構築の具体的方法等を案内していただくことと併せて、関係機関・団体の意見・情

報交換を行うことをとおして、各市町において充実した支援が図られる契機とす

る。 
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b 担当者所見 

     〇講義 

地域住民が中心となって取り組んだ中高生の居場所作りが土台となってい

る「NPO 法人ピアサポートネットしぶや」の活動が、学校や教育委員会等の行

政機関にはじまり、地域の人々・企業・各種団体と次第に連携先が増えて拡充

していく経緯等を通して、途切れない支援のための「ゆるやかな」つながりの

重要性についてお話をいただいた。関係機関・団体が、それぞれの持ち味を生

かして役割分担をして協働する参画型のネットワーク、「ゆるやかな」つなが

りを目指すことで、多様な人々・団体・機関が関わることができ、その結果、

地域全体で、途切れない支援を行うことができるという御指摘から、地域を巻

き込むことの重要性やその連携方法への理解を深めることができた。 

また、法人の活動は、自律＝主体性の回復をゴールと設定して、対人関係を

解決しようとする力を持てるよう、ピアサポーターと呼ばれる支援員の配置

による、ひとり一人の不安や悩みに寄り添う支援を展開しているといった話

題等から、活動の目的を明確に持つことと、目的に向かう適切な手段をとるこ

との必要性をあらためて感じた。 

      

〇実践報告 

市と協働で「浜松市ひきこもり地域支援センター」の運営に携わるなど、困

難を抱える人の支援に取り組んでいる「認定ＮＰＯ法人遠州精神保健福祉を

すすめる市民の会（E-JAN）」に所属する講師は、「浜松市ひきこもり地域支援

センター」を構成する「ひきこもりサポートセンターこだま」の管理者を務め

られている。報告では、関係各所と連携して、支援をつないでいった取組事例

などを通して、本人がその人らしい生き方ができるように、それぞれの機関・

相談員が自分に何ができるかを考え、それぞれの機関がお互いを補うための

ネットワークが大切であるといったことなどを御指摘いただき、支援の目的

や支援ネットワークの在り方について考えを深めることができた。 

 

〇意見・情報交換会 

研修会のアンケートでは、「他機関・多職種の方々と話し合うことができ、

異なる視点で物事を考えることができた」「他地区の活動状況を知ることがで

き参考になった」といった感想があり、県・市町・民間団体の方々が、それぞ

れの取組や考えについて、情報交換していただくことで、今後の支援を考える

契機としていただけたと思う。 
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(2) 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 

  政令市を除く県内３３市町のうち、「子ども・若者支援地域協議会」の設置は５市に

とどまっている。協議会未設置の理由は、「人手の確保が困難」「事務局を決めるのが困

難」「予算の確保が困難」というものが多い。また義務教育段階とそれ以降の相談・支

援を行う取組はそれぞれあるものの、担当部署の違いから、連携した支援、切れ目のな

い支援が課題となっている市町は多いと考えられ、地域の実情を考慮しながら、各市町

での支援体制の充実に向けた取組を促す必要がある。 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   「困難を有する子供・若者支援のための合同相談会」の実施に合わせて、公的機関の

関係者と民間の支援関係者等の参加による情報交換会や交流会を開催することで、連

携した支援、切れ目のない支援の重要性を啓発するとともに、支援のつながり（ネット

ワーク）を作る具体的な機会を提供し、各市町における支援体制の整備を促す。 

ウ 今年度の活動 

  ・公的支援機関・民間支援団体等を紹介するリーフレット「ふじのくにｉ（アイ）マッ

プ」の改訂・配布 

・公的支援機関・民間支援団体がブースを設置して個別に相談に応じる「困難を有す

る子供・若者支援のための合同相談会」を県内４箇所で開催 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・年４回開催 

・構成機関の取組について情報共有 

・「ふじのくにｉ（アイ）マップ」の改訂、「困難を有する子供・若者支援のための合同

相談会」の開催について協議 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

 「困難を有する子供・若者支援のための合同相談会」の相談件数は増加傾向で、今年度

は過去最多となり、必要な支援とつながる機会を多くの方々に提供することができた。合

同相談会のブース設置団体関係者の研修・情報交換会を開催したことや、「子供・若者支援

地域ネットワーク強化推進事業」に係る研修会を開催したことで、支援関係者間の相互理

解・つながり（ネットワーク）を強化する契機となった。 

合同相談会や「ふじのくにｉ（アイ）マップ」の作成・配布等により、地域にある多様

な社会資源の一層の周知に努めるとともに、今後も、関係者間の連携・つながりを強化す

る機会を積極的に作っていくことが課題である。 
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 ５ 愛知県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 8日(木) （１）協議会設置ま

でのプロセスと民間

支援機関との連携に

ついて 

瀬戸市健康福祉部こども未来課

子育て総合支援センター 専門員 

保健師 松葉 啓子 氏 

（２）サポートステ

ーションの支援内

容、若者支援の必要

性、自治体との連携

について 

 

いちのみや若者サポートステー

ション 所長 

春日井若者サポートステーショ

ン 所長 

NPO 法人ワーカーズコープ 愛知

尾張地域福祉事業所 所長 

桑村 誠 氏 

（３）進行及び意見

交換 

 

 

 

NPO 法人育て上げネット プロジ

ェクトサポートオフィス コンサ

ルタント 

Co-Work-A.LLC 代表社員 

田中 成幸 氏 

2 

 

10 月 8 日(火) （１）「若者支援」を始

めよう！！（豊橋市子

ども・若者支援事業か

ら） 

 

豊橋市総務部情報企画課 課長補

佐 

元 豊橋市子ども・若者支援事業

担当（H22-H25） 

松井 清和 氏 

（２）連携する支援

～その子が幸せな人

生をつかむまで～ 

 

豊橋市こども若者総合相談支援

センター「ココエール」支援担当 

チーフ相談員 

一般社団法人東三河セーフティ

ネット 家族環境支援士 

上級心理カウンセラー 

横田 小百合 氏 
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（３）進行及び意見

交換 

 

 

NPO 法人育て上げネット プロジ

ェクトサポートオフィス コンサ

ルタント 

Co-Work-A.LLC 代表社員 

田中 成幸 氏 

3 

 

 

11 月 21 日(木) 団体運営における安

定のポイントと伴走

型支援静岡方式につ

いて 

NPO 法人青少年就労支援ネットワ

ーク静岡 理事長 

静岡県立大学 教授 

津富 宏 氏 

4 

 

 

 

 

 

１月 18 日(土) （１）非専門家であ

る地域の生活者も参

加して支える支援に

ついて 

札幌市若者支援総合センター 

館長 

松田 考 氏 

 

北九州市子ども・若者応援セン

ター「YELL」センター長 

村上 博志 氏 

（２）子ども・若者

の居場所づくりにつ

いて 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

子ども・若者の支援にあたる関係機関が、社会生活を営む上で困難を有する子ど

も・若者を連携して支援する地域ネットワークの必要性について理解を深めると

ともに、子ども・若者支援地域協議会の設置及び運営の参考となる具体的な事例を

共有することにより、地域支援ネットワークの形成を促進する。 

b 担当者所見 

   ・直近に協議会を設置した瀬戸市の担当者から、半年間という短期間で協議会設立

に至った経緯やノウハウ、役所内で理解を得るプロセス、市民の巻き込み方等に

ついて話を伺った。 

    ・瀬戸市において、雇用面から支援の中核となっている若者サポートステーション

（受託団体：ワーカーズコープ）から、支援内容や取組から見えてくる支援の必

要性、瀬戸市との連携等について説明してもらった。 

    ・講師の説明と意見交換により、瀬戸市が協議会を設立した具体事例を共有する貴

重な機会となった。予算や人員が少ない中で、相談集計や分析のデータを示しな

がら役所内の理解を得ていった実情や、事業のスクラップ&ビルドによる事務量

の負担軽減を図ったこと等、実務に役立つ話を伺うことができた。また、課長の

リーダーシップや担当者の熱意がスピーディな立ち上げを支える重要な要素で

あったことや、サポステとの連携・協力についての話も伺うことができ、事業の

円滑な立ち上げのポイントについて、深く学ぶことができた。 
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 (イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

子ども・若者の支援にあたる関係機関が、社会生活を営む上で困難を有する子ど

も・若者を連携して支援する地域ネットワークの必要性について理解を深めると

ともに、「子ども・若者支援地域協議会」及び「子ども・若者総合相談センター」

の設置及び運営の参考となる具体的な事例を共有することにより、地域支援ネッ

トワークの形成を促進する。 

 

b 担当者所見 

   ・県内で最も早く協議会を立ち上げた豊橋市において、協議会及び「子ども・若者

総合相談センター」設置当時の担当者から、設立に至った経緯や、運営上の工夫、

連携の必要性・重要性やそのノウハウ等について話を伺った。 

    ・また、豊橋市子ども・若者総合相談支援センターにおいて、設置当時の市直営時

代から委託に至った現在まで、一貫して相談や支援に携わっている相談員から、

具体的な事例紹介を通じて支援内容や関係機関・団体との連携内容等について

説明してもらった。 

    ・講師の説明と意見交換により、豊橋市が協議会及び「子ども・若者総合相談セン

ター」を設立・運営する具体事例を共有する貴重な機会となった。協議会を形骸

化させないためのノウハウを始め、教員ＯＢ１名体制で相談窓口をスタートさせ

たところから、訪問・同行支援や体験講座・学習会の実施等、相談を入口として

様々な支援を行う委託へと発展した現在に至るまでの経験と実績に基づく話を

伺い、安定的な運営のポイントや関係機関・団体との連携、支援の実情等につい

て、深く学ぶことができた。 

 

 (ウ) 第３回 

a 研修会の狙い 

子ども･若者支援ネットワークの重要な担い手となる民間支援団体と、関係行政

機関が一堂に会する研修会を開催し、団体と行政、団体と団体が連携して行う伴走

型支援について学ぶ機会とし、相互理解・相互連携による支援を推進する。 

 

b 担当者所見 

   ・市民ボランティアを重要な担い手と位置づけて活動する NPO 法人の代表者であ

り、かつ大学で教鞭をとる講師から、伴走型支援のあり方や理論について話を伺

った。あわせて、団体運営が安定するポイントや、行政と連携するメリット・心

がけていること等について話を伺った。 

・市民ボランティアが支える伴走型支援に関する説明を通じ、地域全体で支えるネ
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ットワークの必要性について理解を深めることができた。 

特に、団体には、運営上の参考にしてもらうとともに、行政や他団体との連携

について考えてもらう機会となった。一方、行政には、支援ネットワーク形成に

おいて、地域連携における市民の役割に対する気づきが得られるとともに、団体

が行う支援内容や見方等を理解する貴重な機会となった。 

 

 (エ) 第４回 

a 研修会の狙い 

地域で連携して子ども・若者支援に取り組んでいる、全国の先進的な事例を学び、

支援ネットワークの必要性について理解促進を図るとともに、個別支援の手法を

学びながら、参加者同士が意見交換を通じた交流を図る場とする。 

 

b 担当者所見 

    ・札幌市においては、非専門家・生活者である日常家が支援に参加している事例と

して、日帰り里親による「いとこんち」の取組紹介があった。また、居場所につ

いては、居場所をどう捉えるか、何でもありとするのか、否定されない中の最低

限の習慣を身につける場とするのか、社会性をしっかり身につける場とするのか

等、それぞれが考え、揺れ動きながらも芯に据えるものをどこに置くのかを考え

る重要性について説明があった。さらには、困難を抱える子ども・若者だけでな

く、すべての子ども・若者にとって居場所は必要であることから、居場所に対す

る民意を高めていく必要性について等、示唆に富んだ講義があった。 

    ・北九州市においては、同じ建物内に、子ども・若者支援を行う団体や機関が同居

していることもあり、日々日常的に他機関等と相互連携を図りながら支援を行っ

ている実態や、非専門家が行う様々な体験活動等の紹介があった。居場所につい

ては、仕様書上は居場所機能がないものの、可能な限り開放している待合スペー

スや会議スペースが、集まってくる若者の居場所となっていること等について説

明があった。 

・参加者から、居心地が良すぎて居着いてしまうことはないか、常連が雰囲気を作

ってしまうことで排他的になってしまうことはないか等の質問があり、居場所

の在り方について、議論を深めることができた。加えて、ワールドカフェ方式に

よるワークショップを行い、居場所づくりについての意見交換を行い、知見を得

る貴重な機会になったとともに、交流の場として、それぞれが今後に繋がる関係

性を構築する場になった。 
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イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 11 月 21 日(木) 行政と民間支援団体等の連携による子ども・若者支援に

ついて 

(ア) 第１回 

a 連絡会議の狙い 

子ども・若者支援の重要な担い手となる民間支援団体と、関係行政機関が一堂に

会する連絡会議を開催し、県が実施した民間支援団体調査結果の概要を報告する

とともに、知多市における連携モデルを紹介し、相互理解・相互連携による支援ネ

ットワークの形成促進を図る。 

b 担当者所見 

  県が実施した民間支援団体調査によって得られた、団体が行政と連携する上で

の課題や課題解決に向けたヒントを始め、団体運営上の課題等について情報共有

することができた。また、知多市の連携モデルについて事例発表を行ったことで、

連携のあり方についての方向性を共有することができた。 

 

ウ 講習会 

   なし 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 6 日(水) 「子ども・若者支援

地域協議会」及び

「子ども・若者総合

相談センター」設置

に向けて 

NPO 法人育て上げネット プロジ

ェクトサポートオフィス コンサ

ルタント 

Co-Work-A.LLC 代表社員 

田中 成幸 氏 

 

2 11 月 21 日(木) 

 

 

 

行政と民間支援団体

等の連携による子ど

も・若者支援につい

て 

同上 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     「子ども・若者支援地域協議会」及び「子ども・若者総合相談センター」設置に

向け、検討を始めている市に対し、関係各課担当者の打ち合わせ会議へスーパーバ

イザーを派遣し、講義及び助言を行う。 
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設置の必要性に対する理解促進と意思統一を図るとともに、設置前に準備・検討

しておくこと等を整理する。 

b 担当者所見 

     子ども・若者支援に携わる関係各課が、連携・協力して取り組むことの必要性に

ついて、理解を深めていただく機会となり、令和 2年度中の設置を目指し、具体的

な検討に入るための足並みを揃える一助となった。 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     子ども・若者支援ネットワーク形成促進のための担い手連絡会議にスーパーバ

イザーを派遣し、支援の重要な担い手となる民間支援団体と行政が連携して進め

る支援のあり方について指導・助言してもらい、相互理解・相互連携による支援ネ

ットワークの形成促進を図る。 

b 担当者所見 

     知多市における行政と団体の連携モデルと、県が実施した民間支援団体調査結

果等を材料とし、「行政と民間支援団体等の連携による子ども・若者支援について」

をテーマにした意見交換を行うことで、地域連携のあり方や支援ネットワークづ

くりの必要性等について深掘りすることができた。スーパーバイザーから、継続的

に指導・助言を受けることにより、関係行政機関における理解の浸透が期待できる

ものとなった。 

 

(2) 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、住民にとって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。 

  ・昨年度に引き続き、今年度にも２つの協議会が新たに設置されたところである。 

  ・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    

  ・協議会未設置市町村に対しては、地域における子ども・若者支援の課題検討、社会

資源の情報共有等により、県及び近隣市町村同士の関係強化を図るとともに、協議

会の設置に向けた意識醸成を図る。また、既設置協議会の支援体制や設置経緯等を

未設置市町村へ情報提供することにより、協議会設置のモデルを示す。 

・協議会を既に設置している市を対象として、学校や民間支援団体との連携、協議

会運営の充実化等の情報交換を目的とした連絡会議を開催することにより、各市

協議会の円滑な運営を図る。 
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ウ 今年度の活動 

   ・県内における子ども・若者支援の現状と課題を把握するため、民間支援団体に対し

てヒアリング調査を実施するとともに、団体運営上の課題解決に向けた研修会等を

実施する。 

・協議会を設置していない市町村を対象として、協議会設置に向けての課題等につ

いてアンケート調査を実施する。 

 

(3)  協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

なし 

 

(4)  今年度の取組の成果と今後の課題 

・協議会設置に向けて検討している市に対し、スーパーバイザーによる指導・助言の機

会を提供することにより、検討を前進させる一助とすることができた。また、研修会

及び連絡会議では、いずれも多数の参加を得ることができ、支援ネットワークの必要

性に関する気運の醸成を図ることができた。 

・愛知県においては、昨年度に引き続き、今年度にも新たに２つの協議会が設置された。

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。 

・研修会や連絡会議等を継続的に実施し、県内全体の気運の醸成を図りながら、個別・

地域別等、市町村に対するきめ細かな説明機会を設けることで、支援ネットワークの

機能強化と整備促進を一層図る必要がある。 
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 ６ 滋賀県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 
1 8 月 20 日(火) 市町が協議会を立ち上

げるうえでのポイント 
立命館大学産業社会学部 

教授 山本 耕平 氏 
滋賀県立大学人間文化学部 

准教授 原 未来 氏 
2 11 月 28 日(木) 困難を有する子ども・

若者への支援のあり方

を考える～子ども・若

者支援地域協議会の役

割～ 

立命館大学産業社会学部 

教授 山本 耕平 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

滋賀県では、市町における子ども・若者支援地域協議会の設置をすすめているが、

現状は 19市町中の 4市にとどまっている。中には担当者レベルで子若協議会の設

置に関心を示す市町や、生活困窮や発達障害などの特定分野で支援ネットワーク

を持つ市があるものの、財源や人材の確保が壁となり、設置に至っていない。 

そのような中で現在子若協議会を設置済みの４市から、子若協議会設置の経緯、

運営方法などの現状、予算や人員、相談事例等を紹介してもらい、協議会設置に係

る事例研究を通して学ぶことで、市町単位の協議会設置に向けたヒントを得るこ

とを狙いとした。 

b 担当者所見 
     既設の４市事例紹介を受けてのグループ討議では、1 グループ６人程度に分かれ、

「協議会設置を推進するうえで、自分の市町の現状課題は何か」をテーマに話をし

た。その結果、どのグル―プでも共通して挙げられた課題として、予算の問題が挙

がった。また、その予算を確保する前提として、そもそも子ども・若者支援地域協

議会としての実績を提示することが難しく、必要事業として認めてもらいにくい

という意見が多く聞かれた。 
     他にも、体制整備についての課題から、マンパワー不足、関係機関調整の大変さ

など様々な意見が挙げられ、グループワークの議論が活発であった。個々に協議会

としての活動に積極的な気持ちはあるが、制度的になかなか実行に移すのが難し

いと感じていることが伺えた。 
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(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

     「困難を有する子ども・若者への支援の有り方を考える」と題して講義を聞いて

もらい、各市町担当者および支援機関関係者に子ども・若者支援地域協議会の必要

性を再認識してもらうとともに、相談支援に携わる職員同士で振り返りを行い、情

報共有を通じて支援に関する新しい知見の獲得につなげる。 

b 担当者所見 
     講師の講習のあと、グループに分かれ、各地域で深刻化した事例を出し合い、な

ぜ深刻化したのか、そのときの地域連携について見直し、より良い地域連携のため

にどうすればいいかを話し合った。各グループで、それぞれの担当者が現在悩んで

いるケースや状況について活発に議論がなされた。結果、どのグループにも共通し

て、学齢期～若者年代にかけての一貫した支援と、地域におけるケースの把握の必

要性が課題として挙がった。課題に関して、どのような支援が必要かを見立てるた

めの関係機関連携と、当事者・家族の支援希求性を高めるために、“生きていくこ

とが権利である”ことを積極的に伝える地域づくりの必要性を改めて確認する場

となった。 
  
 
イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 
1 2 月 12 日(水) 子ども・若者支援地域協議会設置の現状と支援について 
(ア) 第１回 

a 連絡会議の狙い 

県内の市町における協議会・総合相談窓口の設置は４市に留まっており、設置拡

充に向けた働きかけが必要である。また、既設置市町に対する取り組み支援にも力

を入れていく必要性が認められる。 

そこで、各分野からの代表者が参加する会議の場において、今年度の取組から考

えられる成果と課題、市町からの事例発表を通じて浮上した問題点等について情

報共有し、来年度以降における市町への支援方策について検討することを目的と

した。 

b 担当者所見 

  子若協議会／総合相談窓口の設置につき、いくつかの未設置自治体から、設置を

検討しているという報告を受けているが、以後設置に向けて引き続き既設置自治

体と協力しながら、立ち上げに向けた支援を行っていく必要がある。 
  協議会の活動に関しても、多分野から様々な意見が挙がった。市町の体制充実を

支援していくうえで、県協議会においても支援体制を整えておくことは重要と考
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える。建設的な意見の他、問題点も浮かび上がり、対象の支援については、喫緊の

社会問題として広く捉えられていると理解した。他の会議や研修の場においても、

情勢の報告、問題提起の必要性を感じ、有意義な会議であった。 
 

 
ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 
1 1 月 24 日(金) 子ども・若者支援で、

今、何をするのか？ 
岐阜大学地域科学部 
准教授 南出 吉祥 氏 

2 2 月 7日(金) LD 等にみられる読み書

き障害の基礎理解と教

育的支援について 

・大阪教育大学 名誉教授 

・大阪医科大学 LDセンター 

顧問 

竹田 契一 氏 

3 2 月 26 日(水) 自分の性に向き合える

大人になる～支える大

人は、多様なセクシャ

リティに向き合えてい

るか～ 

明治大学文学部心理社会学科臨床

心理学専攻 
准教授 佐々木 掌子 氏 

(ア) 第１回 
a 講習会の狙い 

子ども・若者支援を普及するにあたって、多様な生きづらさの背景を抱えた子ど

も・若者に対して、どのような地域的なサポートが求められているかということ、そ

の中でも特に、行政的なサービスだけではなくインフォーマルな地域のサポートが

可能であること、必要であることを知ってもらうことで、子ども・若者支援の充実を

図ることを目的とした。 

b 担当者所見 

今回の講義では、子ども・若者支援においては、「支援」という考え方ではなく、

「協同」という考え方をしていくという、子ども・若者支援の基本的な考え方につい

て学ぶことが出来た。問題を、「人」と認識するのではなく、「人と社会の間」と認識

することで、地域で必要なサポートや、当事者たちへの関わり方が自然と見えてくる

と感じた。現場で子ども・若者支援に従事している方や地域住民にとっては、子ども・

若者支援とは何かを考える一つのヒントになったのではないかと感じた。 
 

(イ) 第２回 
a 講習会の狙い 

発達障害の中でも、学習障害は周りに気づかれにくく、支援されないまま困り感を
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抱えて大人になることが多く、学習面におけるつまずきは、社会適応に大きな影響を

与え、当センターの相談においても、学習障害が背景にあることが疑われる相談が見

られる。不登校やひきこもりをはじめとする不適応の防止には、早期からの理解と介

入が求められるため、どのように学習障害を見立てていくかを、教育現場だけでなく

広く地域住民に知ってもらうことを目的とした。 

b 担当者所見 

3 回の中でも、参加者が最も多く、関心の高い分野であることが分かった。講義で

は、具体的な事例を挙げて、学習障害の理解について説明をしていただくことで、普

段関わっている児童・生徒をイメージして講義を聞いてもらうことが出来たように

感じる。また、地域住民だけでなく、支援者も正しい知識と見立てていくスキルを身

につけていく必要があると再認識できた講義となった。 
 

(ウ) 第３回 
a 講習会の狙い 

性の多様性については、社会的にも関心が高まっている分野であるが、実際に当事

者を目の前にしたときに、どのように関わればよいか悩む声は多く聞かれる。今回は、

特に傷つきやすく揺らぎやすい思春期年代の性の課題に関して、どのように理解し

てサポートするかということを、広く周知することを目的とした。 

b 担当者所見 

    性に関する基礎的な知識と、どのように理解しサポートするかについて、「性同一

性」「性的指向」「性役割」の視点から考えることを学ぶことで、サポートの方向性を

整理しやすくなったと思われる。また、サポートについて、本人を変えるのではなく

環境を変えるという視点を持つことや、多様な性について身近なものであると周り

の大人が認識するということを、今回の講義に参加した人が、周囲の大人にも伝えて

いってもらうことで、より本人たちが過ごしやすい社会になるのではないかと感じ

た。 

 
エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 
1 12 月 4 日(水) 支援者の役割分担につ

いて 

立命館大学産業社会学部 

教授 山本 耕平 氏 

(ア) 第１回 
a スーパーバイズの狙い 

    中学校と教育相談センター、市の子ども・若者相談窓口、県立精神保健福祉センタ

ーが主に支援を担当しているケースについて、父が不安になり、担当窓口以外の相談

機関や医療にも、不登校の娘についての相談、自分の思いの吐露、現状の支援に対す
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る不満を漏らすなどを繰り返している。本人へのアプローチとして家庭訪問と父の

相談を継続しているが、父の要望に応えようとすると、市の窓口間でも役割分担が混

乱し、関係機関の役割分担と支援方針の整理が必要と判断したため、ケース会議にお

いて SV を実施した。 

b 担当者所見 
    ケース会議を定期的に実施しているケースであったが、新たにスーパーバイザー

の見立てと、ケースワークの視点を取り入れることで、区切りとなる中学卒業後の継

続支援に向けて、支援の役割分担が整理されたように感じる。本人と父の見立てを改

めて行うことで、どのような機関と連携しておくべきかや、父も交えたケース会議を

実施していくなど、これまでとは違った支援方針を立てることが出来たため、SV の

目的が達成されたように感じる。 
 
オ 視察 

回数 日程 視察先 
1 1 月 10 日(金) 創-HAJIME-café（社会福祉法人 一麦会） 

(ア) 第１回 
a 視察内容 
ひきこもり、子ども・若者支援のための居場所としての取り組みについて、ヒ

アリングを行った。 
11:00～12:00 同法人のポズック楽団の練習見学とテレビ朝日の取材 VTR の

視聴 

12:00～13:00 創 caféの食事をいただく 

13:00～14:00 創 caféの設立や現状について 

14:00～15:00 同法人の「ゆめ・やりたいこと実現センター」（文部科学省 障

害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究）に

ついて 

b 担当者所見 

創 café は、居場所としてだけではなく、就労継続支援としての機能も持ってい

るが、そのどちらともが地域の中で、子ども・若者支援として幅広く機能している

仕組みがあった。また、創 café の場所を使って、障害者の生涯学習も国の研究事業

で行っており、地域の中で多様な人が、それぞれの目的で自分の居場所として創

café を利用できる仕組みとなっていた。また、少し離れた場所に、ハートフルステ

ーション創（より個別の居場所）があることで、本人たちのニーズに合わせて、流

動的に活動の幅を広げたり、しんどくなったら制限したりができる利点を感じた。

このように、多様な機能を果たしている場所だからこそ、障害のあるなしに関わら

ず、その人らしさを受け入れてもらえること、自分の思いを表現すること、これま
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で経験できなかったことを改めて経験していくこと等、自立に向けての生活、精神

的な活動を安心して行える場であるように感じた。 
居場所の機能、形態としては多種多様なものがあると思われるが、創 caféのよう

に、カフェという形で、支援者-被支援者の枠組みを超えて、幅広い子ども・若者が

安心して、自分らしさを発揮しながら活動できたり、過ごしたり出来る場が求められ

ていると、改めて実感した。 

 

(2) 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

上げてきた。しかし、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

断したり、１つの支援機関でケースを抱え込んでしまう状況が散見されるという課題

がある。生きづらさを抱えた子ども・若者の発達を社会で支える仕組みや、切れ目の

ない支援体制づくりが望まれている中で、市町における子ども・若者支援地域協議会

の設置は依然として 19市町中の 4市にとどまっている。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

  ① 子若協議会・総合相談窓口が未設置の市町について、子若協議会の調整機関となり

うる機関の発掘、または子若協議会に代わる既存の支援体制の有無を把握する。 

② 県と地域の支援機関がともに事例検討を行うことを通じて、個別的アセスメントと

支援のプランニングについて地域の支援の質的充実を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

① 研修会を通して子若協議会・総合相談窓口による支援事例を紹介し、子若協議会   

の実践の強みをＰＲした。 

② 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、個別ケー  

ス会議の開催や地域事例検討会の実施により、地域の人材育成への貢献を目指した。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

研修会を通して各子若協議会設置市町の設置概要、支援事例を紹介し、協議会の実

践の強みを PRしてもらうことで、協議会設置のメリットや、立ち上げまでの課題を

整理し、未設置市町への働きかけに注力している。 

また、県の各実務者会議に地域の支援機関が参加し、ともに事例検討を行うことを

通じて、各ケースの支援の参考としてもらい、支援の質的充実を図っている。 
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(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 
研修会において、子若の特徴である幅広い年齢層を対象とした支援が、18 歳以降も

当事者と関わりを持ち続けることを可能にすること、また問題は当事者だけでなく家

族も抱えていることが多いため、分野を超えた支援ネットワークを活用して当事者の

世帯全体への支援も行っていける可能性を秘めていることを事例を通して研究し、協

議会および総合相談窓口の設置の意義を再確認することができた。そのうえで、子若協

議会設置市町の設置概要、支援事例を紹介し、各市町担当者より協議会の実践の強みを

PR してもらったことで、新たに県内 2 市が、来年度もしくは令和 3 年度における子若

協議会／総合相談窓口を検討することとなり、地域における支援体制が拡充される見

込みである。 

その一方で、既設置市町から話を聞く中で浮かびあがってきた課題として、各市町が

総合相談窓口の運営予算の確保に難航していることがある。特に子ども・若者の問題に

関しては、単年度ですぐに成果の出るものではなく、数年に渡って少しずつ当事者に変

化が現われるという性格を持つものが多くある一方で、相談者数などの単年度での数

値指標をもって自治体内で費用対効果が判断されるため、予算がつきにくいのが現状

である。それに伴い、会議にかける時間の縮小、関係機関調整の大変さ、マンパワー不

足などが今年度実務者会議の中で課題として挙げられた。 

そのような中で、県子若協議会はこれまで、市町への協議会設置支援に注力してきた

ところであるが、来年度以降、未設置の市町に対する体制充実支援はもちろんのこと、

SV 派遣などの活動を通して、設置後における地域の支援体制充実を支援し、市町にお

ける支援体制を充実させるためにも、さらに滋賀県子ども・若者支援地域協議会の連携

強化と活動の充実を図り、県に寄せられた相談に対するケース検討会議を行うなど、県

協議会においても充実した支援体制を整えておくことが、重要であると考える。 
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 ７ 大阪府 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 13 日(火) 

8 月 16 日(金) 

子ども・若者にとっ

て必要な居場所は？ 

特定非営利活動法人沖縄青少年

援助センターちゅらゆい  

代表理事 金城 隆一 氏 

2 12 月 25 日(水) 

（茨木市） 

保健・学校・福祉と

要対協の効率的連携

を考える 

関西大学臨床心理専門職大学院 

教授 石田 陽彦 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

複雑・多様化する青少年が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。そのため、民間団体の取組の

共有や先行でネットワークを構築している市の取組や課題の共有を通じ、民間団

体と市町村の相互連携を促進し、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を図るため意見交換会を実施する。 

b 担当者所見 

今回の意見交換会において、アンケート結果では、「様々な立場の方の意見が聞

けて良かった」「居場所の必要性を再認識した」という回答が多かった。そのこと

からも、狙いの１つであるネットワーク構築のきっかけにつながったと考える。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

奈良県葛城市の取組を通じて、気になる家庭や子ども・若者を支援移行しながら

効率よく支援していく方法を考える。 

b 担当者所見 

     開催市（茨木市）以外からも多くの方に参加していただけた。改めて、茨木市の

居場所事業「ユースプラザ」の方向性が確認できた。今後も、支援に関する講習会

には学校現場の先生にご参加いただき、地域や福祉部局との連携のメリットを知

っていただければと思う。 

 

イ 連絡会議 

なし 
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ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 10 日(土) 女性のひきこもり当事

者への支援（吹田市） 

一般社団法人ひきこもり UX 会議 

代表理事 林  恭子 氏 

理事   室井 舞花 氏 

2 9 月 17 日(火) 女性のひきこもり当事

者への支援（豊中市） 

一般社団法人ひきこもり UX 会議 

代表理事 林  恭子 氏 

代表理事 恩田 夏絵 氏 

3 10 月 5 日(土) 女性のひきこもり当事

者への支援（枚方市） 

一般社団法人ひきこもり UX 会議 

理事   室井 舞花 氏 

スタッフ 池尾 彩音 氏 

4 11 月 8 日(金) 女性のひきこもり当事

者への支援（大阪市） 

一般社団法人ひきこもり UX 会議 

代表理事 恩田 夏絵 氏 

スタッフ 池尾 彩音 氏 

5 12 月７日(土) 女性のひきこもり当事

者への支援（能勢町） 

一般社団法人ひきこもり UX 会議 

理事   室井 舞花 氏 

スタッフ 池尾 彩音 氏 

6 １月 19 日(日) 女性のひきこもり当事

者への支援（茨木市） 

一般社団法人ひきこもり UX 会議 

代表理事 林  恭子 氏 

スタッフ 池尾 彩音 氏 

7 9 月 16 日(月) ナラティブコミュニテ

ィを学ぶ～当事者活動

応援プログラムⅠ～  

居場所の担い手  

ワークショップ① 

特定非営利活動法人ウィークタイ 

代表理事 泉 翔 氏 

市民団体 Re Design For Men 

代表 西井 開 氏 

8 10 月 16日(木) 若者支援実践研修 特定非営利活動法人沖縄青少年

援助センターちゅらゆい  

代表理事 金城 隆一 氏 

Kukulu 統括 安次富 亮伍 氏 

9 10 月 27日(日) ナラティブコミュニテ

ィを学ぶ～当事者活動

応援プログラムⅡ～ 

キレる女、田房永子ｖｓ

ひきこもり、泉翔 

漫画家 田房 永子 氏 

特定非営利活動法人ウィークタイ 

代表理事 泉 翔 氏 

10 12 月 7 日(土) 「当事者活動を学ぶ」 

～当事者研究について

～ 

 

特定非営利活動法人ウィークタイ 

代表理事 泉 翔 氏 

東京大学先端科学技術センター 

熊谷 晋一朗 氏 

11 12 月 22日(日) ナラティブコミュニテ

ィを学ぶ～当事者活動

応援プログラム～第4回

目 

特定非営利活動法人ウィークタイ 

代表理事 泉 翔 氏 

市民団体 Re Design For Men 

代表 西井 開 氏 
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居場所の担い手 

ワークショップ② 

12 １月 12 日(日) ナラティブコミュニテ

ィを学ぶ～当事者活動

応援プログラム～第 5

回目  

とよなか居場所フェス

タ 

同上 

13 １月 20 日(月) 茨木市子ども・若者支

援フォーラム 

日本福祉大学  

名誉教授 竹中 哲夫 氏 

(ア) 第１回～第６回 

a 講習会の狙い 

現在課題となっている家族の気持ちに寄り添い、一緒に考えていくことができ

るきっかけの「居場所」づくりに向けて、困難を有する若者支援を先進的に実施し

ている吹田市他５市区町と協力し、当事者及び支援者を対象とした自助会立上げ

支援を目的とした「ひきこもり女子会 in OSAKA６都市」を実施する。 

b 担当者所見 

第１回：（吹田市） 

吹田市内外から、参加があり、ひきこもり当事者が外に出るきっかけとなりま

した。当事者同士が生きづらさを話すことで１人ではないと思える場となりま

した。 

第２回：（豊中市） 

      全参加者のうち約 3割が豊中市在住者でした。この数字はかつて、豊中市で行

った同講習会の中で最も多い数字です。府内 6市で開催することで、告知期間も

長く、より多くの方に情報を届けることができ、安心して参加できたのではない

かと思いました。初めは少し緊張した面持ちだった参加者が、講習会が終わるこ

ろには、表情が豊かになり、笑みがこぼれたりする様子を見て、生きづらさを共

有できる場があることで、当事者同士がお互いにエンパワメントするのを実感

しました。 

第３回：（枚方市） 

初めて参加された方が約６割、一方で、第１回・第２回に参加されていた方も

おられました。６か所で開催することで、行きたくても行けなかった方にはまた

次のチャンスがあり、「また行きたい」と感じた方は体験を積み重ねることがで

きるという、継続性の良さを実感しました。 

第４回：（大阪市平野区） 

大阪府南部での初の女子会開催で、第 1 回から第 3 回までの今までと違う地

域からの参加者が多数見受けられました。また、役所の建物内で実施したことに
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より、不特定多数の人がおられたことから、会場に来るのにかなり緊張されてい

る方もいたので、実施場所については、配慮が必要であると思われました。 

しかし、連続開催していることから、リピーターも数人おられたので、場の緊

張感がすこしほぐれ、最後にはみなさん笑顔で帰られたのが印象的であるとと

もに、このような居場所を連続で定期的に開催することの意義・大事さを感じま

した。 

第５回：（能勢町） 

能勢町では初めての開催であり、来場者の多数が初参加でした。参加された方

が来場時よりも明るい表情で帰られる姿が見られ、当事者同士が話せる機会を

設けることの重要性について実感することができました。 

第６回：（茨木市） 

茨木市では初めての開催であり、50 名の方にご参加いただけました。一番最

後の開催地ということもあり、参加者の方も場の空気に慣れておられたのか、多

数参加されていたにも関わらず始終和やかな雰囲気で開催することができまし

た。 

 

(イ) 第７回 

a 講習会の狙い 

当事者活動は相談窓口につながっていない要支援者の発見や、生きづらさを有

する若者同士のピアサポートによるエンパワメントの場として有益であるため、

当事者活動の立ち上げや運営上の課題を感じている当事者を対象に 5 回連続での

サポートプロクラムを提供することで当事者活動の活性化を図る。また、当事者活

動に興味があるが、参加できていない人に対して当事者活動を知ってもらう機会

を提供する。 

b 担当者所見 

近隣市や他府県などからも参加があり、対話を通じた場作りへの関心の高まり

を実感しました。講師や参加者の体験談を通じて、運営上で起こる課題と解決に向

けた考え方について、相互に学ぶことができました。 

後半では、伝統的な自助会の作法で全員参加型ミーティングを体験し、今まで当

事者活動に参加したことがある方もそうでない方も、当事者活動についてより深

く知る機会になったと思います。 

     

(ウ) 第８回 

a 講習会の狙い 

多様で複合的な困難を有する若者支援にあたっては、個々の状況をふまえた多 

様な支援プログラムが必要ですが、その実現に向けては専門の支援機関だけでは
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なく、若者を地域全体で支える仕組みが必要であり、その担い手の育成が必要不可

欠です。本講習会では、若者支援に携わるうえで必要となる困難を有する若者の現

状理解や、若者と向き合う際の基本的な知識やスキルの習得をめざします。 

 

b 担当者所見 

     豊中市の若者支援総合相談窓口における相談支援の現状説明のあと、講師から

沖縄における困難を有する若者の実態について説明頂きました。不登校やひきこ

もり、非行等は現時点の状況であって、その背景にある本人の特性や家庭の状況、

周囲との関係性等を把握し、若者に寄り添う姿勢が最も重要であることを伝えて

頂きました。 

     後半は、若者との接し方について理論や講師の実践事例の紹介に加え、グループ

ワークを行い、若者の主訴や興味・関心事を引き出すための方法や、相談者と支援

者の距離の取り方等について体験的に学ぶことができ、今後の実践に有益な内容

であったと考えます。 

 

(エ) 第９回 

a 講習会の狙い 

当事者活動は相談窓口につながっていない要支援者の発見や、生きづらさを有

する若者同士のピアサポートによるエンパワメントの場として有益であるため、

当事者活動の立ち上げや運営上の課題を感じている当事者を対象に 5 回連続での

サポートプロクラムを提供することで当事者活動の活性化を図る。また、当事者活

動に興味があるが、参加できていない人に対して当事者活動を知ってもらう機会

を提供する。 

 

b 担当者所見 

講師の田房永子さんから、親からの関わりで苦しんだ経験と、夫へ“キレて”し

まうという経験についてお話いただきました。自分自身のことを見つめなおす過

程で、これらの事柄は根底でつながっていることに気づき、苦しんだ過去に向きあ

うことで、行き場を失い夫に向かっていた“キレる”という言動がおさまっていく

経緯を説明していただきました。 

被害と加害は対極で明白に区別できるものではなく、地続きに混ざりあってい 

ることが分かりました。 

 今後、当事者活動に関わろうとする連続講座参加者には、内省の重要性と、関わ

りの中で他者を傷つけてしまう可能性が潜んでいることを学んでいただけたと思

います。 

 また、今回は連続講座以外の方にもご参加いただいたことで、当事者・支援者・
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家族、それぞれの視点からの気づきがあり、後半のグループトークでは盛んに意見

交換がなされていました。 

 

(オ) 第 10 回 

a 講習会の狙い 

当事者活動は相談窓口につながっていない要支援者の発見や、生きづらさを有

する若者同士のピアサポートによるエンパワメントの場として有益であるため、

当事者活動の立ち上げの必要や運営上の課題を感じている当事者を対象に 5 回連

続でのサポートプロクラムを提供することで当事者活動の活性化を図る。また、当

事者活動に興味があるが、参加できていない人に対して当事者活動を知ってもら

う機会を提供する。 

b 担当者所見 

     第一部では、当事者研究の歴史的背景や意義について、易しい言葉で、具体的例

を挙げながら説明していただいたことで、今まで当事者研究について知らなかっ

た方でも理解ができ、かつ、既に知っている方にはより理解が深まる内容であった

と感じました。 

     第二部では、グループをつくり当事者研究にチャレンジしました。初めに、当事

者研究をする際に心に留めておくべきことや陥りがちな状態を説明いただいたこ

とで、全員がうまくグループワークに参加できていました。最後に、全体共有を行

いました。「就職の継続が難しい」・「スマホ依存」・「声の小ささ」など、困りごと

を持った人の世界に入り、答えのない問いをみんなで考える当事者研究がなされ

ており、参加者には理論・実践の両方で当事者研究を学んでいただけたと思います。 

 

(カ) 第 11 回 

a 講習会の狙い 

当事者活動は相談窓口につながっていない要支援者の発見や、生きづらさを有

する若者同士のピアサポートによるエンパワメントの場として有益であるため、

当事者活動の立ち上げや運営上の課題を感じている当事者を対象に 5 回連続での

サポートプロクラムを提供することで当事者活動の活性化を図る。また、当事者活

動に興味があるが、参加できていない人に対して当事者活動を知ってもらう機会

を提供する。 

b 担当者所見 

講師より当事者活動を行う上で“定型”はなく、それぞれのやり方で活動を行な

えばよいと説明がありました。広報やチラシ作成のコツをおさえつつ、本来の活動

目的である安心して話せる場づくりこそが最も大切であり、“人数を集めなくては

いけない”などの気負いは不要であることが伝わったと思います。 
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後半では、活動する上で実際に困った事や、これから活動する上で不安な事を出

し合い、グループで対応方法や解決策を考えました。すべてのグループで活発に意

見が出されていました。最後に、全体に向けて発表を行い、共有することで、参加

者には当事者活動の実践に役立つ、様々な方法を学んでいただけたと思います。 

 

(キ) 第 12 回 

a 講習会の狙い 

当事者活動は相談窓口につながっていない要支援者の発見や、生きづらさを有

する若者同士のピアサポートによるエンパワメントの場として有益であるため、

当事者活動の立ち上げや運営上の課題を感じている当事者を対象に 5 回連続での

サポートプロクラムを提供することで当事者活動の活性化を図る。また、当事者活

動に興味があるが、参加できていない人に対して当事者活動を知ってもらう機会

を提供する。 

b 担当者所見 

連続講座の最終回として、様々な手法の当事者活動を体験できる企画を実施し

ました。連続講座受講者以外にも参加者を募ったところ、大阪府内だけではなく

他府県からも参加され、合計 131 名の方にご参加いただき、当事者活動や居場所

への関心の高さを感じました。 

      これまでの連続講座で学んだ理論に加え、他団体の活動に参加することで、

様々な手法や運営方法を実践的に学ぶ機会になりました。運営者同士で交流する

姿も見られ、繋がりづくりにもなりました。 

また、今まで当事者活動に参加したことがない方には、実際に体験することで、

様々な手法の当事者活動を理解し、今後の活動への参加のきっかけづくりになっ

たと考えます。 

 

(ク) 第 13 回 

a 講習会の狙い 

① 基調講演で、日本福祉大学名誉教授の竹中哲夫先生に、長期化・年長化したひ

きこもる人の支援についてご講演いただき、ひきこもる人の臨床の実践・研

究内容を学ぶ。 

② ひきこもりの「長期化」を防ぐため、支援の早期化を目指し、子ども・若者自

立支援センターの個別支援のノウハウと関係機関との連携体制について、中

高年層に広げていこうとしている茨木市の取組を市民・本市の支援者・他市

職員等に知っていただき、行政や民間支援団体だけでなく地域を含めた連携

の重要性を伝え、更なる支援の活性化を図る。 

③ 竹中先生、茨木市子ども・若者自立支援センター「くろす」、こども政策課と
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の意見交換を通じて「人を支援するとはどういうことか」を探求する。 

b 担当者所見 

基調講演では、支援の目標やひきこもる人の家族関係など、支援における知識が

更に深まる内容となっていました。また、後半の「人を支援するとはどういうこと

か」についての意見交換では、学識経験者、子ども・若者支援地域協議会の調整機

関、指定支援機関のそれぞれの立場での意見交換ができ、有意義な時間となりまし

た。 

本講習会には府民、茨木市以外の行政職員、支援員等、約 100 名の方にご参加い

ただき、複数の取材も入りました。参加者の方々には概ね好評であり、アンケート

では「もっと時間が欲しかった」「内容が豊富なので資料を見返したい」「市域の体

制を伝える参考にしたい」等のご意見をいただきました。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10月 31日(木) 当事者が語るひきこも

りの気持ち 

一般社団法人ひきこもり UX 会議 

代表理事 林 恭子 氏 

2 12 月 24日(火) 困難を有する子ども・若

者への支援のあり方を

考える‐子ども・若者支

援地域協議会の役割‐ 

立命館大学産業社会学部  

教授  山本 耕平 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

      豊中市子ども・若者支援協議会における取組みの充実を図るとともに、若

者支援に従事する支援者の専門性を高めるため、困難を有する若者の現状に

ついての理解を深め、支援の在り方について検討する 

 

b 担当者所見 

      講師より、ひきこもっていた当時の心情や生きづらさをわかりやすい表現で

説明していただいた。ひきこもりとは、決して怠けているのではなく、起きてい

る間中、人によっては寝ている間も夢の中で自分を責めて続けているという、当

事者の辛い状況の一端を理解することができました。 

      また、ひきこもり状態にある人への支援にあたっては、具体例を示しながら、

①まずは当事者経験のある人の意見を聴く事、②正のエネルギーを蓄える為の

居場所づくり、その為の当事者活動支援、③歯科医や美容師等外出準備に向けた

訪問サービス、④本人ニーズを踏まえた段階的な就労支援、④親亡き後の生存戦

略としての行政手続き支援 等の取組みが必要である事を説明頂いた。 

      さらに、支援者の心構えとして、支援者側の常識に適応させるのではなく、当
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事者が幸福になるための方法について支援者と当事者が横に並んで一緒に考え、

同じ目標に向かって伴走する事の必要性を説明頂きました。 

      今回のスーパーバイズを通じて、生きづらさを有する相談者の状況や必要な

支援について、協議会構成機関で共通認識を持つことができたことは、各機関の

支援の質の向上だけではなく、多機関連携による包括的な支援の仕組み作りに

有効であったと考えます。 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

      若者支援に関する現状や取り組み、若者支援地域協議会の役割などについて

理解を深めるとともに、能勢町ではどのような支援ができるかなどについて、例

題をもとに意見交換を行いながら支援のあり方について検討する。 

b 担当者所見 

      講師より、日本における若者支援と法、社会背景、若者政策の方向性や他市で

の事例などについて説明をいただいた。 

また、事例をもとに意見交換を行うことで、能勢町における支援の在り方や、地

域ぐるみの支援の必要性などについて、参加者の間で共通認識を持ち、若者支援

についてより理解を深めることができた。 

 

オ 視察 

なし 

 

(2) 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 

○ 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。 

○ 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。 

○ 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。 

○ 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。 
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イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

    市町村における子供・若者支援地域ネットワークの設置を推進するため、先進市町

と一緒に研修会や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

作成した資料等の積極的な活用を呼びかける。 

 

ウ 今年度の活動 

    ひきこもり等を経験するなどの課題を抱え、支援制度の狭間にあって、民間団体で

自立に向けた支援を受けている青少年に対し、将来に備えたインターン支援及びア

ルバイト支援を実施することで、青少年個人の自己肯定感、資質向上を図りながら社

会的自立を促進したいと考えている。そのため、補助事業者が支援している青少年に

対してインターン支援及びアルバイト支援を実施するとともに、支援にあたっては

市町村との連携により効果的な支援策が提案できる「青少年スキルアップサポート

事業」を実施する。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

 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を実施した。 

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。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

 市町村における子供・若者支援地域ネットワークの設置を推進するため、先進市町と

一緒に研修会や会議を開催したが、特に女性に特化した居場所支援として実施した「ひ

きこもり UX 女子会 inOSAKA6 都市」の実施については、複数の行政と民間支援団体が連

携し、連続して実施することで、ひきこもり等いきづらさを感じておられる方の選択肢

も増え、6回の開催でのべ 200 人以上の方の参加があった。参加者にあっては、実施市

町以外からの参加者が多く、ひきこもり支援の広域連携の重要性が改めて浮き彫りと

なった。この結果からも、引き続き先進市町とひきこもり支援の広域連携について、ど

のように進めるかなどを次年度以降の課題として取り組んでいきたい。 
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 ８ 兵庫県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 5日(月) 「地域におけるひき

こもり支援」 

特定非営利活動法人 コウノト

リ豊岡・いのちのネットワーク

ドーナツの会 

事務局長 戸田 和代 氏 

2 11 月 25 日(月) 「SNS カウンセリング

－ひきこもり支援の

新しい可能性－」 

公益財団法人  

関西カウンセリングセンター 

専任講師 宮田 智基 氏 

３ １月 24 日(金) 「ネットワークによ

るひきこもり支援」～

事例を通して学ぶ～ 

神戸市看護大学看護学部  

教授 船越 明子 氏 

 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

不登校、ひきこもり、ニートなど、課題を抱える若者の支援を進めるに際して、

各専門機関の連携がよりいっそう必要となっていることから、地域でひきこもり

支援を行う団体の取り組み発表を通して、情報共有を図るとともに、課題を抱える

青少年の現状と支援連携ネットワーク構築の必要性について理解を深める。 

b 担当者所見 

     研修会では、地域で活動している支援団体における支援の現状や連携ネットワ

ークの構築の必要性について理解を深めることができた。今後も子ども・若者支援

のための支援体制の充実、関係機関との連携強化を進めていきたい。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

SNS 世代と言われる若年者を中心に、人々のコミュニケーションの場は、急激に

変化しており、SNS 相談は、時代の要請として急速な拡がりをみせている。 

架空事例を基に、実際の SNS カウンセリングの現場を学び、具体的な関わり方に

ついて学ぶ。 

b 担当者所見 

      全国初の SNS 相談をされてこられた講師より、SNS 相談の現状を学び、スクール

カウンセラーに相談できない交友関係、恋愛に関する相談が多いことや、対面によ

る相談よりも 1 件あたりの相談時間が長く、相談件数も多いことから対応件数に

も限界があることを改めて知った。 
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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、メー

ル相談を実施している（実施しようとしている）自治体の関心も高かった。 

ライン相談の架空事例も加えてわかりやすく説明され、参加者が、今後、SNS 相

談に関わる際にも活かすことができるとても分かりやすい講演だった。 

 

(ウ) 第３回 

a 研修会の狙い 

実務者に対して、ネットワークによるひきこもり支援について知識を深めると

ともに、グループワークでは、意見交換により課題の抽出などを行い、他機関との

連携による支援について学ぶ。 

b 担当者所見 

講義を通して「ネットワークによるひきこもり支援」について、概要を再確認し、

グループワークを始める前に実際にあったネットワーク構築の事例発表と事例紹

介を組み入れることで、グループワークで話し合うべきポイントが明確になった

ため、活発に意見交換ができた。 

     また、グループワーク（意見交換）では、様々な専門性を持つ支援者同士で、支

援における課題抽出や他機関連携に必要な情報を共有することができ、担当者間

の交流促進に繋がった。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 8 月 5日(月) ひょうごﾕｰｽｹｱﾈｯﾄ推進会議・兵庫ひきこもり相談支援ｾﾝﾀｰ

連絡協議会代表者・実務者合同会議 

(ア) 第１回 

a 連絡会議の狙い 

平成 30 年度の事業報告及び今年度の計画について説明するとともに、関係

機関の取組紹介により機能を理解する。（ひょうご発達障害者支援センター・

クローバー、兵庫県精神保健福祉センター） 

b 担当者所見 

   関係機関取組紹介（福祉・保健医療）により、各機関の取組みを再確認し、

相談窓口のつなぎ先として検討する際に必要な情報を得ることができた。 
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ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 25 日(水) ひきこもりサポーター育成研修（初級コース） 

「ひきこもりについての理解」・

「家族の心理状況の理解」 

「県立神出学園の取組み」 

「県精神保健福祉センターの取組

み」 

「ひきこもりの実態についての理

解」 

神戸市看護大学看護学部  

教授 船越 明子 氏 

 

・県立神出学園職員 

県精神保健福祉センター

職員 精神保健福祉士 

・不登校ひきこもり経験

者 

2 10 月 24 日(木) ひきこもりサポーター育成研修（中級コース） 

「精神保健の専門機関における支

援内容」 

「具体的支援方法①」 

・相手の価値観を尊重した話し方 

・適切な傾聴方法 

「具体的支援方法②」 

具体的な傾聴方法を学ぶロールプ

レイング等 

・県精神保健福祉センタ

ー所長 酒井 ルミ 氏 

・（公財）関西ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝ

ﾀｰ 

講師 瀬谷 俊宏 氏 

・（公財）関西ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝ

ﾀｰ 

講師 瀬谷 俊宏 氏 

3 10 月 31 日(木) ひきこもりサポーター育成研修（中級コース） 

「ひきこもり支援の実際」 

～支援事例～ 

 

「ひきこもり支援の実際」 

～各地域ブランチの取り組み～ 

 

「各地域ブランチとの交流」 

各地域ブランチによるコーナーで

の質疑応答・意見交換 

・Office Sabby 代表  

（播磨ブランチアドバ 

ザー）貞本 範之 氏 

・兵庫ひきこもり相談支

援センター阪神・播磨・

但馬・丹波・淡路ブラン

チスタッフ 

・兵庫ひきこもり相談支

援センター阪神・播磨・

但馬・丹波・淡路ブラン

チスタッフ 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

地域全体で、社会問題化している「ひきこもり」についての理解を深め、“ひき

こもりに悩む本人や家族”を、早期に発見し、適切な支援につなぐことができるよ

う、支援に関心のある地域住民を対象に「ひきこもりサポーター育成研修」を実施

する。 



  45 

初級コースでは、地域で、ひきこもりに悩むご家族などへの声かけや、安心し 

て相談できる窓口の紹介などの支援ができるよう、ひきこもりについての理解、当

事者や家族が抱える悩みについて学ぶ。 

b 担当者所見 

受講者は、兵庫県内全域より応募があり関心の高さが伺えた。研修内容では、ひ

きこもりの定義、要因等の基本的知識について習得するとともに、ひきこもりと精

神疾患・ストレスとの関係性や、「ひきこもりは誰にでも起きうることである」と

いうことを学ぶことができた。 

また、県立神出学園、精神保健福祉センターの取組み紹介を通じて相談できる場

所、つながる場所を知ることができた。不登校ひきこもり経験者から実際の話を聞

き、「自分や自分の家族にも起きるかもしれない」と意識することができ、どのよ

うに支援するべきか考える良い機会となった。 

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

ひきこもりサポーターとして、地域ブランチや市町などが行う様々な支援活動

のサポート（地域ﾌﾞﾗﾝﾁをはじめ居場所での話し相手・ひきこもり関連行事スタッ

フなど）ができるよう、実際の支援の内容と方法（実際に行われている支援・聴

く姿勢など）について学ぶ。なお、中級コースの修了者は、支援機関等から要請

があった場合に活動する「ひきこもりサポーター」に登録する。 

b 担当者所見 

 精神保健福祉センターの取組みについてさらに詳しく講義を受けより深く理

解することができた。具体的支援方法については、2 人 1 組でロールプレイング

をしながら傾聴方法を学んだ。実技をすることで傾聴することの大切さ、相談者

と支援者の関係づくりの難しさを感じたが、相手に寄り添う気持ちを再度理解で

きた。 

 

(ウ) 第３回 

a 講習会の狙い 

第２回と同じ 

b 担当者所見 

  午前中の講義では訪問支援の事例（家族、本人との面談等）や SNS での相談に

ついて学んだ。多くのケースが紹介され、支援についてより身近に感じることが

できた。午後からは各地域ブランチの取り組みについてスライドを交えて講義を

聞いた後、各地域ブランチによる質疑応答・意見交換会を行った。短い時間では

あったが個々の支援状況がよく理解できた。意見交換会では活動したいエリアの
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ブースに行き、ブランチへの質問も多く受講生の関心の高さが伺えた。 

 

(2) 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 

  青少年の総合相談として「ほっとらいん相談」（子ども・若者総合相談）を設置して

いる。寄せられる相談内容は、主にひきこもりや不登校についての悩みが多く、内容に

応じて、 保健・医療、福祉、教育、雇用等 30機関で構成する「ひょうごユースケアネ

ット推進会議」のネットワークを生かして、適切な専門機関へつなぎ、支援を行ってい

る。 

  また、県域のネットワークだけでなく、市町レベルでの支援体制を構築するため、地

域単位（阪神・播磨・但馬・丹波・淡路）で、県・市町・民間団体等で構成する「地域

連携ネットワーク会議」を開催している。 

  地域の困難な課題を有する若者に対する支援状況としては、青少年担当、子育て担当、

保健所、福祉担当等様々な課室で受けているにもかかわらず、部局間での連携体制が構

築されていないため、相談を受けた課室での可能な限りの支援にとどまっている様子

が多く見受けられた。 

  連携が進まないことへの課題としては、「主として組織内での明確な役割分担が困難

であること」や、「人材不足」が多く挙げられた。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   県で既に設置している協議会や総合相談センターを、さらに有効活用しつつ、地域で

の「連携ネットワーク」の構築を進め、市町へ、困難な課題を有する子ども・若者への

切れ目のない支援を行うための支援体制構築が必要であることを示すとともに、市町

単位での協議会や総合相談センターの設置を促進する。 

 

ウ 今年度の活動 

   「ひょうごユースケアネット推進会議」のネットワークを生かして設置・運営してい

る「兵庫ひきこもり相談支援センター」において、地域ブランチ（県内５カ所）を中心

に、不登校、ひきこもりなど課題を抱えた青少年へ、切れ目のない支援を行うための支

援体制の構築をさらに推進していくとともに、地域に潜在するひきこもり者を早期に

発見し、適切な支援へつなぐため「ひきこもりサポーター」の育成研修を実施する。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

(1) 代表者会 １回 

(2) 実務者会議（研修会） 3回 

(3) 市町への状況調査 
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(4) 相談 

・電話（「ほっとらいん相談」及び「地域ブランチ（県内５カ所）」で実施） 

・来所（「地域ブランチ（県内５カ所）」で実施） 

・訪問支援（「地域ブランチ（県内５カ所）」で実施） 

(5）「地域相談会」の実施 （「地域ブランチ（県内５カ所）」で実施） 

    不登校・ひきこもり等課題を抱える青少年への支援の必要性、適切な支援について

理解を深めるため、市町職員や支援者、地域住民を対象としたセミナー、個別相談を

実施 

(6）「地域連携ネットワーク」の構築 （「地域ブランチ（県内５カ所）」で実施） 

    地域で、不登校・ひきこもり等課題を抱える青少年本人や家族に適切な支援につな

げるための「地域支援連携ネットワーク」を構築するため、県、市町、民間支援団体

等で”顔の見える関係”づくりや、課題や情報の共有を図るためネットワーク会議を

実施 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

県協議会の運営については、関係機関で共通として課題となっているテーマを検討し、

研修会を実施することで、実務者同士の連携に対する意識向上とスキルアップを行うこ

とができた。 

今後も、子ども・若者支援のための支援体制の充実、関係機関との連携強化を進めてい

くとともに、市町においての協議会、総合相談センター設置促進を図る。 
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 ９ 和歌山県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 6日(火) 早期ダイアローグ（Ｅ

Ｄ）と未来語りのダイ

アローグ（ＡＤ）～多

職種連携のための新た

な方法論～について 

社会福祉法人 和歌山つくし会 

和歌山つくし医療・福祉センター 

小児科部長 紀平 省悟 氏 

2 9 月 14 日(土) 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 氏 

3 10 月 19 日(土) 「生きづらい若者たち

のホンネ」～ひきこも

り当事者の声を通して

本当に必要な支援を考

える～ 

松山大学 

准教授 石川 良子 氏 

４ 11 月 20 日(水) 愛着障害とネット依存

～理解と対応～ 

社会福祉法人筍憩会らぽるて 

主任 静 智明 氏 

５ 2 月 8日(土) ひきこもり等の困りご

とをもつ若者とどうつ

きあう？～訪問支援を

行う精神科医の立場か

ら～ 

和歌山大学保健センター 

准教授 岩谷 潤 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

「早期ダイアローグ（ＥＤ）と未来語りのダイアローグ（ＡＤ）～多職種連携の

ための新たな方法論～」と題し、教育や福祉等の現場で支援者の不安や懸念を言葉

にし、協力や連携の手立てを考えることに役立つ手法として、グループワークやロ

ールプレイを通して互いを尊重した多職種連携の在り方を学ぶ。 

 

b 担当者所見 

     ダイアローグ（対話）の基本として、相手に自分のことを語ってもらうことのポ

イントを再確認することができた。 

グループワークでは Worry（心配）を提供する者がグループ内の意見を第三者と

して観察すること、ロールプレイングでは、近未来（６か月先）でものごとが順調
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に進んで改めて現在に戻り振り返ることで、新たな気づきや発想を得られること

を感じることができた。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

ひきこもりや若者の自立支援等において、「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「課題」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。 

b 担当者所見 

若者（本人）の元気をひきだすためには、家族間のコミュニケーションが大切

であり、焦って問題の原因を追究するのではなく、心のゆとりを持つことが必要

である。本人が動こうとしないのではなく、動けない状況であることを理解し、

小さな変化の兆しに目を向け、安心して話せる雰囲気づくりを心掛けることが大

切であることを学んだ。 

また、ひきこもり経験者から当時の心情を語ったコメントを披露していただき、

参加者からは心に響いたとの感想を述べられている方もいた。 

 

（ウ）第３回 

a 研修会の狙い 

     「生きづらい若者たちのホンネ」ということで、ひきこもるという経験の理解、

ひきこもる人の存在をどう受け止めるか、信頼に根ざした支援などについて、ひき

こもり当事者へのインタビューなどを絡めた内容から学ぶ。 

b 担当者所見 

     ひきこもりになる原因として、「ひきこもる社会が悪い」という観点であまり考

えたことがなかったし、「ゴールは周囲が決めるのではなく、本人が決める」、「ひ

きこもりについて無理に受け入れるのではなく、受け止めることが必要」などの先

生の言葉に、ひきこもり支援に対してもっと視野を広げて理解しなければならな

いと再度実感した。 

     また、ひきこもりの方は、社会経験に収まらない経験を蓄積していることから無

力・無能な存在ではない。「支援してあげている」というスタンスで支援するので

はなく、何かできるかもしれない可能性に賭けることも、時には支援者にとって必

要であると学んだ。 

 

（エ）第４回 

a 研修会の狙い 

     ネット依存などの様々な依存の問題の背景には、愛着やトラウマの問題が潜ん
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でいることがある。本セミナーでは愛着障害やトラウマの視点から、ネット依存に

ついて理解し、その対応を学ぶ。 

 

b 担当者所見 

ネットは誰もが気軽に自由に利用が可能であり、様々なニーズを満たし達成感

や快楽を得られることから、若年層のネット依存が年々増加傾向にある。 

ネット依存対策として、教育・行政機関では、実態調査を継続し、相談窓口（カ

ウンセリング等）や危険性についての啓発活動（情報モラル教育等）を行うこと、

家庭では焦らず気軽に会話できる関係を築き、親が模範となってルールを作って

いく必要である。 

また、愛情を感じられていない状態である愛着障害は、ネット依存、ひきこもり、

発達障害、パーソナリティーの問題と密接な繋がりがあり、支援者は安全・安心・

探索基地として本人を多面的にサポートしていく必要があることを学んだ。 

 

（オ）第 5回 

a 研修会の狙い 

普段聞くことの出来ない訪問診療を行っている精神科医や、ひきこもり経験者

の話を聞いて頂き、ひきこもり等の困難を抱える若者の支援に役立てていただく。 

 

b 担当者所見 

セミナーは三部構成で、第一部では、和歌山大学保健センター准教授 岩谷氏よ

り訪問相談で関わった事例の紹介があった。それらの事例から感じた事として、当

事者はこのままでいいと思っておらず、過去の痛みや変化への恐れ等を感じ、落ち

込んでいるわけでは無いが、途方に暮れているように感じると語っていただいた。 

第二部では、ひきこもり経験者が、自身の感情表現が苦手であったことから、人目

を避け一人で遊ぶようになり、家で母と居ることの安心感からひきこもるように

なっていった。その後、ひきこもり期間中にスクールカウンセラーの方が優しく話

を聞いてくれたことが心に支えとなり、このままではダメだと思うようになって

いったと語っていただいた。 

第三部では、医療従事者、支援員、ひきこもり経験者それぞれが体験の中で気付

いたことを語っていただいた。医師からは「言葉には副作用があり、声をかけると

きは丁寧に話すことを心がけている」、支援員からは「相談を続けていく中で、徐々

に本人に近づき、相談者の困りごとを知るようにしている」、ひきこもり経験者か

らは「支援者の方々に助けられたことが今のエネルギーとなり、暗いトンネルが続

いても生きていればどうにかなると感じるようになった」と語っていただいた。 

本セミナーにおいて医療従事者やひきこもり経験者等の貴重な話を聞けたこと
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は、様々な原因でひきこもりとなった方を抱えている家庭や相談支援者に大変参

考となったのではと感じた。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 7 月 25 日(木) 令和元年度 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 30 日(火) 令和元年度 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 31 日(水) 令和元年度 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） 

4 8 月 1日(木) 令和元年度 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） 

5 8 月 2日(金) 令和元年度 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 14 日(火) 令和元年度 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 1 月 15 日(水) 令和元年度 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） 

8 1 月 16 日(木) 令和元年度 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） 

9 2 月 6日(木) 令和元年度 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） 

(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った。 

  また、グループに分かれてのワークショップを通じ、市町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、相互連携を深めることで、 

より効果的な支援が生まれる。 

b 担当者所見 

  ワークショップにて良好な関係を構築し、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。 
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(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った。 

  また、グループに分かれてのワークショップを通じ、市町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、相互連携を深めることで、より

効果的な支援が生まれる。 

b 担当者所見 

ワークショップにて良好な関係を構築し、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

ついての紹介、並びに子若法の説明等を行った。 

 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、相互連携を深めることで、よ

り効果的な支援が生まれる。 

b 担当者所見 

  ワークショップにて良好な関係を構築し、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。 

 

(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

ついて紹介、並びに子若法の説明等を行った。  

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、参加者が会話しや

すい環境を整えた後に、「ひとり親世帯への支援の現状と課題～子ども・若者の孤

立をふせぐために～」について、県振興局職員より説明を受け、その内容について

グループワークを行い、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好な関係を構築し、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。また、東牟婁圏域における関連

機関の相互認識も深まった。 

 

(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った。  

 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、参加者が会話しやす

い環境を整えた後に、「ひとり親世帯への支援の現状と課題～子ども・若者の孤立

をふせぐために～」について、県振興局職員より説明を受け、その内容についてグ

ループワークを行い、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好な関係を構築し、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。また、西牟婁圏域における関連

機関の相互認識も深まった。 

 

（カ）第 6回 

a 連絡会議の狙い 

   和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」より講師を招き、「発達障害」に

ついて学び、相談支援における知見を広げる。また、グループに分かれてのワーク

ショップを通じ、市町職員ほか多様な分野の支援関係者の相互連携を深める。 

b 担当者所見 

   講演「未診断の発達障害」では発達障害の特性、相談事例から見た対応方法を分

かりやすく解説してもらい、大変参考になった。ワークショップについては、様々

な機関の支援者が集まり、それぞれの立場で活発な意見交換がなされ、有意義なグ

ループワークが行われた。 

 

（キ）第 7回 

a 連絡会議の狙い 

   和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」より講師を招き、「発達障害」に
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ついて学び、相談支援における知見を広げる。また、グループに分かれてのワーク

ショップを通じ、市町職員ほか多様な分野の支援関係者の相互連携を深める。 

b 担当者所見 

    講演「未診断の発達障害」では発達障害の特性、事例から見た対応方法を分か

りやすく解説してもらい、大変参考になった。ワークショップについては、まず、

アイスブレイクでグループ内でのコミュニケーションをとりやすい雰囲気作りを

行った後に、参加者がそれぞれの立場で活発な意見交換が行われ、有意義なグルー

プワークとなった。 

 

（ク）第 8回 

a 連絡会議の狙い 

   和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」より講師を招き、「発達障害」に

ついて学び、相談支援における知見を広げる。また、グループに分かれてのワーク

ショップを通じ、市町職員ほか多様な分野の支援関係者の相互連携を深める。 

b 担当者所見 

    講演「未診断の発達障害」では発達障害の特性、事例から見た対応方法を分か

りやすく解説してもらい、大変参考になった。ワークショップについては、まず、

アイスブレイクでグループ内でのコミュニケーションをとりやすい雰囲気作りを

行った後に、参加者がそれぞれの立場で活発な意見交換が行われ、有意義なグルー

プワークとなった。 

 

（ケ）第 9回 

a 連絡会議の狙い 

   和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」より講師を招き、「発達障害」に

ついて学び、相談支援における知見を広げる。また、グループに分かれてのワーク

ショップを通じ、市町職員ほか多様な分野の支援関係者の相互連携を深める。 

b 担当者所見 

   講演「未診断の発達障害」では発達障害の特性、相談事例から見た対応方法を分

かりやすく解説してもらい、大変参考になった。ワークショップについては、様々

な機関の支援者が集まり、それぞれの立場で活発な意見交換がなされ、有意義なグ

ループワークが行われた。 
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ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 5日(木) 「子ども若者支援の実

際」～発達障がいが背

景にある若者を中心に

～ 

特定非営利活動法人み・らいず 

松浦 宏樹 氏 

2 10 月 19 日(土) SNS 相談の可能性 オフィス・コミュニケーション

ズ代表 上野 大照 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

堺市ユースセンターの仕組みや、実施している事業についての説明を受け、多

様な視点からの子ども若者支援を学ぶ。 

また、ひきこもり、不登校・中退者、発達障がいの方への支援方法を、実際の

事例や様々なデータを通じて支援の在り方について学ぶ。 

b 担当者所見 

堺市ユースサポートセンターでは、当県と同様のシステム（子ども・若者総

合相談センターと若者サポートステーションを併設）を構築しており、様々な

関係機関と連携し円滑な支援を実施していると感じた。また、生活困窮者自立

支援事業のメニューで、学習と居場所づくり支援事業を実施しており、子ども

の段階に応じたプログラムの提供が可能である点が魅力的であった。 

  最後に、事例を通じたグループワークにおいて、発達障がいと思われるが、

本人及び親に気づきがない困難な事例を検討した。各グループで様々な観点か

らの意見が飛び交い、活発なグループワークができたのではないかと思う。 

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

近年増加傾向にある SNS 相談窓口について、多くの相談経験に基づき、SNS 相

談の特徴（メリット、デメリット等）や、現場の相談体制についての説明から SNS

相談の実態について学ぶ。 

また、実際の相談ケースに類似したケースについて、グループで検討し、様々

な相談スキルについても学ぶ。 

b 担当者所見 

SNS 相談は、匿名での利用が可能で若年層が手軽に相談できるメリットがある

一方で、若年層の言葉遣いへの対応や相談員の確保が難しいなどのデメリットも

多くあることから、SNS 相談窓口を導入する場合は慎重に検討する必要があると

感じた。 
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希死念慮を訴える若年層への SNS 相談事例から、アクセシビリティー（敷居）

の低さ、記録の確認ができる優位性（LINE の会話内容は文字として残る）、対話

の特徴などを学んだ。また、ブリーフセラピー（コミュニケーションの変化を促

して問題を解決・解消していこうとする心理療法）や、ソリューションフォーカ

ストアプローチ（いいところを見つけ拡大する）、ノーマライズ（一般化し、共感

する）などの実際の相談業務で活用できる手法を学んだ。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 28 日(水) カウンセリングの基

本について 

奈良大学 社会学部 

名誉教授 前田 泰宏 氏 

2 11 月 19 日(火) 令和元年度 第二回

有田川町若者支援会

議 

立命館大学産業社会学部 兼 

大学院人間科学研究科                   

教授 野田 正人 氏 

3 12 月 18 日(水) カウンセリングの基

本について～動機付

け面接に学ぶ～ 

奈良大学 社会学部 

名誉教授 前田 泰宏 氏 

4 1 月 31 日(金) 令和元年度 第三回

有田川町若者支援会

議 

立命館大学産業社会学部 兼 

大学院人間科学研究科                   

教授 野田 正人 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

対人援助経験の少ないスタッフの支援をメインとして、相談技術指導と地域に

おける支援体制について助言・指導をいただく。 

b 担当者所見 

カウンセラーがクライエントと面談する際において、非言語的行動要素（身振

り、表情等）を的確に行うことが、カウンセリングの基本であることを学んだ。 

また、応答事例を通して傾聴のポイントとして、①あいまいな発言や行動を明

確化する、②感情を正しく認識する、③発言内容の核心となる事実や状況を把握

して別の言葉に言い換えて述べる、④クライアントの発言内容を簡略化し整理し

たうえで、効果的な質問をするなどが必要であると学んだ。 

カウンセラーとして自己流に進めがちなカウンセリングを今回の助言で改め

て振り返り、整理できたのではと思われる。 
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(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

有田川町内での子供・若者支援の関連機関の交流を図り、顔の見える関係づく

りを実施。また、第一回目（令和元年 10 月 28 日開催）の会議後に徴したアンケ

ートをもとに野田教授からコメントを頂戴し、意見交換及びグループワークを通

じて切れ目のない支援ネットワークの構築を目指す。 

b 担当者所見 

第一回有田川町若者支援会議に引き続き、二回目の開催となった。野田教授か

らは、子供・若者のひきこもりをどうみるか、支援のニーズとデマンドとの違い

など支援の現場で活かせるアドバイスをいただいた。 

また、要対協から子若協への接続についてもアドバイスをいただき、有田川町

内での子供・若者支援ネットワーク形成に向けて、非常に実りある会議となった。 

 

(ウ) 第３回 

a スーパーバイズの狙い  

対人援助経験の少ないスタッフの支援をメインとして、相談技術指導と地域に 

おける支援体制について助言・指導をいただく。 

b 担当者所見 

第２回目カウンセリングの基本として、動機付け面談について学んだ。 

面談を行う際、セラピストがクライアントに対して、心がけておくべき点とし

て間違い指摘を控えること（拒否的態度を誘発する恐れがある）を念頭に、４つ

の基本戦略「開かれた質問」「是認」「聞き返し」「要約」を用いて面談をする必要

があることを踏まえ、ロールプレイで聞き返しの演習を行った。 

また、人が合理的な行動を選択できないときには、両価性の問題があり、チェ

ンジトーク（変化に向かおうとする言葉）と維持トーク（変化に対して葛藤して

いる言葉）の２種類の言葉が発せられ、４つの基本戦略を活用することによりク

ライアントの心の奥を読み解くことができることを学んだ。 

 

(エ) 第４回 

a スーパーバイズの狙い  

有田川町内での子供・若者支援の関連機関の交流を図り、顔の見える関係づく

りを実施。前回会議から継続して野田教授にスーパーバイズとして参加いただき、

講義及びワークを通じて、切れ目のない支援ネットワークの構築を目指す。 

b 担当者所見 

第三回有田川町若者支援会議として、野田教授より「アセスメントについて」

の講義をうけ、その後ワークを実施した。会議出席者の中で普段からアセスメン
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トを実施する機会のない方もおられたので、アセスメントの枠組み及び必要性を

理解してもらういい機会になったのではないかと思う。 

来年度以降も、このような会議を通じ、有田川町内での子供・若者支援ネット

ワークを強化し、子若協議会設置にむけ機運を醸成していければと思う。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 9 月 6日(金) 京都府家庭支援総合センター、京都府教育委員会 高校教育

課 

2 9 月 26 日(木) 

～9 月 27 日(金) 

出雲市市民文化部市民活動支援課、出雲市子ども・若者支援

センター、島根東部若者サポートステーション、松江市青少

年支援センター 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

  施設見学、事業内容の聴取、意見交換 

b 担当者所見 

    【京都府家庭支援総合センター】 

当センターでは、児童虐待、DV、非行、知的・身体障害、ひきこもり等の家庭

問題ついてワンストップで対応しており、この度は特にひきこもり支援に関す

る説明を受けた。 

  脱ひきこもり支援センターとして、「本人支援・家族支援・地域支援」の 3本

柱で支援しており、職親制度（職業体験）や早期支援特別班（中高と連携）の配

置、家族支援等の熱心な取り組みをされているが、中でも「チーム絆」（地域チ

ーム）について非常にしっかりしていると感じた。「チーム絆」は、各 6圏域に

6つの民間団体が地域チームとして、ひきこもり経験者や臨床心理士等のスタッ

フが相談支援や居場所支援を行っている。それぞれの団体が想いをもって活動

していることを知り、感銘を受けた。 

  また、病院の撤退後に当センターが入ったとのことで、相談室が個別に分かれ

ており、相談者の秘密保持が万全であると感じた。 

 

【京都府教育委員会 高校教育課】 

  当課では、特別支援教育体制整備の一環で、「京都府スーパーサポートセンタ

ー」（SSC）を設置し、障害のある子供の自立や社会参加を目指し、保護者や学校

からのニーズに応える研修・研究を実施していることなどについて説明を受け

た。 

  また、相談システムの構築に関して、事業が終わっても、人が交代しても役割
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が継続できるシステムの構築に取り組まれており、行政側の課題と向き合い、解

消に向けて動く推進力がとても参考になった。 

説明いただいた鋒山氏は、教員で現場も経験されてることもあり、行政と現場

の意見を集約し、より具体的なビジョンで施策を推進しており、その熱意と実行

力は素晴らしいものであった。 

 

(イ) 第２回 

a 視察内容 

  施設見学、事業内容の聴取、意見交換 

b 担当者所見 

【出雲市市民文化部市民活動支援課、出雲市子ども・若者支援センター】 

  出雲市市民文化部市民活動支援課の課長及び担当者、出雲市子ども・若者支援

センター所長より出雲市の取組や、センターの歴史・特徴などについて説明を受

け、とても歴史が深く、長年にわたる支援の経過を知ることができた。 

  出雲市子ども・若者支援センターでは、相談員 5名、継続支援員（ボランティ

ア）133 名、少年委員 3名の体制で、子ども・若者の様々な相談に対応されてい

る。 

センター2階に適応指導教室が設置されており、発達障害の方などへの対応に

おいて、センター内での連携がスムーズにできている印象を受けた。 

また、「継続支援活動」として就労体験や地域交流、学習支援などの支援を提供

しており、各相談者に「個別活動計画書」を作成するなど、相談者に適した支援

を常に考え、実施されているところが素晴らしく思えた。 

     センター所長は要対協のメンバーでもあることから、要対協との連携もうま

くとれているようなので、当県においても出雲市の取組を参考にし、要対協との

連携強化などに努めていきたい。 

 

【島根東部若者サポートステーション、松江市青少年支援センター】 

  島根東部若者サポートステーションでは、島根県商工労働部雇用政策課の担

当者及びサポートステーション統括コーディネーターより、利用者状況の傾向

や県としての取組について説明を受けた。年々、サポートステーションの利用が

減少する中、ニーズの高いエリアへの常設相談窓口の設置や、遠方への出張相談

などに熱心に取り組み、潜在的な利用者の確保及び就職に注力されていた。県か

らも、就労体験者や受入企業に対して補助金を交付するなど、サポステ利用者が

増加する取組を連携して実施できていると感じた。 

次に、松江市青少年支援センターを訪問し、所長よりセンターの概要及び支援

方法について説明を受けた。元来、青少年の非行等に注力した事業内容だったの
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が、子ども・若者育成支援推進法の制定をうけ、子ども・若者総合相談センター

の機能を併設したことから、様々な内容の相談を受理されている。大半が松江市

内の利用者で、学習支援や就労支援もされている。 

当センターはスティックビルに入っており、センター利用者は、スティックビ

ルの中にある「音楽スタジオ・ものづくりスタジオ」を利用できることから、居

場所としての機能が充実しているところが、魅力だと感じた。また、「松江市青

少年支援連絡会」を設置しており、関係機関の連携強化や地域が抱える課題の共

有などを通じて、ネットワーク強化を推進しておられた。 

「市」単位で、子ども・若者支援が推進できる体制が素晴らしく、当県におい

て協議会は県のみの設置となるので、当市の取組を参考にし、当県内市町への協

議会設置の呼びかけを通じて、子ども・若者支援強化を推進していきたい。 

 

カ 専門職員等派遣 

  なし 

 

(2) 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。 

  そんな中、平成 29年 3 月には子若法に基づく施策展開に関する現状調査（アンケー

ト調査）を実施し、市町村における協議会設置も含めた若者支援に関する現状認識、関

心の度合い等を確認するなど、市町村の主体性・積極性を醸成しながら関心の高い市町

村（特に有田エリア）に対して働きかけを行っている。 

 

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非常に重要である。 

   そのため、現在の取り組み（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・
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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）を引き続き推進

するとともに、関心の高い市町村（特に有田エリア）への働きかけを行いながら、それ

ぞれの実情に応じた協議会の段階的な設置を誘導していく。 

 

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（令和元年 6月 4日） 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

代表者会議 1回、研修会 5回、連絡会議 9回、講習会 2回、助言・指導 4回、 

視察 2回 

 

 

(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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 10 岡山県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 21 日(水) 子ども・若者支援者の

連携を深めるワークシ

ョップ 

Co-Work-A.LLC 

代表社員 

田中 成幸 氏 

2 11 月 22 日(金) 同上 同上 

3 2 月 6日(木) 「おかやま子ども・若

者サポートネット」構

成機関・団体同士の連

携を深める模擬ケース

検討会 

臨床心理士コラボオフィス目黒 

代表心理士 植山 起佐子 氏 

岡山県立大学保健福祉学部保健

福祉学科  

准教授 周防 美智子 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

関係機関等との連携の仕方や協議会による支援の方法等への懸念から協議会の

設置に至っていない、県北地域の市町村に対するワークショップを行い、設置に向

けた課題や不安の解消を図るとともに、各市町村等の困難を有する子ども・若者の

現状における情報交換、支援に係る連携を深める。 

b 担当者所見 

     県北地域の市町村の青少年行政分野、保健福祉分野、NPO 団体等の各機関が参加

し、ワールド・カフェスタイルでのワークショップを開催した。リラックスした中

での意見・情報交換が行われた。中学卒業後の進路未定者や、不登校・ひきこもり

の背景に家族の問題がある子ども・若者への対応に係る機関連携の状況について

など、各市町村で共通した課題など、活発に協議された。 

他自治体・団体の支援状況などの活動内容を知る機会となり、市町村域を超えた

つながりも生まれた。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

関係機関等との連携の仕方や協議会による支援の方法等への懸念から協議会の

設置に至っていない、県南地域の市町村に対するワークショップを行い、設置に向

けた課題や不安の解消を図るとともに、各市町村等の困難を有する子ども・若者の

現状における情報交換、支援に係る連携を深める。 

b 担当者所見 

     県南地域の市町村の青少年行政分野、保健福祉分野、NPO 団体等の各機関が参加
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し、ワールド・カフェスタイルでのワークショップを開催した。リラックスした中

での意見・情報交換が行われた。既に協議会を設置した津山市、玉野市の担当者も

オブザーバー参加し、それぞれの協議会における支援のあり方等も紹介され、ネッ

トワークによる支援について、理解が深まった。 

     不登校・ひきこもりとなった本人に対して、家族が何も対応できなくなり長期化

してしまう背景や、地域からも孤立した本人をいかに支援するかなど各市町村が

抱える共通した課題について、活発に協議された。 

他自治体・団体の支援状況などの活動内容を知る機会となり、市町村域を超えた

つながりも生まれた。 

 

(ウ) 第３回 

a 研修会の狙い 

県の子ども・若者支援地域協議会である「おかやま子ども・若者サポートネット」

実務者会議において、構成機関・団体、県内市町村子ども・若者支援施策関係課、

民間団体等の連携をさらに密にし、支援体制の強化を図るため、模擬ケースの検討

会を通じ、参加機関・団体の支援内容等について知見を深める。 

b 担当者所見 

     ２分科会を設けて、支援の切れ目や、本人だけでなく家族支援が必要な場合に

おける複数機関による連携した支援について、模擬ケース検討を行った。各機関 

・団体の支援対象、業務内容、得意な支援や苦手な支援など、ケース検討を通じ

てお互いの理解を深めることを目的としたため、各機関・団体の特徴や先進的な

取組の紹介、過去に成功あるいは失敗した類似事例の紹介なども含めて活発な意

見・情報交換が行われた。連携した支援を円滑に進めるためには、日頃から支援

者間のつながりを醸成することが必要であることを再認識した。 

 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 8 月 21 日(木) 県北地域子ども・若者支援連絡会議 

2 11 月 22 日(金) 県南地域子ども・若者支援連絡会議 

(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、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、

地域の関係機関が連携して支援するためのネットワークである「子ども・若者支援

地域協議会」の理解を深める。 
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b 担当者所見 

     今回の連絡会議は、県北地域の市町村の各機関に参加を呼び掛け、臨床心理士コ

ラボオフィス目黒代表臨床心理士植山起佐子氏をファシリテーターとし、模擬事

例をまず少人数で検討した上で全体で共有する形で検討した。青少年行政分野、保

健福祉分野、NPO 団体それぞれで異なった立場からの意見を交換し、参加者は今ま

でなかった視点に気づくなど、互いに良い刺激となった。 

     様々な立場の機関が連携することの有用性を認識することができ、ネットワー

ク構築を目指す市町村が新たに出てくることが期待される。 

 

(イ) 第２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、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、

地域の関係機関が連携して支援するためのネットワークである「子ども・若者支援

地域協議会」の理解を深める。 

b 担当者所見 

     今回の連絡会議は、県南地域の市町村の各機関に参加を呼び掛け、参加機関から

提供された模擬事例を、臨床心理士コラボオフィス目黒代表臨床心理士植山起佐

子氏をファシリテーターとし、検討した。非常に複雑な事例であったが、青少年行

政分野、福祉分野、保健福祉分野、NPO 団体それぞれで異なった立場からの意見を

交換した。支援対象者本人だけでなく家族支援も重要であるが、複数の機関による

支援が円滑に進むために、まずどう他機関と本人・家族に繋ぐべきかなど実際的な

検討ができた。 

     様々な立場の機関が連携することの有用性を認識することができ、ネットワー

ク構築を目指す市町村が新たに出てくることが期待される。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 12 月 20 日(日) 子ども・若者支援地域協

議会設置済市町村連絡会 

Co-Work-A.LLC 

代表社員 

田中 成幸 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

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、地域の関係機関

が連携して支援するためのネットワークである「子ども・若者支援地域協議会」を

設置している３市町の現状について情報交換を行い、連携した支援のあり方につ
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いて認識を深める。また、設置後の課題や問題点等について意見交換を行い、解消

を図る。 

b 担当者所見 

     子ども・若者支援地域協議会を設置している津山市、玉野市、勝央町及び県の協

議会の担当者から、支援の状況や対応に苦慮している事例、県や他市町と連携して

したいことなど、ざっくばらんに意見交換がなされた。また、設置に至る経緯や設

置・運営に係る経費、職員体制などの紹介もあり、協議会設置を念頭に民間団体と

の協働事業を実施している岡山市や、複数機関が連携して支援する必要性を感じ

ている他市にとっても参考になる会となった。 

      

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 10 月 11 日(金) 北九州市子ども・若者応援センターYELL 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

子ども・若者支援地域協議会を設置し、連携体制が確立している先進地を視察し、

今後の県の協議会のありかたや運営等について検討するとともに、県内市町村に

おける協議会設置促進に資する機会とする。 

b 担当者所見 

北九州市の子ども・若者に関する総合相談窓口である北九州市子ども・若者応援

センターYELL は、市の福祉関係機関が多く入居するウェルとばた内にあり、その

利点を大いに生かし、協議会の構成機関間の連携を密なものととしていた。また、

協議会事務局である青少年課も、実務者会議を開催する際には休憩時間を長めに

取ることで、その間の支援員どうしの繋がりがより深いものとなるよう工夫をし

ているなど、有益な意見をいただいた。構成機関・支援員間の連携が密であれば、

支援の網目から対象者が漏れる危険性がより小さくなり、支援を必要とする青年

等の自立が進んでいくという好事例であり、当県でもより連携が密となるような

工夫が必要であると感じた。 

高校中退者や中卒後進路未定者への対応は、岡山県と同様喫緊の課題となって

おり、支援のあり方について意見交換を行った。 

 

(2) 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 年度に玉野市が、平成 30 年度は津山市が新たに協議会を設置した。令和元

年度は、実際に支援が必要な案件について、住所地の市町村を含めた関係機関等による
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ケース会議などを実施し、市町村に、関係機関等との連携の仕方や、協議会の有効性な

どを体験してもらうことで、設置に向けた課題や不安の解消を図り、協議会設置を促進

する予定である。設置済みの市町村においては協議会の円滑な運営について、協議会未

設置の市町村においては、関係機関同士の連携や人材確保についてがそれぞれ課題で

あると考えている。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   設置済みの市町村については、協議会同士の情報交換による円滑な運営のためのノ

ウハウの伝達を行いたい。未設置の市町村に対しては、県で実施する具体的案件による

ケース会議に加え、他市町村との情報交換やワークショップを通じた連携のメリット

の体験などを行うことで、協議会設置機運の醸成を図りたい。 

 

ウ 今年度の活動 

   ・おかやま子ども・若者サポートネット実務者会議・研修会・ケース会議の開催 

   ・各市町村への地域協議会の設置促進 

   ・県北・南北別子ども・若者支援連絡会議の開催 

   ・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及び高校との連携による中途退学者への進路情

報等の提供や相談対応など早期支援の実施 

   ・関係機関等との連携の仕方や協議会の有効性などを体験することを目的とした、県

と協議会未設置市町村との連携による、実際に支援が必要な案件に対するケース会

議の実施 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

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、県内の専門的な関係機関・

団体（54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る。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度、県北・県南での市町村連絡会議や実務者会議において、模擬事例の検討やワ

ークショップを通じて、各市町村等の困難を有する子ども・若者の現状やそれぞれの支

援の内容等について情報交換、支援者間の顔の見える関係づくりを行った。 

また、平成 30年度に新たに協議会を設置した津山市も含めた設置済市町連絡会では、

各協議会の運営方法、支援体制、苦慮している事例や今後の展望など、参加した未設置
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市町村にとっても有益な情報提供の場となり、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、部局を超え

て子ども・若者支援を行う担当課に参集してもらったことから、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。一方で、各市町村から共通して出た課題と

して、民間の支援機関が少なく、公的機関では提供できない支援ニーズに対して受け皿

が無いためどうしても支援の隙間ができている現状や、公的機関以外との連携体制が

構築できないため協議会のメリットが感じられないことなどが挙げられた。 

また、岡山県青少年総合相談センターへ配置された高校中途退学者ケア専任コーデ

ィネーターの抱える案件について、ケースの住所地となる市町村の各機関を集めてケ

ース会議を実施することで、連携の仕方や協議会の有効性を感じてもらうよう、働きか

けを行った。 

協議会設置済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につ

いても継続して実施し、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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 11 広島県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 １月 18 日(土) 

（西部） 

・ケース検討実施によ

る支援ネットワークの

シミュレーションにつ

いて 

認定 NPO 法人育て上げネット 

執行役員 蟇田 薫 氏 

2 2 月 22 日(土) 

（東部） 

・ケース検討実施によ

る支援ネットワークの

シミュレーションにつ

いて 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 

代表 田中 俊英 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

実例を題材とした支援策の検討を通じて，受付から完結までのネットワーク連

携についてイメージ共有を図ること。また，支援ネットワークのメリットについて

理解を深めること。 

b 担当者所見 

◯ 広島県における，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

する取組について情報共有できた。 

◯ 事例をグループごとに検討して，スーパーバイザーから助言をもらうことで，

支援の内容について順序立てて考えていくことができた。また，構成団体同士

の連携についても協議ができた。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

     実例を題材とした支援策の検討を通じて，受付から完結までのネットワーク連

携についてイメージ共有を図ること。また，支援ネットワークのメリットについて

理解を深めること。 

 

b 担当者所見 

    ◯ 広島県における，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

する取組について情報共有できた。 

◯ 構成団体から提出された事例を参加者全員で検討していき，スーパーバイザー

から助言をもらうことで，情報共有からアセスメント，目標設定までの会議運

営について順序立てて学ぶことができた。 
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◯ 講師から，他自治体の事例の紹介など，助言をもらうことができたので，今後

の広島県での取組の参考としたい。 

 

イ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 １月 18 日(土) 

 

ひきこもり支援につい

て 

認定 NPO 法人育て上げネット 

執行役員 蟇田 薫 氏 

2 2 月 22 日(土) 

 

ひきこもり支援につい

て 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 

代表 田中 俊英 氏   

(ア)第１回 

a 研修会の狙い 

県内各地域における支援ネットワークにおいて，支援の中心的な役割を担う団

体・人材の育成を行うこと。 

b 担当者所見 

    ◯ 広島県において，困難を有する子供・若者に対する相談や支援等を行っている

機関にとって，今後の取組につながる内容であったと思われる。 

    ◯ 困難を有する子供・若者の家族に焦点を当てた内容であり，支援機関にとって，

家族の視点・目線に立った支援のあり方について，新たな知識や考え方を得る

ことができたものと思われる。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

県内各地域における支援ネットワークにおいて，支援の中心的な役割を担う団

体・人材の育成を行うこと。 

b 担当者所見 

    ◯ 家庭や学校といった第１・第２の居場所だけでなく，安心して頼ることのでき

る第３の居場所（サードプレイス）とでお互い補い合って，すき間と途切れを

つなぐことが重要であることが，参加者の中で認識が深まった様子がうかがえ

た。 

○ 不登校で悩んでいる当事者やその家族，支援機関を対象とした講習会だったが，

特に，当事者家族にとって新たな知識や考え方を得ることができたと思われる。 

 

(2) 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 

県子ども・若者計画を策定し，県協議会を設置して，県内全市町や多数のＮＰＯ法人
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が参加する顔の見える関係づくり，広報活動，ケース検討を通した地域ネットワークの

意識づくり等に取り組んできた。しかしながら，個別ケース支援については県での対応

は難しいため，市町における協議会等の支援ネットワーク整備を促進することが課題

である。県としては，市町でのネットワークづくりを支援することとしている。 

（参考：高校中退者数 H29 年度 国公私立 県内計 1,024 人） 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

○ 地域ぐるみで子供たちの健全育成を進めるため，学校・家庭・地域等の連携を強

化し，地域社会の教育力向上を図る。 

○ ケース検討研修や先進事例の学習を通じて，関係機関・団体間で連携イメージを

共有し，市町における支援ネットワーク形成の意識が浸透する。特に県西部・県

東部の２市町で協議会設置の準備に入る。 

 

ウ 今年度の活動 

○ 実務者会議の実施（県西部，東部） 

○ 要支援者へ情報を届けるための広報活動（子供・若者支援機関・団体合同説明会等） 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

ア 協議会の役割 

不登校，ひきこもり，ニート，非行等，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，切れ目なく，適切に組み合わされた支援を円滑に行うこと。 

協議会は，代表者会議と実務者会議（県西部・県東部）で構成している。 

 

イ 主な取組内容 

（ア）代表者会議 

（目的）相談から就労に至る切れ目ない支援の全県レベルでのネットワークの構

築・強化 

        ・協議会の基本的な運営方針の決定 

        ・県内２地域の実務者会議の統括 

        ・実務者会議から現場の課題や困難な事例の集約，代表者レベルで情報共

有及び対応方策の協議 

  （イ）実務者会議 

    （目的）相談から就労に至る切れ目ない支援の地域レベルでのネットワークの構

築・強化 

        ・各機関の活動状況についての情報交換及び事例研究を通した連携強化 

        ・解決困難事例等の情報共有及び研究 
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ウ 今後の課題 

市町における協議会等の支援ネットワーク整備を促進すること。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

研修会でのケース検討や先進事例の学習を通じて，関係機関・団体間で連携イメージを

共有し，市町における支援ネットワーク形成の意識が一定程度図られた。 

しかしながら，市町においては，協議会設置に向けた具体的な動きが進んでいない現状

があり，設置に向けた検討を進めていても協議会の構成員が個別事例の情報を共有する

方法や，個人情報保護の取扱いについての検討に時間を要し，協議会設置に至っていない

市町もある。 

このため，引き続き，市町，民間団体を含めた関係者の間で，協議会のメリットについ

ての認識を高め，必要性を共有することができるよう県の協議会で取り組むとともに，設

置を検討している市町に対して個別に助言，情報提供を行い，協議会設置に向けた関係者

の取組を後押ししていく。 
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 12 徳島県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 25 日(月) ネット依存の現状と

対策 

独立行政法人国立病院機構久里

浜医療センター 

精神科医長 中山 秀紀 氏 

2 12 月 17 日(火) 困難を抱える子ども・

若者支援のポイント   

～札幌市若者支援施

設「Youth+(ユースプ

ラス)」の取組～ 

 

各地域・機関で実施し

ていることや課題感

の共有 

札幌市若者支援総合センター 

館長 松田 考 氏 

 

 

 

 

NPO 法人育て上げネット 

ユースコーディネーター 

田中 成幸 氏    

3 1 月 28 日(火) ＳＮＳに起因する犯

罪被害の実態と対策 

徳島県警察本部生活安全部生活

環境課サイバー犯罪対策室 

曽我部 剛 氏 

4 1 月 28 日(火) 困難を抱える子ども・

若者支援のポイント 

～北九州市子ども・若

者 応 援 セ ン タ ー

「YELL」の取組～ 

 

困難を抱える子ども・

若者を発見し，支援に

繋げるために必要な

こと 

北九州市子ども・若者応援センタ

ー「YELL」 

センター長 村上  博志 氏 

 

 

 

NPO 法人育て上げネット 

ユースコーディネーター 

田中 成幸 氏    
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(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者支援に携わる人材の養成 

b 担当者所見 

子ども・若者支援者からの関心が高い「ネット依存・ゲーム障害」について，現

況に加え予防的対処法も学ぶことで，支援に必要な見識を深めることができた。 

  (イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者支援に携わる人材の養成及び支援機関相互の連携促進 

b 担当者所見 

早期発見・早期支援に繋げるための取組等，参加者が県外の先進事例を学ぶとと

もに，ワールドカフェを実施することにより，支援者の資質向上に加え支援機関相

互の連携促進に繋がったと感じている。 

  (ウ) 第３回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者支援に携わる人材の養成 

b 担当者所見 

県内外における 18 歳未満の SNS を通じた犯罪被害の実態を把握するとともに，

その対策についても学ぶことで，支援者の資質向上に繋がったと感じている。 

  (エ) 第４回 

a 講習会の狙い 

子ども・若者支援に携わる人材の養成及び支援機関相互の連携促進 

b 担当者所見 

地域機関と連携したボランティア活動や，若者の自立度に応じた支援等，参加者

が県外の先進事例を学ぶとともに，ワールドカフェを実施することにより，支援者

の資質向上に加え支援機関相互の連携促進に繋がったと感じている。 

 

エ スーパーバイズ 

  なし 

 

カ 専門職員等派遣 

  なし 

 

(2) 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
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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。 

・不登校児童生徒数：小学校 212 人，中学校 641 人，高校 137 人（全て国公私立校／

H30 年度） 

・高校中退数：137 人（国公私立校／H30 年度） 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   県協議会を開催し，各地域における協議会の設置促進を図るとともに，支援機関の相

互連携も促進していく。更に支援者養成講習会を複数回開催し，子ども・若者支援に携

わる人材を養成していく。 

 

ウ 今年度の活動 

  ・県協議会の開催。 

  ・各地域における協議会の設置促進。 

  ・支援者養成講習会の開催。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

県内全域を対象として県協議会を開催し，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。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度は新たな取組として，子ども・若者支援の先進地域の担当者による講演（支援 

の取組や支援ネットワークの活用法等）を前半部分，県協議会（ワールドカフェ）を後半

部分とする２部構成の会を２回開催した。これにより，参加者が子ども・若者支援の先進

地域の取組を知るとともに，地域の課題やその解決策等について効果的に話し合うこと

ができたと感じている。 

 また，昨今の青少年課題の大きなテーマであり，支援に携わる上で欠かせない「インタ

ーネットの安心・安全利用」に関する講習会も２回開催した。 

  今年度の事業成果や課題を十分に検証し，来年度以降の事業に繋げていきたい。 

 

 

 

 

 

 



  75 

 13 愛媛県 

(1)  今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 27 日(火) インターネットの安心・

安全な使い方について

～子どもたちをネット

の被害者にも加害者に

もさせないために～ 

四国総合通信局 

電気通信事業課長 

松下 文宣 氏 

（e-ネットキャラバン利用） 

2 9 月 3日(火) 最近の児童虐待対応の

状況について 

愛媛県福祉総合支援センター 

児童支援コーディネーター 

森岡 利勝 氏 

 

3 9 月 4日(水) インターネットの安心

安全な使い方 

～子どもたちをネット

の被害者にも加害者に

もさせないために～ 

四国総合通信局 

電気通信事業課長 

松下 文宣 氏 

（e-ネットキャラバン利用） 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

子供・若者の育成支援を目的にして、子供・若者対策に関する地域課題の把握、

関係機関の連携上の問題点の検討・調整、協力依頼等を行う。 

b 担当者所見 

今年度から、県の青少年保護条例が改正され、インターネット関連の条文が追

加されたことに加えて、これからの時代問題になることが多いであろうインター

ネットの被害から子どもたちを守る知識を身に付けるため、今年度のテーマを選

定した。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

青少年の健全な育成を図るため、地方局ごとに地方青少年対策班を設置し、青少

年対策班に係る総合的な企画や関係機関との連絡調整を図ることを目的に、地方

青少年対策班会議を年１回開催している。 

     今年度は、「児童虐待」に関する講演、青少年健全育成にかかる管内の状況や各

機関の取組みについて協議し、青少年に対する支援や課題解決策を検討・実施する

ことを狙いとする。 
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b 担当者所見 

講演では、児童相談所の体制と近年被害が深刻化している児童虐待の現状、児童

虐待防止に向けた対策を説明していただいた。 

協議・情報交換では、青少年健全育成にかかる管内の状況や各機関の取組みを 

共有することにより、各機関の連携強化を図れたものと考える。 

 

(ウ) 第３回 

a 研修会の狙い 

南予管内における青少年の健全育成の更なる充実のため、青少年対策に係る総

合的な企画運営、関係機関の連絡調整、総合的な政策を図ることを目的に、年に１

回青少年対策班会議を実施している。 

今年度は会議のテーマを「インターネットの安心安全な使い方」とし、インター

ネット利用における危険性や課題について検討することとした。 

b 担当者所見 

近年の情報化社会の進展により、日常生活がより便利になっていく一方で、青少

年がネット犯罪に巻き込まれる危険性が高まっていることから、インターネット

に関連した会議を開催することとした。 

 

イ 連絡会議 

    なし 

ウ 講習会 

  なし 

エ スーパーバイズ 

  なし 

オ 視察 

  なし 

カ 専門職員等派遣 

  なし 

 

(2) 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 

  本庁においては、青少年対策本部を設置し、関係機関と連携・協力して青少年施策を

推進するほか、民間団体で構成する青少年育成協議会とも連携し、各種施策に取り組ん

でいる。また、各地方青少年対策班会議においても、関係機関を構成員とし、青少年に

対する支援や課題解決のための協議、情報交換を行い、連携・協力を図っている。 
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イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   平成 28年 3月に改定した「えひめ子ども・若者育成ビジョン（計画期間Ｈ28～32 年

度）」を基に、本県の青少年対策に係る具体的施策の推進を踏まえ、地方青少年対策班

会議を開催し、青少年対策の総合的な推進と関係機関の連絡調整を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

   青少年の非行の現状や対応すべき課題等の情報を共有し、それらの改善・解決策を協

議・検討を行うため、地方対策班（地域協議会）の構成員や管内市町・関係機関の青少

年担当者の参加による対策班会議の開催のほか、青少年対策に係る総合的な企画や関

係機関との連絡調整を行う。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

県の出先機関である、東予、中予、南予の各地方局に設置している地方青少年対策班

を法で定める地域協議会として設置している。 

 地方青少年対策班ごとに、対策班会議を開催し、講師を招いて研修や少年非行の現況

などの情報共有のほか、意見交換等を行った。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

市町単位における地域協議会の設置が望ましいが、平成 29 年度に設置した四国中央

市以外設置の動きはない。今後も市町に対して、地方青少年対策班会議への出席を呼び

かけるとともに、各機関での連携協力を求め、市町での地域協議会設置の機運を高める

必要がある。 
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 14 福岡県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 １月 15 日(水) 地域における支援ネッ

トワークの構築 

－子ども・若者支援地

域協議会の取組み－ 

合同会社 Co-Work-A 

代表社員 田中 成幸 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

     社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者の支援にあたっては、様々な機

関がネットワークを形成し、それぞれの専門性をいかして、発達段階に応じた支

援を行っていくことが求められている。本研修会は、子ども・若者支援を効果的

かつ円滑に実施する仕組みである「子ども・若者支援地域協議会（以下、『協議

会』という。）」を題材として、「①地域における支援ネットワークの構築」、「②

支援ネットワークの円滑な運営」、「③各機関の連携強化」について学ぶこととす

る。また、子ども・若者育成支援推進法の趣旨、協議会の基本的な仕組み、支援

の実例等を学ぶことにより市町村における協議会の設置及び円滑な運営に資す

るものとする。 

b 担当者所見 

      本研修会は、前半を講義形式、後半をワークショップ形式で実施した。 

前半の講義では、現在、子ども・若者が抱える課題や、子ども・若者支援にお

ける機関連携の重要性、子ども・若者支援地域協議会をはじめとした支援ネット

ワークの構築・運営方法について学ぶことができた。 

後半のワークショップはワールドカフェ方式を採用し、参加者間で各地域の

抱える子ども・若者支援に関する課題や、各機関の取組み等を共有することがで

きた。県内における子ども・若者支援の輪を広げ、関係機関との連携強化に資す

る内容で、非常に有意義なものとなった。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 20 日(金) 事例検討・相談対応の

方法について 

久留米大学文学部社会福祉学科 

教授 門田 光司 氏 

2 11 月 20 日(水) 個別ケースについての

アドバイス・討議・質

疑応答 

同上 
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3 １月 21 日(火) 個別ケースについての

アドバイス・討議・質

疑応答 

同上 

4 １月 28 日(火) 福岡県子ども・若者支

援地域協議会スーパー

バイズ 

同上 

a スーパーバイズの狙い 

子ども・若者育成支援に関する深い学識と豊富な実践経験を有する門田教授を、

昨年度に引き続き招聘して、本県が設置した子ども・若者総合相談センター「福岡

県若者自立相談窓口」（以下「若まど」）のコーディネーターと相談員に対して、子

ども・若者育成支援推進法の趣旨を改めて理解させるとともに、個別ケースについ

ての具体的なアドバイス、参加者による討議、質疑応答を実施することで、訪問支

援を含む相談スキル向上をさせ、より効果的な業務遂行を可能とする。 

     また、福岡県子ども・若者支援地域協議会においては、協議会のより効果的な運

営、各支援機関の更なる連携強化につなげる。 

 

b 担当者所見 

     今年度は「若まど」開設及び協議会拡大後 1年を経過したタイミングでの実施で

あったため、1 年間の活動実績を踏まえ、より具体的な助言を得ることができた。 

     第 1回から第 3回の「若まど」運営に関するスーパーバイズにおいては、「若ま

ど」スタッフのほか、「若まど」を所管する担当課の所属長及び職員も参加したこ

とにより、「若まど」運営にかかわる者の間で支援における共有認識を持つことが

できた。 

     スーパーバイズ全体を通じて、個別ケースの相談から、支援機関との連携方法、

協議会の運営方法及び今後の方向性の確認まで、貴重な助言や支援に携わる者自

身の気づきを得たことはもとより、子ども・若者支援推進法の趣旨に立ち返る機会

を得たことは、大変有意義であった。 

      

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 

8 月 26 日(月) 内閣府 

8 月 27 日(火) ・東京都若者総合相談センター「若ナビα」 

・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 

「ポラリス☆とちぎ」 
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(ア) 第１回 

a 視察内容 

１ 内閣府青少年支援担当 意見交換 

       （日 時）令和元年８月 26日(月)15：00～15：45 

       （対応者）内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付青少年企画・支援担当 

             調査官 谷口 哲也 氏 

             主 査 中山 麗 氏 

       （概 要）「福岡県若者自立相談窓口」運営状況の報告、意見交換 

 

     ２ 東京都若者総合相談センター「若ナビα」 視察 

       （日 時）令和元年８月 27日(火)9：30～11：30 

       （対応者）東京都都民安全推進本部総合推進部若年支援課 

             統括課長代理 福田 玲奈 氏 

             主事     高橋 里沙 氏 

            東京都若者総合相談センター「若ナビα」 

             センター長 奈和良 由子 氏 

（概 要）若ナビα援助方針会議傍聴後、センター運営状況、メール相談、

各機関との連携などについてヒアリング、意見交換 

 

     ３ 栃木県ポラリス☆とちぎ 視察 

       （日 時）令和元年８月 27日(火)14：00～15：30 

       （対応者）栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課青少年育成担当 

             副主幹 斎藤 香 氏 

            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」 

             センター長兼相談員 中野 謙作 氏 

       （概 要）14：00～14：25 まで栃木県人権・青少年男女参画課にて事業説

明を受け、その後、「ポラリス☆とちぎ」にてセンター運営状況

などについてのヒアリング、意見交換 

 

b 担当者所見 

本県が昨年９月に開設した「若まど」の今後の運営の参考とするため先進的な

２ヶ所を視察し、メールでの相談、支援調整会議の開催、他機関との連携方法な

どについて、どのような運営がされているのか知ることができ、大変参考になっ

た。 

また、視察スケジュールの都合上、かなり限られた時間となったのが残念では

あったが、運営にあたっての課題などについても忌憚のない意見交換をするこ
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とができ、非常に意義のある視察となった。今回の視察で学んだことを本県の施

策にも生かしていきたい。 

 

(2) 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 

  福岡県では H28 年度に設置した協議会を、H30 年度に構成機関を拡充させて、さらな

る機関連携に努めるとともに、子ども・若者総合相談センター「若まど」を設置し、進

路が定まっていない高校中退者等、困難を有する若者を適切な支援機関につなぎ、若者

の就学や職業的自立を図っている。また、「若まど」を子ども・若者指定支援機関に指

定しているところである。 

「若まど」事業をより円滑かつ効果的に運営するために、1)相談員の相談技術の向上、

2)ケース会議（実務者会議）実施にあたっての機関連携、3)各支援機関の情報集約と協

力体制の強化、といった課題を抱えている。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

  ・相談員の相談技術向上、ケース会議実施にあたっての機関連携のノウハウ習得のため

の適切な研修を実施する。 

・困難を有する子ども・若者の情報を継続的に把握し、対象者に応じた支援調整やケー

ス会議を行うことで切れ目のない支援を実現させる。 

・困難を有する子ども・若者の支援に携わる関係機関・市町村との連携を強化する。 

 

ウ 今年度の活動 

  ・青少年支援に携わる人の研修会（1回） 

・青少年相談担当（リーダー）連携対応研修会（1回） 

 ※内閣府「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」活用 

・「若まど」によるケース会議（連携会議）の実施 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

福岡県子ども・若者支援地域協議会 1回開催 

  ※ケース会議（連携会議）は適時開催（令和 2年 2月末時点で 10 回開催） 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

「若まど」については開設から約 1年半を経て、研修やスーパーバイズにより相談スキ

ルが向上し、相談件数も増加している。一方、当初想定していた進路未定の高校中退者か

らの相談は少なく、困難を有する子ども・若者への切れ目のない支援を実現するためには、

高校とのより一層の連携が必要である。 
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今後も引きつづき、協議会を通じた関係機関（高校含む）との連携を強化していくため、

「若まど」の子ども・若者指定支援機関としての機能の充実を図る必要がある。 

また、県内における子ども・若者支援の輪を広げるため、自治体職員向け研修会を実施

し、各地域の子ども・若者支援に関する課題や、各支援機関の取組み等を共有することで、

協議会の有用性の周知は図れたが、市町村における協議会の新たな設置の動きには至っ

ていない。 

今後は、市町村における協議会設置促進のための具体的な手法についての整理、研究が

必要である。 
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 15 長崎県 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月 8 日(火) ひきこもりの正しい知

識と支援方法 

山口大学大学院医学系研究科

（保健学専攻） 

教授 山根 俊恵 氏 
10 月 9 日(水) 

２ 10 月 25 日(金) 子ども・若者を切れ目

なく支える地域連携づ

くり 

札幌市若者支援総合センター 

館長 松田 孝 氏 
10 月 26 日(土) 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

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」及び第 13 条に規定する「子ども・若者総合相談センター」の活用を

促進することによる、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を強化することを目的とする。 

b 担当者所見 

厚労省や内閣府のひきこもり支援に関する施策の説明や、ひきこもりの評価・

支援に関するガイドラインについて、詳しく説明があり、参加者のひきこもり支

援に関する知識が深まった。また、山根先生の豊富な経験に裏打ちされた支援方

法は、支援者の支援の幅が広がり、実践につながるものであった。 

 

(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

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」及び第 13 条に規定する「子ども・若者総合相談センター」の活用を

促進することによる、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を強化することを目的とする。 

b 担当者所見 

      札幌市若者支援施設での様々な実践例を紹介いただき、今後の子ども・若者支

援の方向性を共通理解することができた。また、ケース検討を行うことで、お互

いの強みを共通理解し、様々な方策を共有することができた。参加者同士のつな

がりができ、今後、長崎での支援に有効な内容であった。 
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(2) 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 

  県庁所在地である長崎市に「長崎県子ども・若者総合相談センター」を設置している

が、離島や半島が多い本県において、県内全域からの来所相談は難しく、相談者の約

60％が長崎市内在住となっている。今後は、市町において、子ども・若者の一時的な受

け皿としての窓口を設置していくことが課題である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   市町に対し、研修会や会議等を通して、市町における子ども・若者の一時的な受け皿

としての窓口の必要性について啓発し、理解を深める。 

 

ウ 今年度の活動 

日時 活動内容 

9 月 3日(火) 平成 31 年度「子供・若者育成支援のための地域連携推進

事業」九州ブロック研修会長崎大会 

10 月 8 日(火)、9 日(水) 第 1 回子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業研

修会 

10 月 25 日(金)、26 日(土) 第 1 回子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業研

修会 

11 月 29 日(金) 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム 

１月 21 日(火) 長崎県子ども・若者支援地域協議会実務者会議 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

令和２年１月に子ども・若者支援地域協議会実務者会議を実施し、長崎県子ども・若

者総合相談センターの活動報告や指定支援機関の設置等について協議した。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

研修会や会議等で、子供・若者支援についての理解を図るとともに、相互の研修会の

情報を共有する等、子供・若者支援に係る各関係機関との連携を深めることができた。

さらに、次年度から NPO 法人の子ども・若者支援地域協議会における指定支援機関に指

定することを決定し、今後ますます充実した子ども・若者支援ができるものと考える。 

しかし、「直接相談を寄せられることがない」等の理由から、市町の子ども・若者支

援の担当課の理解が進まず、窓口の設置に至らなかった。今後も引き続き、市町におけ

る一時的な受け皿としての窓口の必要性について啓発し、理解を深めるとともに、設置

についても積極的に支援していく。 
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 16 沖縄県 

(1) 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(水) 「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～ 

認定特定非営利活動法人 

スチューデント・サポー

ト・フェイス代表理事 

谷口 仁史 氏 

2 11 月 19 日(火) 令和元年度子ども・若者育成

支援に係る市町村担当者研修

会 

①石垣市教育委員会 

いきいき学び課長兼石垣

市青少年センター所長 

砂川 栄秀 氏 

②名古屋市子ども青少年

局青少年家庭課青少年自

立支援係長  

越 竜司 氏 

3 1 月 31 日(金) 社会福祉法人わたげ福祉会の

取組について 

社会福祉法人わたげ福祉

会 

理事長 秋田 敦子 氏 

(ア) 第１回 

a 研修会の狙い 

他県における子ども・若者に対する支援内容や支援体制を学ぶとともに、地域協

議会の更なる活用手法について意見交換を行う。 

b 担当者所見 

    佐賀県では、①関係機関の連携体制が確立されており、異なる事業を有機的に関

連づけて運用し、②行政だけでは支援が難しい部分については NPO 法人が独自事

業としてカバーしていることでワンストップ型相談センターとしての完成度が高

いと感じた。また、「受動型」ではなく、「訪問型（アウトリーチ）」の支援体制の

必要性や重要性について理解が深まった。 
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(イ) 第２回 

a 研修会の狙い 

先進自治体における子ども・若者に対する支援内容や支援体制を学ぶとともに、

市町村における地域協議会設置に向けた取組を促進させる。 

b 担当者所見 

市町村において地域協議会や総合相談センターを新たに設置する際に課題とな

る点や設置前に整理をしておくと良い点、設置後の運営のあり方など具体例を交

えて説明頂いたことで、今後の取組がイメージしやすくなったと思われる。また、

熱のこもった講演内容は確実に市町村担当職員に伝わったと思われる。 

 

(ウ)第３回 

a 研修会の狙い 

先進自治体における子ども・若者に対する支援内容や手法を学ぶとともに、今後

の取組の参考とする。 

b 担当者所見 

      ひきこもり支援を中心とした講演を頂いた。「被支援者がひきこもる心理」と

「親から見える子ども（被支援者）像」を理解した上で支援にあたることが重要で

あることを再認識した。また、被支援者に対する具体的な接し方や対応など参考と

なる事例紹介が多数あった。 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

  なし 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 19 日(火) 令和元年度子ども・

若者育成支援に係る

市町村担当者研修会 

名古屋市子ども青少年局青少年

家庭課青少年自立支援係長 

越 竜司 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     市町村における地域協議会設置に向けた具体的方策に係る指導助言を受ける。 
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b 担当者所見 

     市町村において地域協議会を新たに設置する際に課題となる点や設置前に整理

をしておくと良い点、設置後の運営のあり方など具体例を交えて説明頂いたこと

で、今後の取組がイメージしやすくなったことに加え、グループワーク形式での意

見交換、情報交換を通じ、やるべき内容が更に明確化したと思われる。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 6 日(水)

～7 日(木) 

①知多市若者支援センター 

②愛知県県民文化部社会活動推進課 

③名古屋市子ども・若者総合相談センター 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

  施設見学に加え、以下の事項を中心に意見交換、情報交換を行った。 

①知多市若者支援センター③名古屋市子ども・若者総合相談センター 

・センターの主な活動内容について 

 ・地域協議会の運営状況について 

 ・関係機関との連携状況について 

 ・相談センターの予算について 

②愛知県県民文化部社会活動推進課 

   ・愛知県における「子ども・若者支援」の取組について 

・市町村への地域協議会設置の働き掛けについて  

b 担当者所見 

    知多市は本県で地域協議会設置を検討している自治体と同規模であるから同市

を訪問した。特に、新たに地域協議会や総合相談センターを設置する場合の工夫

（既存の類似協議会の発展的解消や統合等）や地域の実情に合わせてスモールス

タートさせることの重要性など非常に参考となった点が多くあった。 

    愛知県には 15市町において地域協議会が設置されており、全国的にも設置が進

んでいる先進県である。民間支援団体へのヒアリングやフォーラム、研修会などを

通じて、県内のネットワーク構築に繋がっていることへの理解が深まった。 

名古屋市は本県と事業規模が大きく異なるものの、SNS 相談やオープン型交流ス

ペースの開設など先進的な取組や「専門性」より「関係性」に重点をおいた独自の

取組は非常に興味を引くものであり、このような支援制度を目指して本県でも検

討を行っていきたいと感じた。 
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カ 専門職員等派遣 

  なし 

 

(2) 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 

  本県は、ニートや不登校の比率が全国と比べて多い状況にあり、子ども・若者総合相

談センターへの相談対応延べ件数も年々増加傾向にある。ひきこもり、ニートケースな

ど、当センターへの相談から次のステップに移行できる段階で、つなぎ先となる適切な

関係機関が少ないため、中・長期に当センターで対応するケースもあり、段階に応じた

支援機関の掘り起こしや人材育成及びネットワークの構築とともに市町村に対する地

域協議会設置の働きかけを引き続き行っていく必要がある。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   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 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、地域で完

結させる支援体制が求められている。既に石垣市においては、協議会設置済みであるが、

その他の市町村では、未設置の状況が続いていることから、引き続き、市町村担当者研

修会等を通じて、地域協議会設置に向けた機運醸成を図っていく。 

 

ウ 今年度の活動 

   各市町村における地域資源の掘り起こしや主体的な取組が円滑に推進されるよう、

圏域毎の人材育成研修や出張相談会、ＮＰＯ団体等に対する補助事業等により、引き続

き、市町村の支援を行っていく。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

ア 令和元年８月 28 日開催 

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） 

イ 令和２年１月 31 日開催 

第２回沖縄県子ども・若者支援地域協議会（実務者会議） 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

ア 地域協議会構成員や市町村担当職員向けの研修会を開催した。その結果、地域協議会

に対する理解や困難を有する子供・若者への具体的な関わり方について理解が深まっ

たとともに共通認識を図ることができた。 

 また、いくつかの自治体において子若協議会設置の検討に繋がった。 
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イ 先進地視察によって、地域協議会及び総合相談センターの多様な運営方法等を学ぶ

ことができた。 

ウ 引き続き、市町村における子若協議会等の設置が進むよう情報提供等働きかけを実

施する。 
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I 実施地域（市町村）における実施結果・成果・今後の課題 

 １ 北海道札幌市 

(1) 今年度実施内容 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 20 日(金) 親や家族を含めた包括

的な支援を行うための

協議会の体制づくりに

ついて 

放送大学 

名誉教授 宮本 みち子 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     子ども・若者支援地域協議会にも造詣が深く、なおかつ子どもや若者の貧困支援

分野の第一人者でもある宮本みち子氏より、親や家族を含めた包括的な支援を行

うための協議会の体制づくりについて助言を仰ぐ。 

 

b 担当者所見 

     宮本氏には、札幌の若者支援について、取り組み当初から現場の状況を理解いた

だいていたことから、近年の状況報告と現場の課題意識をすぐに理解し、的確な助

言をいただくことができた。地域協議会運営の方向性について、マインドのみなら

ず具体的な取り組みに至るまで、スーパーバイズの場で検討することができた。ま

た、札幌の課題意識にあわせて全国の先進的な取り組みや研究についても多くの

情報提供いただくことができ、今後も他都市から多くの学びを得て協議会運営に

役立てていきたい。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 9 月 20 日(金) 千葉県中核地域生活支援センターがじゅまる 

2 10 月 16 日(水) 沖縄県子ども・若者総合相談センター 

 (ア) 第１回 

a 視察内容 

・千葉県中核地域生活支援センターについて 

・中核地域生活支援センターがじゅまるについて 

・いちかわ・うらやす若者サポートプロジェクト 678 について 

・市川市生活困窮者自立相談支援事業について 

・地域支援、家族支援、人材育成、ネットワークづくりについて 
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b 担当者所見 

中核センターは、制度の隙間の支援を中心に担っており、その地域のなかでの包

括的機関として機能し、多様な支援を展開されている。その中でも、市川・浦安地

域では、ハイティーン層への支援をプロジェクトをもって強化されている。あえて

「若者」にこだわったサポートを展開される姿勢・取り組みは、札幌の若者支援と

の共通点も多く、有機的な意見交換の時間をもつことができた。個別機関での支援

ではなく、ネットワークで支援を展開する取り組みについては、今後も地域協議会

運営の参考にしていきたい。 

 

(イ) 第２回 

a 視察内容 

・沖縄県子ども・若者総合相談センターについて 

・他機関との連携について（沖縄県発達障がい者支援センター、侍学園スクオー

ラ・今人、沖縄県ひきこもり専門支援センター等） 

・子どもの貧困対策、若年妊産婦支援、ネットワークづくりについて 

 

b 担当者所見 

沖縄県では、本島北部・中部・南部、離島それぞれで支援機関や地域コミュニテ

ィの状況が異なる中、子ども・若者総合相談センターはすべての地域を対象として

おり、地域の状況に応じた支援体制の中枢を担っている。職員体制としても、沖縄

県内で先進的な活動をされている民間団体の代表者が相談センターに従事されて

おり、多分野の高い専門性が集約されている。 

今回の視察にて、実践の交流がなされたことにより、札幌が取り組むべき課題の

確認ができた。若年妊産婦や子ども・若者の貧困対策など、札幌で強化を検討して

いる支援の先進的な実践が沖縄で展開されていることからも、今後も継続的に意

見交換を重ね、地域協議会の運営に活かしたい。 

 

(2) 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 

  札幌市では、平成 22年度にさっぽろ子ども・若者支援地域協議会を設置し、困難を

有する子ども・若者への支援を行う各構成機関の連携強化に取り組んできた。今年で設

置から 9 年が経過するが、支援の現場において協議会が果たす役割は形骸化すること

なく、構成機関同士の連携が十分に図られている状況である。 

  一方、平成 30 年に実施したひきこもりに関する実態調査において、15 歳から 39 歳

のひきこもり者が約 6,600 人との推計値が出たほか、平成 28 年に実施した「子ども・

若者の生活実態調査」において、経済的に困窮する世帯ほど相談窓口を知らない傾向が
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見られ、子どもの貧困等子ども・若者を取り巻く様々な課題に対し、隙間のない支援体

制が構築できるよう、協議会の発展に取り組む必要がある。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   これまでは子ども・若者本人の支援に力点を置いてきたが、親・家族を含めた包括

的な支援体制を構築するため、協議会の各構成機関が持つネットワークを活用しなが

ら、さらなる連携体制の整備に取り組む。 

 

ウ 今年度の活動 

   年に 1回の代表者会議と 4回の実務担当者会議を実施。ケーススタディや研修会を

通じて構成機関の相互理解と実務担当者のスキルアップを図る。 

   総合相談窓口の札幌市若者支援総合センターに、市内の中学校から進路未定卒業者

の情報を集約し、協議会のネットワークを活用して自立まで切れ目なく支援する。 

 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

代表者会議 年 1回実施予定 

実務者会議 年 4回実施予定 

研修会 年 1回実施予定 

その他 ・各構成機関が実施するセミナー等の情報を協議会の web ペー

ジで一括して公開するほか、会場や広報、講師等の面でも協議

会としてバックアップしていく。 

・各構成機関の紹介をするハンドブックを更新し、関連機関に

おける相談機関への道しるべとして活用いただく。 

・個別ケースの支援にあたっての連携は随時、各機関で連絡を

とりあって頂きながら、要請があれば札幌市若者支援総合セン

ターが日程調整や会議室の提供などの面でサポートしていく。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

  日常的に、各構成機関の協力を得ながら個別ケースの対応について協議し合える関係

が構築できた。複数の構成機関の協力のもとに実施した研修会で問題提起された困難ケ

ースについて、次の実務者会議でケーススタディを行った。これにより各現場での支援に

活かされるよう連携のパターンを共有することができた。構成機関の紹介ハンドブック

も昨年度までのものからページを増やし、代表的な支援連携のパターンを新たに掲載し

た。 
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  「札幌が今後取り組むべき新たな課題」について、本事業におけるスーパーバイズおよ

び視察を通じて明らかにすることができた。特に若年妊産婦や子ども・若者の貧困対策に

ついては、中・長期的な視点をもって地域協議会として取り組んでいきたい。 
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 ２ 茨城県高萩市 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 17 日(火) ㈱リメンバーについて 株式会社リメンバー 

代表取締役 前川 航太朗 氏 

2 11 月 20 日

(水) 

特別就労センターココ

カラについて 

同上 

3 2 月 26 日(水) 前回までの講習会を踏

まえて聞きたいこと 

同上 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

既に若者の自立支援・就労支援に取り組んでいる講師の経験から、高萩市に取

り入れる事の出来る情報を得る。 

b 担当者所見 

㈱リメンバーで実際にどのように支援を行っているか話を伺うことが出来た。 

特に、親と子に対するアプローチの方法について学んだ。子が夢中になって本を

読んでいるときに話をかける過干渉。本を読み終えても話しかけない干渉不足。ど

ちらもアプローチとしては間違えていて、本を読み終えたら話をかけるのが過不

足ないアプローチであり、ハイレベルだが子にとって最も大切であると感じた。 

また、近年増加している親のタイプと親に対する子の傾向を知ることが出来た。

子は親の心、本性を現す鏡で子が病んでいるときは夫婦関係がうまくいかず、家

庭環境が悪い、精神病や不登校、非行も原因が必ずあることを学んだ。 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

第１回目の講習会を通し、講習会参加者の疑問や質問に答えていく。 

b 担当者所見 

支援する際に心がけていることや必要なこと、実際にあった失敗談などの話を

伺えた。特別就労センター「ココカラ」では１人の利用者に担当のスタッフをつ

けるなどせず、依存させない。誰にでも相談できるように段階を踏んで支援をし
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ていることや利用者の本来持っている力を引き出し、無理やり何かをさせようと

はしない。「○○してあげる。」という考えではなく、一緒に活動していくことが

重要であると学んだ。 

 

(エ) 第３回 

a 講習会の狙い 

最後の講習会である今回は、講習会参加者から質問を伺い、一緒に考えていく。 

b 担当者所見 

今回の講習会では多くの質問が飛び交い、考え合うことが出来た。中でも、親へ

の関わり方について、女性・男性で関わり方が異なることや、支援員が介入せずに

行う親同士の座談会の在り方。情報発信の方法など実践的な内容となった。また、

今の日本の現状を知ることで、今後どのように活動をしていくべきか、考えなけれ

ばならないと気を引き締められる研修となった。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 20 日(金) ひきこもりの現状を

知り、ひきこもりが

抱える問題・課題を

考える 

茨城ＮＰＯセンターコモンズ 

理事 小鷹 美代子 氏 

2 11 月 25 日(金) ひきこもりの現状を

知り、当事者支援・

家族支援を考える 

同上 

3 2 月 18 日(火) ご参加いただいた皆

様に伝えたいこと 

同上 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     高萩市が「子供・若者支援地域ネットワーク」を構築するにあたり、ひきこも  

り支援やひきこもり者の就労支援を実践している茨城ＮＰＯセンターコモンズの

経験を伺い、本事業を速やかに推進できることを目指す。 

b 担当者所見 

     第１回目の研修会では主にひきこもりについて考えることが出来た。ひきこも

りの現状を知り、若年層だけではなく中高年層の問題やひきこもりの長期化、女性

の親和群など幅広い話を伺い、深刻な社会問題であることを学んだ。 

     また、研修会の最後には事例検討を２問行った。研修会に参加した方から様々 

な意見が飛び交い、とても有意義な研修会となった。 
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(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     前回の研修を踏まえ、今回は当事者・家族の支援を考える。「グッジョブセンタ

ーみと」を運営していて必要と感じる支援や人材、事業など具体的な内容を行い、

ひきこもり問題等に対して理解を深める。 

b 担当者所見 

     ひきこもり者が 100 人いれば 100 通りの生活スタイルがあり、その人に合った

支援を行う必要がある。また、女性のひきこもりは既婚者が４分の１と多いことが

分かった。結婚し夫や子供がいても生きづらさを感じ、孤立するなどひきこもりは

一個人として誰にでもあることだと学んだ。 

     また、実際に「グッジョブセンターみと」を利用している方の声や活動内容を 

伺うことが出来た。就職したら卒業ではなく、就職してもいつでも来ていい居場所

を作ることの大切さを学んだ。 

 

(ウ) 第３回 

a スーパーバイズの狙い 

     研修の最終回である今回は、実践的な事例の紹介や今までの総括。研修会に参 

加した方が自分の「できること」と「できないこと」の限界を知り、自分にも他人

にも心が優しくなれることを念頭に講話を行った。 

b 担当者所見 

     引きこもりになるには様々な原因があり、相談・支援の仕方もそれぞれ変わっ

ていくが、要支援者が何を求め、何をしたいのかを把握する傾聴が重要である。 

     引きこもりを「充電の時間」ととらえ、「何もせずにただ見守る」ことも支援に

なる。 

     身近な者は「成果承認」（〇〇できたからえらい）をしてしまいがちだが、「存 

在承認」（いてくれてありがとう）が重要となる。このバランスを考えながら行動

を起こしていくことが大切。 

     課題の分離を学び、人間関係の悩みをコントロールする。問題を「自分の課題」

と「他者の課題」に切り分け、自分でコントロール可能な「自分の課題」のみを考

え、自分にはコントロールできない「他者の課題」は無視してしまうという方法も

ある。 

     支援には「できること」と「できないこと」があるので、自分の「できること」

と「できないこと」の限界を知り、自分にも他人にも心が優しくなれるようにして

いくことが大切である。 
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オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 8 日(金) 東京都立川市 立川市役所 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

立川市における事業の取り組みや課題について 

b 担当者所見 

若者支援を行う機関は多くの地域でネットワークが分断され、支援が十分とは

言えない状況にあり、平成２０年度より取り組みを開始した。 

初年度はユースアドバイザー養成講座という位置づけのもと、幅広い知識の習

得と各関係機関の業務内容を理解する意見交換会を実施した。平成２４年度には

立川市内に多くある定時制・通信制学校の合同学校説明会を開始し、途切れ・す

き間のない支援を行っている。今年度も６分野３１の支援機関・団体からなるネ

ットワークを活用し、定時制・通信制学校の合同説明会やネットワーク会議、支

援者研修会等で総合理解を深め、今まで以上の連携、支援を目指し取り組んでい

る。 

今回、立川市の取り組み状況を伺い、各関係機関とも連携の重要性、市の特色

を生かしたプログラムの構築が必要であると感じ、今後事業を進めていく上でと

ても参考となる視察研修となった。 

 

カ 専門職員等派遣 

    なし 

 

(2) 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年度から４年間文部科学省委託事業「訪問型家庭教育支援事業」に取り組

む中で、義務教育終了後の支援体制構築が課題として挙げられた。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

  既存の家庭教育支援チームにハローワーク、社会福祉協議会、高等学校教員等の関係

機関担当者を加えた、子供・若者支援に係る協議会設置が目標。 

 

ウ 今年度の活動 

  ・令和元年度末に協議会の設置を検討 

・形骸化している協議会の見直し 

・高萩市の支援体制についての資料作成・配布 
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(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

既存の家庭教育支援チームを中心に協議会設置に向けた要項の作成、事業の見直しを

検討している。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

高萩市では、義務教育終了後にも、切れ目のない支援を実施するための具体的な取組方

法について学び、地域人材を養成し、事業全体の向上性を図るための講習会並びにスーパ

ーバイズによる研修会を年３回ずつ実施した。 

先進地視察では東京都立川市・立川市役所へ訪問し、今後本市で事業を実施する上で糧

となる視察となった。 

また、高萩市での支援体制をまとめた、出生から社会人以降までの切れ目のない支援を

目指したパンフレットを作成、配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  99 

 ３ 千葉県松戸市 

(1) 今年度実施内容 
ア 研修会 
  なし 

 
イ 連絡会議 
  なし 

 
ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 
1 11 月 24 日(日) こどもを支えるため

に大人がささえあう 

松戸市子ども若者の支援を考え

る会 
代表 桑田 久嗣  氏 

(ア) 第１回 
a 講習会の狙い 

子どもが気軽に来れる居場所にいる大人（スタッフ）が必要な人を相談につな

げることができるための、子どもを支える大人が支えるネットワークづくり 

b 担当者所見 

     様々な団体、関係機関が参加しグループワークを通じて現状や問題点を浮き彫

りにし、子ども・若者支援についての情報共有と方向性を討議できた。今後のネ

ットワークづくりを更にどのように構築するか、次のステップへと進めていきた

い。 
 
エ スーパーバイズ 
  なし 
 
カ 専門職員等派遣 
    なし 

 
(2) 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 
・子ども若者支援に関する関係機関，地域資源が個々に活動しており，横のつながりを

持つ機会が少ない現状である。 

・青少年相談，家庭児童相談，いじめ相談専用ダイヤル，教育相談，サポートステーシ

ョンなど相談窓口を開設しているが，児童館やこども館，青少年会館などでも困りご

とを抱えた子ども・若者の相談や支援ニーズをキャッチしている現状がある。こうし
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た日常的に子どもたちが利用する施設や青少年の健全育成事業のほか，地域の支援

団体が関係機関とのつながりをもち，「子どもたちがこぼれにくい地域づくり」に向

けた支援のネットワークづくりを図ることが今後の課題である。 

 
イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

  ・子ども・若者支援に関する関係機関，施設や地域支援団体等が横のつながりを持つ機

会の提供 

・子ども・若者支援に携わる関係機関や地域支援団体と連携した人材育成機会の提（支

援体制整備に係るスーパーバイズ，講習会等の開催） 

 
ウ 今年度の活動 
  子ども若者育成支援推進法等を踏まえ、市内の相談機関，施設，教育委員会，警察，

子ども若者支援に関わる団体（少年補導員，青少年相談員，民生児童委員，社会福祉

協議会，NPO 他）等とネットワークづくりに向けた協力と連携の理解を得るためのワ

ークショップ等を令和元年１１月に開催し，子ども若者支援の実践的な取り組み、地

域における支援のネットワークづくりの必要性、具体的な課題について共有する機

会とする。それに基づき「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」実施のた

めの準備を実施する。 

 
(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

協議会未設置 

設置について検討していく 

 
(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

本市域における必要性や具体的な活動について協議，検討を要する 
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 ４ 新潟県新潟市 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

  なし 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 27 日(火) インテークシートを

用いた事例研修 

ながおか心のクリニック 

院長 中垣内 正和 氏 

2 11 月 21 日(木) インテークシートを

用いた事例研修 

同上 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     複雑化、多様化する相談内容に対応するため、相談支援の専門家（ながおかクリ

ニック院長）に実践的指導援助をお願いし、職員の相談への対応や力量向上、若者

支援事業の推進に資する。 

b 担当者所見 

     ケースについて、相談の主訴やこれまでの面談の経緯を担当相談員が説明。課題

や問題を明らかにした上で、講師から今後の相談体制の在り方や医学的な見地か

らアドバイスをいただいた。特に、実際の居場所での支援方法を具体的にいただい

たことは、たいへんよかった。 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     複雑化、多様化する相談内容に対応するため、相談支援の専門家（ながおかクリ

ニック院長）に実践的指導援助をお願いし、職員の相談への対応や力量向上、若者

支援事業の推進に資する。 

b 担当者所見 

     ケースについて、相談の主訴やこれまでの面談の経緯を担当相談員が説明。課題

や問題を明らかにした上で、講師から今後の相談体制の在り方や医学的な見地か



  102 

らアドバイスをいただいた。特に、発達障がいの疑いのある方への対応方法、両親

や身内の病歴や環境等の情報があると良いこと、また、医療機関から勧めれて来た

方への説明の仕方等を具体的にアドバイスいただいたことはたいへんよかった。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 11 月 7 日(木) 

～8 日(金) 

佐賀県子ども・若者総合相談センター（認定特定非営利活

動法人 NPO ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ･ｻﾎﾟｰﾄ･ﾌｪｲｽ）他 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

一日目は佐賀県子ども・若者総合相談センターを訪問し、認定特定非営利活動法

人 NPO ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ･ｻﾎﾟｰﾄ･ﾌｪｲｽ 谷口仁史代表理事より、佐賀県子ども・若者総合相談

センター、佐賀県ひきこもり地域センター、さが若者サポートステーション等によ

る支援体制についての説明を受けた。二日目は佐賀県健康福祉部男女参画・こども

局子ども未来課にて、佐賀県の若者支援事業について説明を受けた。 

b 担当者所見 

認定特定非営利活動法人 NPO ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ･ｻﾎﾟｰﾄ･ﾌｪｲｽ 谷口仁史代表理事より、「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」

の説明から、支援ネットワークと継続的な支援を支える人材育成の重要性を学ん

だ。特にアウトリーチ（訪問支援）が佐賀県の若者支援を支える欠くことのできな

い取組であることが分かった。また、支援と並行して子ども・若者にかかわる人材

を定期的な研修を通じて育て上げていること、そして「どんな境遇の子ども・若者

も見捨てない」という理念に感銘を受けた。 

 

カ 専門職員等派遣 

  なし 

 

(2) 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 

  新潟市若者支援協議会を設立して 8年目である。法の趣旨を生かし、若者支援センタ

ーの運営、若者支援協議会におけるネットワークづくりを通して、官民協働した支援を

推進してきた。課題としては，若者の実態の変容に対する的確な支援の在り方，協議会

のネットワークの強化等がある。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

  ・若者支援協議会の横のつながりを強化し、包括的な支援を検討する。 
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・具体的な支援方法等をスーパーバイズを通して学び、職員の資質の向上を図る。 

・若者支援センターの運営について、視察や他機関の状況把握を行っていく。 

 

ウ 今年度の活動 

  ・若者支援センターの居場所への支援者（ユースアドバイザー）の配置 

・相談員に対するスーパーバイズ（16回） 

・若者支援協議会全体会（1回）、実務代表者会（1回）、個別支援検討会議（随時） 

・若者支援先進地域（佐賀県）への視察 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・若者支援協議会全体会（協議会構成 52 の機関・団体が参加） 

・実務代表者会（協議題にかかわる 7機関・団体が参加） 

・個別支援検討会議（若者支援にかかわるケース会議） 

・にいがた若者自立応援ネット定例会（12回）、フリー相談会（12回） 

 ・若者支援に関する各種研修会開催 

 ・相談員養成講座の開催 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

 （成果） 

   今年度 26 名のユースアドバイザーが若者支援センターの居場所に配置され、若者の

見守りと支援を行い、若者同士のコミュニケーションづくりやミニ講座を通じて社会

性の育成に繋げることができた。若者支援センター相談員に対してはスーパーバイズ

によって、相談員の資質の向上を図ることができた。若者支援協議会の取組については、

特に全体会議の内容を見直すことによって、関係機関・団体相互の理解が進められ、よ

り連携が深められた。また、若者支援先進地域である佐賀県（認定特定非営利活動法人

NPO ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ･ｻﾎﾟｰﾄ･ﾌｪｲｽ等）への視察は充実したものとなった。 

（課題） 

  若者支援協議会関係機関・団体のより一層の連携強化と若者支援センターでの困難

を有する若者の実態の変化に応じた支援の在り方（相談・居場所・事業）の見直しを図

りながら、より効果的な若者支援につなげていく。 
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 ５ 静岡県浜松市 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 １月 24 日(金) 若者支援シンポジウム 

早期支援とは 

～若者の孤立を防ぐた

めに～ 

校外適応指導教室教室長 

小粥 義雄 氏    他４人 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

本市若者支援アドバイザーや支援者、そして支援を受けた当事者を講師として

招き、テーマ「早期支援とは」に沿ったパネルディスカッションを実施することで、

早期支援に向けた支援内容の相互理解や支援連携を深める。 

b 担当者所見 

市内支援機関や団体から多くの参加者が集まった。パネルディスカッションで

は、テーマに沿ってパネリストからの取組実践が紹介され、今後の支援の参考にす

ることができた。 

また、支援を受けた当事者からの意見は支援者にとって新鮮であり、支援者とし

ての立場や支援内容を再度振り返ることができるよい機会となった。重要かつ課

題と捉えている「早期支援」について、支援者同士で理解を深め、今後の支援連携

に向け「顔の思い浮かぶ関係づくり」の一歩とすることができた。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月１日(火) ＳＮＳ相談における成

果と課題 

メンタルケア協議会 

理事 西村 由紀 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     若者相談におけるＳＮＳを活用した相談のニーズが高まる中、先進的に取り組

んでいる団体から、成果や課題等を聞くことで今後の事業展開の参考にする。 
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b 担当者所見 

     青少年育成センターの職員、教育委員会指導主事を対象にＳＮＳを活用した相

談の成果、課題についてスーパーバイズを受けた。ＳＮＳ相談の実際の画面を見な

がら、相談へ入っていく順序について説明があった。また、ＳＮＳ相談を利用して

いる方の年齢や利用時間帯、曜日等の統計を教えていただいた。 

さらに、ＳＮＳ相談は文字のやりとりとなるため、相手に誤解を与えないよう、

電話や面接相談とは違った相談技法が必要となることも改めて実感することがで

きた。 

     ＳＮＳを活用した相談については、若者のニーズも高まっているため、今回スー

パーバイズを受けた内容を参考に今後の事業展開を検討していきたい。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 
10 月 17 日(木) 佐賀県子ども・若者総合相談センター 

10 月 18 日(金) 北九州市子ども・若者応援センター ＹＥＬＬ 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

・子ども・若者総合相談センターでの相談体制、施設、コンセプト 

・子ども・若者支援地域協議会の運営方法    

・今後の相談体制 等 

 

b 担当者所見 

二地域の子ども・若者総合相談センターを視察した。両センターで共通している

ことは、若者に寄り添って自立までを支える体制が整っていることである。既存の

専門支援機関を大いに活用し、それらの支援機関との連絡、調整を密に行うことが

できている。このような連携体制を進める上で大切であることとして、支援機関同

士の「信頼のある関係づくり」を両センターとも挙げていた。これは、本市の目標

としている支援機関同士の「顔の思い浮かぶ関係づくり」に通ずるものであると感

じた。逆に、両センターで異なっている部分もあった。違いはあるが、それぞれに

メリットがあることから、地域の実情に応じて相談体制等を構築していくことが

重要であると感じる。 

今回の視察で教えていただいたことを参考に、今後の協議会や若者相談体制等

について検討を重ねていきたい。 

 

カ 専門職員等派遣 

    なし 
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(2)  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 

  ・個別ケース検討会の開催方法、体制 

・年齢による支援の切れ目への対策 

・支援機関同士の情報共有、連携のあり方 

・若者の現状に合わせた協議会構成機関の選定  

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   ・各支援機関の個別ケース検討会の把握 

・高等学校教職員への若者支援の広報 

・支援者を対象の研修会を利用した連携強化 

・市民アンケート調査に基づいた現状の把握と構成機関の再構築 

 

ウ 今年度の活動 

   ・若者支援地域協議会 実務者会議４回、代表者会議２回開催 

・支援マップの改定 

・支援者対象の研修会を３回開催 

・第２期浜松市子ども・若者支援プラン策定  

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・実務者会議を年４回、代表者会議を年２回開催。 

・第２期子ども・若者支援プラン策定に向けて、年間を通じて協議の実施。 

・協議会として研修会を３回開催。 

・個別ケース検討会開催に向けた体制づくり検討。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

＜成 果＞ 

・若者支援地域協議会において、第２期プラン案協議をする中で、若者のニーズや現在

の支援内容、支援機関同士の連携について再度話し合うことができたため、支援機関

同士の連携をより一層強化することができた。 

・支援マップ「はままつホッとナビ」について、記載の支援機関の追加やメール相談の

追記等の改訂を行い、市内支援機関や高等学校、大学等へ配布した。改訂作業の中で

支援機関との情報共有を行うことができたり、配布の際に高等学校教職員とのつな

がりをもつことができたりし、若者支援の調整機関としての役割を果たすことがで

きた。 

・支援者対象の研修会を開催し、市内支援機関や  今日行く関係機関の職員同士の情
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報交換の場を設定した。これにより、機関同士で支援内容について話し合うことがで

き、「顔の思い浮かぶ関係づくり」へとつながった。 

＜課 題＞ 

・若者の困難が複雑、多様化している現状から、個別ケース検討会をスムーズに実施で

きる体制づくりについて今後も検討を重ねていく必要がある。 

・支援機関と教育機関との支援連携が十分でなく、支援につながらないまま中途退学し

てしまう等、早期支援介入が難しい。高等学校へ若者支援についての広報を続けてい

く。 

・年齢による支援の切れ目対策として、支援内容を相互理解して支援に結び付けようと

しているが、十分でない。特に義務教育終了の中学校３年生年代について課題がある。

今後も若者支援地域協議会を中心に協議を継続していく。 
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 ６ 愛知県瀬戸市 

(1) 今年度実施内容 

ア 講習会 
回数 日程 テーマ 講師 
1 8 月 7日(水) 若者の問題は本人に聞

いてみよう 
一般社団法人 若者支援事業団 

理事 菅沼 和司 氏   
2 1 月 15 日(水) 一人ひとりが自分らし

く生きられるまちへ 
日本福祉大学  
教授 野尻 紀恵 氏 

(ア) 第１回 
a 講習会の狙い 

大人や支援者が考える支援が押し付けにならぬよう「若者の気持ちは本人に聞

こう」と、メンバーのほとんどがニート・ひきこもり・不登校経験者で、さらに当

事者ならではの支援活動を行う団体の理事である講師を招いて研修会を行った。

不登校やひきこもりの子ども・若者への支援、接し方をそれぞれの立場から考える

機会とした。 

b 担当者所見 

     ひきこもりの当事者の菅沼氏の生の声（自分の場合と限定されたが）を聞き、家

族としての接し方や支援者として関わる際のポイントを学んだ。質疑応答の時間

を多くとり、付箋に質問を書き休憩時間に回収し後半に回答する形式とした。参加

者から全 58 問に及ぶ質問が寄せられ、その回答を返す中、スーパーバイザー田中

成幸氏も加わり、講師と会場でさらに活発なディスカッションとなった。 

 

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

貧困や不登校など困難を抱える子ども達の支援のため、スクールソーシャルワ

ーカーの育成とスーパーバイズを行い、さらに令和元年度には瀬戸市子ども総合

計画を策定した瀬戸市子ども・子育て会議会長でもある講師から、全国の現場での

取り組みや自身の経験等を聞き、社会的自立に悩む子ども・若者も含む一人ひとり

が自分らしく生きられるまちへ瀬戸市が近づくためのヒントをもらう事を狙いと

した。 

b 担当者所見 

     参加者は社会的自立に悩む若者本人、その家族、支援者、応援したい方、行政職

員、教員、市議会議員等の様々な立場の人であった。「こどもとは」「ふくしとは」

「子どもの権利に関すること」「貧困とは」等のキーワードから、講師の実践を交

えた話はどの立場の人にも分かりやすいものであった。また、子どもの権利や福祉、
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子ども達を主語にすることなど、改めて子ども・若者支援に取り組む時に忘れては

ならない大切なことを学ぶことができた。 
 

イ スーパーバイズ 
回数 日程 テーマ 講師 
１ 8 月 7日(水) 第１回瀬戸市子ども・

若者支援研修 

 

ＮＰＯ育て上げネットユースコ

ーディネーター・ＧＯＢエグゼ

クティブパートナー 

田中 成幸 氏 

２ 11 月 15 日(金) 第３回瀬戸市子ども

若者支援協議会 

同上 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

 昨年度からひきつづき、子ども・若者支援研修の企画に関し、相談に乗ってもら

うとともに、あまり人前で話すことが得意でない講師（ひきこもり当事者）から、

上手に意見や気持ちを引き出し、会場からの声をまた整理をしながら、支援に役立

つ方法を参加者が学ぶ場とするため依頼した。 

b 担当者所見 

 当事者のお話の中で家族としての接し方や支援者としての関わりのポイントを

教えていただいたり、参加者からの質問をカテゴリー化し、それに対して出来るだ

け多くの答えを導き支援の仕方を学ぶことができた。 

 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

      今年度設立した「子ども・若者支援地域協議会」であるため関係機関や団体、

市民と連携協力し、その効果的な支援に繋がるために、協議会のあり方や進行に

ついてスーパーバイズを受けた。 

 

b 担当者所見 

      社会の複雑化多様化の進む中、子ども・若者支援を行政や各単一の団体で行う

ことは難しく多くの分野と連携する必要があるため、委員選出においては各分

野から行ったが、多岐に渡る分野の抱える悩みや課題について共有はできるも

のの解決に繋がりにくいという課題があった。その課題について第３回目（最終

回）に、協議会の準備段階から関わっている田中氏に出席いただきアドバイスを

受けた。田中氏の幅広い知見から様々な意見や知恵を聞き、課題や優先順位等が
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整理され、また外からの視点で瀬戸市を評価してもらったことで、委員が達成感

と充実感を持ち初年度の最後の会議を終え、次年度に繋げることができた。 
 
ウ 視察 

回数 日程 視察先 
1 8 月 23 日(金) 奈良県生駒市ユースネットいこま 

(ア) 第１回 
a 視察内容 

ユースネットいこまの設置・事業内容等に関することについて生駒市の I 氏、F

氏、ユースネットいこまの H氏より説明を受け施設の見学を行った。 

【質問事項】 

① 生駒市子ども・若者ネットワーク設置までの経緯。 

② ネットワークは代表者会議・実務者会議・ケース会議を開催しているが、実際

どのような内容で開催してみえるか。体系図ではかなりの数の関係機関・支

援団体があるがどのように手を結ぶことができたのか。 

③ ユースネット生駒設置の経緯・人員体制・予算 

④ ユースネット生駒の相談実績・運営状況・行われているイベント 

（特に居場所について具体的にどのように開催され、当日はどのような状況

だったか。） 

⑤ 中学校卒業後未進学者・未就労者へのアプローチについて。 

（相談に来られないような人へのアプローチをしてみえるのか。） 

⑥ その他生駒市における子ども若者支援の特徴 

 

b 担当者所見 

①②に関して、多くの支援団体との連携が必要があると考えたため、多くの

機関に個別に説明依頼し参画してもらったことや、まちの学校、サマーセミナ

ー等で市民人材を発掘し、繋ぎ、ともに支援していることや、H氏からアウトリ

ーチのリスクと、それよりも本人のタイミングで出向いた方が後の関係性が良

いこと、母が変わることで当事者が相談に繋がる等、不登校やひきこもりの子

どもや若者と向き合う際の心構えについて学ぶことができた。 

実践からのご意見と市民を巻き込んで事業展開される熱意に、大変多くの事

を学び、本人を主体にした、彼らの生き方を応援するあり方が素晴らしいと感

じた。 
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(2) 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 30 年に開設した子育て総合支援センター(利用者支援事業基本型）において、不

登校やひきこもりに関する相談が増加していることをうけ、平成 30 年度下半期より、

地域若者サポートステーションの市役所での「若者自立就労相談」や「若者自立支援セ

ミナー」を開催し、支援者に向けてネットワークづくりのために研修会を 2 回開催し

た。また貧困家庭の子どもに向け、近隣の大学の協力のもと学習支援を市内 1 カ所で

開催しているが、希望者が多く定員超えとなっている。 
 
イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   関係機関、ＮＰＯ、市民と協働する切れ目ない支援の体制を構築するため、子ども若

者支援地域協議会を設立する。また協議会での検討を通し、社会的自立に困難を有する

子ども若者についての課題を分析し、支援体制を構築していく。 
 
ウ 今年度の活動 

  ・子ども若者地域支援協議会を設立予定 
・大学および地域交流センターの協力のもと、学習支援 2 カ所目を開所予定 
・地域若者サポートステーションによる若者自立就労相談（月１回）の継続 
・地域若者サポートステーションによる若者自立就労セミナー（年３回）の開催 
・当ネットワーク事業補助を受け子ども若者支援研修（年２回）の実施 
・不登校・ひきこもりの家族のおしゃべり会の開催（２か月に１回） 
・中学３年生、全年齢向けの相談場所リーフレットを作成配布 

 
(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

令和元年５月に子ども若者地域支援協議会を設置し、顔の見える関係作りの基礎を構

築した。 
 
(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 
今年度は、子ども・若者支援地域協議会を設置したことが大きな成果である。また、今

年度は、子ども総合計画策定の年であったため、瀬戸市の生のデータやアンケートの結果

から、現在の「瀬戸市のひきこもり状態にある若者の割合（1.68％）」や「困ったときに

相談できる窓口が整っていると回答する若者の割合（17 歳 35.5％）」が把握でき、第２章

「社会的自立に困難を有する子ども・若者の支援」について積極的な意見交換を行い、今

後５年間の活動の方向性について検討できる貴重な機会となった。その結果を受け年度

中に、子ども若者支援地域協議会より「１５歳の春を迎える君へ」「今悩んでいる君へ」
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という２種類のリーフレットを作成し、中学３年生全員と必要な方へ配布しはじめた所

である。 
 
イ 今後の課題 
子ども・若者総合支援拠点の整備を進め、これまでの「親をメインにした子育て支援」

から「子どもを主語にした子ども支援」への転換をしていきたいと考えている。 
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 ７ 滋賀県大津市 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

   なし 

 

イ 連絡会議 

   なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 9 日(金) ひきこもりについて

一緒に考える 

NPO 法人「オレンジの会」 

鈴木 美登里 氏 

2 11 月 23 日(土) ひきこもりについて 

長男と向き合った 21

年とこれから 

KHJ 全国ひきこもり家族会連合会

三重県支部「みえオレンジの

会」支部長  堀部 尚之 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

昨年、一昨年にも「ひきこもりに関する講演会」を実施しており、参加者の 6割

が一般参加者、4 割が支援者であった。当事者家族とおもわれる方の参加が多く、

悩んでおられるご家族が少しでも心が安らぐように、また、これからの解決の糸口

となることを期待している。また講師ご自身のひきこもり経験をもとにしたお話

は、当事者やその家族には大変参考になると思われる。さらに、講演会後は、ひき

こもり等困難を有する子ども・若者を支援する「大津市子ども・若者総合相談窓口」

の案内をし、どこに相談すればよいかわからない家族や当事者の方が、支援機関と

つながるきっかけとする。 

b 担当者所見 

「死なせない支援をする、死ななければ大丈夫」「勇気を出して本当に熱心に相

談するように、叩けばちゃんとどこかのドアは開かれる」「当事者とよく話すこと、

今話さないと 10 年話せなくなる」「コントロール、指示しない」「ノーを言わせる

質問をする」「本人が自分の悩み、自分のことを自分で考えるようになることが支

援の到達点」など多くのキーワードが心に響いた。何度も「どこかに相談してくだ

さい」と言っていただき、悩んでおられる家族の背中をさすりながら、そっと押し

ていただいたようであった。特に質問に対して 1 つ 1 つ丁寧にお答えいただいた

ことは、参加者に大変好評であった。 

ひきこもりについて、家族が理解し、地域、そして社会が理解をして受け入れる

ことが大切であると感じた。 
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(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

昨年、一昨年にも「ひきこもりに関する講演会」を実施しており、参加者の 6割

が一般参加者、4 割が支援者であった。当事者家族とおもわれる方の参加が多く、

悩んでおられるご家族が少しでも心が安らぐように、また、これからの解決の糸口

となることを期待している。また講師のご家族（長男）がひきこもりの経験があり、

家族としてどう向き合ったかの実話は、悩む家族にとって参考になると思われる。

さらに、講演会後は、ひきこもり等困難を有する子ども・若者を支援する「大津市

子ども・若者総合相談窓口」や就労支援団体の「滋賀県子ども・若者サポートステ

ーション」「ジョブリード」の案内をし、どこに相談すればよいかわからない家族

や当事者の方が、支援機関とつながるきっかけとする。 

b 担当者所見 

長男が不登校になってからの 21 年の道程を隠すことなく、また明るくお話いた

だき、大変ご苦労されたことを感じさせないものがあった。参加者のほとんどが市

民と思われ、共感するようにうなずいておられる方もいた。ひきこもりの家庭にお

いて、父親が関わることの大切さと、夫婦でともに力を合わせて本人を支えること

の大切さが伝わってきた。決して楽な道程ではなかったように思うが、一歩一歩な

んとか踏ん張って進めば少しずつでも前に進むと感じた。 

 

エ スーパーバイズ 

   なし 

 

オ 視察 

  なし 

 

カ 専門職員等派遣 

なし 

 

(2) 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 10 月 1 日に子ども・若者総合相談窓口の開設と同時に、子ども・若者支援

地域協議会を設置して 2 年が経過した。開設当初よりも支援機関同士の連携は深まっ

てきている。しかしながら、総合相談窓口への初回相談は家族からが多く、本人と繋が

らなかったり、相談内容が多岐にわたり解決が困難だったり、解決に時間を要するケー

スが多い。そのため今後更なるスムーズな連携強化と総合相談窓口の支援体制の強化

が重要である。 
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イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

  ・関係機関との連携強化 

  ・支援者のスキルアップ 

  ・総合相談窓口における支援体制の強化 

 

ウ 今年度の活動 

  ・子ども・若者総合相談窓口等支援機関の広報周知 

  ・子ども・若者総合相談窓口等関係機関との今後の支援に関する連携について検討 

  ・ひきこもり者支援を考えるネットワーク会議に参加し、ひきこもりに関するフォー

ラム実施の補助 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・地域協議会代表者・実務者合同会議 

・地域協議会実務者会議意見交換会を 3回実施 

・地域協議会実務者会議研修会を 1回実施 

・ひきこもりに関する講演会を 2回実施 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度は、相談事例による意見交換会を多く実施した。リスクをどう察知し、共有する

か、子ども・若者支援地域協議会等、関係機関とのネットワーク力を上げるにはどうすれ

ばいいか、など様々なテーマで各分野からの意見を共有した。相談事例による意見交換は、

支援者のスキルアップになり、またお互いを知る場として大変有効である。 

また研修会においては、精神科医からの専門的な話から、支援者にとって今後の支援の

参考になるものを得る機会となった。 

今年度の地域協議会は、参加者にとって何か得るものを持ち帰ってもらう、実りのある

会議を目指して実施した。 

今後は更なるスムーズな連携体制の強化を目指す。 
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 ８ 滋賀県彦根市 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 1 月 15 日（水）

13:00～15:00 

不登校・ニート・ひ

きこもりなど生きづ

らさのある子ども・

若者への支援 

特定非営利活動法人 仕事工房ポ

ポロ理事長 他 

中川 健史 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

「令和元年度 子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」における『支援

に携わる人材養成のための講習会』として、「彦根市子ども・若者支援地域協議会」

を構成する関係機関や地域の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、学識経験者等を講師に迎えて開催し、社会生活を円滑に営

む上での困難を有する子ども・若者を支援する「彦根市子ども・若者総合相談セン

ター」と「彦根市子ども・若者支援地域協議会」の体制の確立を引き続きめざす。 

また、特に、子ども・若者支援のための「しくみづくり」・「支援の場づくり」・

「社会づくり」を、地域の関係機関と共に引き続き進めていくこととする。 

b 担当者所見 

講師の中川さんのこれまでの子ども・若者に対する様々な支援の経験から、いく

つものするどい視点でのお話をいただいた。その時々における子ども・若者の課題

や問題に、柔軟にしなやかに対応されてきたことには、頭が下がる。 

「せっかくつながった相談先として繋がり続けること」「ひとは出会いとつなが

りを通して役割や出番を得る、そういった居場所が重要である」「様々な支援機関

がネットワークを構築すること、子ども・若者への協働実践の取組であること」と

いった話をいただいた。 

『さまざまな生きづらさのある子ども・若者』本人やその家族が、地域の中で温

かく受け入れられ応援され、その人なりの生き方が認められ、そして活躍ができ、

だれもが住みやすく、住んでいてよかったと思える地域となるように役立ててい

きたい。 
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エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 1 月 15 日（水）

15:10～17:10 

事例検討・意見交

換・ 

講師助言 

特定非営利活動法人 仕事工房ポ

ポロ理事長 他 

中川 健史 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

令和元年度「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」における『支援体制

整備に係る助言・指導等』として、協議会構成機関や地域の関係機関等の参加による

「新たな支援の場づくりを検討する会議」と「事例検討を通じて仕組みづくりを考え

る会議」を、学識経験者等（アドバイザー）を招いて開催し、社会生活を円滑に営む

上での困難を有する子ども・若者を支援する「彦根市子ども・若者総合相談センター」

と「彦根市子ども・若者支援地域協議会」の体制の確立をめざす。 

また、特に、子ども・若者支援のための「しくみづくり」・「支援の場づくり」・「社

会づくり」を、地域の関係機関と共に進めていくこととする。 

 

b 担当者所見 

今回のスーパーバイズでは、生きづらさのある若者とその家族への支援について

の事例検討を、グループでの協議検討、全体での情報共有、 講師の助言等という内

容で実施した。 

グループでの協議検討では、支援の目標や支援に必要な社会資源、自機関でできる

ことなどについて、活発な意見等をいただいた。 

講師の中川さんの「誰のための支援目標か、支援者としてとことん寄り添うマイン

ドが必要、困った人は孤立して困っている人である、社会資源がなければ作るしかな

い」という言葉が特に印象に残った。      

今回のスーパーバイズを通して、地域における生きづらさのある子ども・若者やそ

の家族の実態を出席者で共有すること、そしてその生きづらさの解消のために何か

できないかを考え、講師による助言等を聞いてその内容を深めた。このことが、次の

一歩につながればと思う。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 1 月 30 日（木）

13:30～15:30 

枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センター 

（子ども･若者総合相談センター・協議会等） 

 

(ア) 第１回 
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a 視察内容 

ニートやひきこもりなど生きづらさのある子ども・若者に対して相談や支援をし

ている事業の先進地である枚方市における「ひきこもり等子ども・若者相談支援セ

ンター」および「子ども・若者支援地域協議会」等について、その運営方法や取組

内容等を教示してもらう。 

(1) 子ども・若者総合相談センターの見学・運営方法等について 

(2) 子ども・若者支援地域協議会の運営方法等について 他 

 

b 担当者所見 

「枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センター」は、平成 25年 4月から市

が直営で開設している相談支援機関。ひきこもり等子ども・若者相談支援センターに

加え、家庭児童相談、ひとり親相談の 3つの窓口を合わせて「子ども総合相談センタ

ー」とし、相互に連携しながら子ども・若者の支援に取り組んでおられる。 

運営方法や職員体制の違いなどもあるが、特に若者の居場所「ひらぽ」に関しては、

活動を手伝いする「サポートフレンド」を市民ボランティアとして募って養成し、地

域の人も一緒に若者の支援に携わっていく仕組みは興味深いものであった。地域の

大人との関わりが、生きづらさのある子ども・若者にとって、人間関係の構築に役立

つだけでなく、子ども・若者に対する地域の理解を広めるためにも、こうしたボラン

ティアの存在意義は大きいと考える。  

今回、枚方市での取組を教示いただき、互いの取組の情報交換ができたことは、今

後の本市における子ども・若者支援のあり方を考えていくうえで、非常に貴重な機会

となった。 

 

 

(2) 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 

子どもの貧困やニート・ひきこもり等社会生活を円滑に営む上での困難を有する子

ども・若者を支援するため、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹

介その他の必要な情報の提供および助言を行う拠点として、彦根市子ども・若者総合相

談センターを平成 28 年 10 月に、同子ども・若者を包括的に支援するため、彦根市子ど

も・若者支援地域協議会を平成 28 年 12 月に、それぞれ設置し、本市における、子ど

も・若者支援の取組を始めた。平成 29 年度は、センターでの相談支援等の活動と協議

会の各種会議を数回開催し、当推進事業も活用し、地域課題の整理と施策の明確化に取

り組んだ。平成 30 年度は、前年度の活動の中で明らかになった『子ども・若者支援の

ための「しくみづくり」・「支援の場づくり」・「社会づくり」が必要である』を、地域の

関係機関と共に進めた。 
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少しずつ取組や活動を進めてきてはいるものの、課題整理が十分にできて、この地域

に必要な施策が明確になっているわけではなく、また、関係機関との連携体制が十分に

築けていることではない。また、相談体制が確立されて、協議会の存在と効果的な活動

についても明確になっているものでもなく、道半ばの状態にある。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援するため、「彦根市子

ども・若者総合相談センター」および「彦根市子ども・若者支援地域協議会」を、平成

31 年度においても設置、運営し、その体制の確立を引き続きめざしたい。平成 31 年度

も、子ども・若者支援のための「しくみづくり」・「支援の場づくり」・「社会づくり」を、

地域の関係機関と共に引き続き進めていければと考えている。 

 

ウ 今年度の活動 

①「彦根市子ども・若者総合相談センター」業務委託。 

②「彦根市子ども・若者支援地域協議会」開催。 

代表者会議：年間 1回。実務者会議：年間 3回程度。 

個別ケース検討会議：年間 2回程度開催。  

 

 

 

(3) 協議会の活動状況 

ア 代表者会議委員 交替委員 選出等（令和元年 10月までに） 

イ 代表者会議開催準備（令和元年 10月までに） 

ウ 代表者会議開催 

令和元年 11 月 21 日(木） 10 時 00 分～11時 30 分 障害者福祉センター 

内容：副会長指名、「彦根市子ども・若者支援地域協議会」「「平成 30 年度彦根市子

ども・若者支援地域協議会活動報告」、各機関からの報告(彦根市子ども・若

者総合相談センター、逓信サロン、彦根市社会福祉協議会)、令和元年度「彦

根市子ども・若者支援地域協議会」活動計画（予定）、意見交換 

実務者会議と合同開催 委員 21 名出席 

 エ 第 1回実務者会議開催 

   令和元年 11月 21 日(木） 10 時 00 分～11時 30 分 障害者福祉センター 

内容：副会長指名、「彦根市子ども・若者支援地域協議会」「「平成 30 年度彦根市子

ども・若者支援地域協議会活動報告」、各機関からの報告(彦根市子ども・若

者総合相談センター、逓信サロン、彦根市社会福祉協議会)、令和元年度「彦

根市子ども・若者支援地域協議会」活動計画（予定）、意見交換 
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代表者会議と合同開催 (実務者・担当者)12 名出席 

 オ 第 2回実務者会議開催 

令和 2年 1月 15 日（水） 15 時 10 分～17時 10 分 福祉センター別館 

内容：事例検討・意見交換・講師助言 

講師：特定非営利活動法人 仕事工房ポポロ理事長 他  中川 健史 さん 

※強化推進事業活用  25 名出席 

カ ケース会議 

必要に応じて随時開催 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

平成 31 年度(令和元年度)は、諸般の事情により、スタートは遅れたが、「彦根市子ど

も・若者総合相談センター」を開設(業務委託)し、「彦根市子ども・若者支援地域協議会」

についても、代表者会議や実務者会議等を開催し、また、子供・若者支援地域ネットワー

ク強化推進事業を活用しての講習会や支援体制整備に係る助言・指導等も実施した。 

そうして、年度当初に掲げた『社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者

を支援するため、「彦根市子ども・若者総合相談センター」および「彦根市子ども・若者

支援地域協議会」を、平成 31年度においても設置、運営し、その体制の確立を引き続き

めざす。平成 31 年度も、子ども・若者支援のための「しくみづくり」・「支援の場づくり」・

「社会づくり」を、地域の関係機関と共に引き続き進めていく。』について、少しではあ

るが、前に進んだと考える。 

第 3 回実務者会議は感染症の関係で開催を中止とすることになったため、年度末のま

とめを地域の関係機関等と共有することは出来ず、残念であったが、協議会全体の活動と

しては、次年度にもつながるものができたと考えている。 

生きづらさのある子ども・若者に対するネットワークの形成や広がりは進んでいるが、

子ども・若者支援のための「しくみづくり」・「支援の場づくり」・「社会づくり」は引き続

き取り組んでいく必要がある。この点は今後の課題でもある。 
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 ９ 大阪府吹田市 

(1) 今年度実施内容 

ア 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 26 日(火) アウトリーチ支援に

ついて 

特定非営利活動法人  

青少年自立援助センター  

事務局長 菅野 周平 氏 

2 12 月 18 日(水) 関係機関連携とチー

ム支援について 

一般社団法人キャリアブリッジ 

理事・統括責任者 白砂 明子 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

アウトリーチ支援の知識を得ることを狙いに行った。 

b 担当者所見 

合えない状況におけるひきこもりの若者のアウトリーチ支援について講義い

ただきました。支援に好意的でない対象者に対しどのようにアプローチしていく

のか学ぶ機会となった。 

吹田市においても、複合的課題を抱えた世帯が増えており、相談に来ることを

待つのではなく、相談員自身が出向いて、支援していく必要があると多くの関係

機関が認識しており、アウトリーチ支援はどこの機関においても課題となってい

ると再度認識した。   

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

子供・若者支援において、関係機関連携とチーム支援の必要性を共有することを

狙いに実施した。 

b 担当者所見 

子供・若者の現状、支援の課題等を共有し、子供・若者支援において関係機関

連携したチームでの支援が必須であることを確認した。複雑化・複合化した課題

に対応するため、一職種や一機関だけでは対応できない課題に対し一緒に支援を

行うことで、早期解決につながることを共有した。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 11 月 26 日(火) アウトリーチ支援に

ついて 

特定非営利活動法人  

青少年自立援助センター  

事務局長 菅野 周平 氏 
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2 12 月 18 日(水) 関係機関連携とチー

ム支援について 

一般社団法人キャリアブリッジ 

理事・統括責任者 白砂 明子 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     アウトリーチ支援についてグループワークを通じて、支援の現場においてアウ

トリーチをどのように行っていけばよいか具体的な方法を身に着けることを狙い

とした。 

b 担当者所見 

     アウトリーチに関しグループワークを行い、実際のアウトリーチ支援について

個別ケースのロールプレイを行うことで相談員自身の日頃の支援について振り返

るよい機会となった。                 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     関係機関と連携しながらのチーム支援についてケース事例を用いて、現場でど

のように動けばよいか、具体的な方法を身に着けることを狙いとした。 

b 担当者所見 

     関係機関との連携について、具体的にどのように支援を依頼するのか、一緒に動

いていくのか、どのようにしたら上手くいくのかを話し合いを行った。関係機関に

依頼するときの依頼の仕方、内容について話を行うことで、日頃の依頼の方法を振

り返る良い機会となった。 

     また、地域の社会資源等の活用について、支援者個々人が知っている社会資源の

情報を共有が必要であると感じた。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 12 月 3 日(火) 佐賀県子ども・若者総合相談センター 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

  佐賀県子供・若者総合相談センターや佐賀県の子供・若者に関しての支援につい

て，特にアウトリーチ支援や関係機関と連携しながらのチーム支援等、次年度以降

の参考とするための知見を得ることを目的として調査を行った。 

b 担当者所見 

佐賀県の子供・若者支援において、「どんな境遇の子供・若者も見捨てない」と

の方向性のもと、アウトリーチ支援や関係機関連携したチーム支援が行われてい

た。 
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        複雑化・複合化した課題を有する支援対象者を早期に発見し、支援を開始してい

く仕組みが、佐賀県には構築されていた。特に学校に支援に入り、早期に対象者に

つながる仕組みは、効果的であると感じた。支援が必要な世帯ほど、支援を拒んだ

り、繋がりにくい傾向にあるが、それらは、一度支援に介入し、その際の失敗が原

因であることが多いため対象者を発見、支援に誘導する際には丁寧にしていく必要

があると学んだ。 

        多くの関係機関がチームで支援しているため、より複雑化・複合化した課題を有

する世帯も課題の解決・自立につながっていると感じた。また、相談に来るのを待

つのではなく、アウトリーチによる支援を充実させることで、より幅広い人を支援

できていると感じた。当市においても、より複雑化・複合化した課題を有する子供・

若者を支援していくため、早期に支援対象者を発見し、支援していくこと、アウト

リーチによる支援、関係機関連携チームで支援すること等が重要となっており、今

後の支援の体制づくりおいて、大変参考になるものであった。 

 

(2) 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 

近年、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、児童虐待、い

じめ少年による重大事件の発生、有害情報の氾濫など、子供や若者をめぐる状況は大

変厳しいものとなっている。本市では、平成２９年３月に「吹田市子ども・若者支援

地域協議会」「子ども・若者総合相談センター」を設置した。 

平成 28 年実施の吹田市市政モニタリング調査の結果から、15 歳から 39 歳までの

ひきこもり者数は 1,700 人と推計している。また、同調査の結果では、子ども・若者

総合相談センターを知る市民の割合は、8.4％にとどまっており、子供・若者に対し

て、様々な相談窓口や利用可能な支援情報を周知する必要がある。 

子供・若者の抱える課題は、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多く、自立

に向けて、関係機関等による支援のネットワーク（横のつながり）を構築するととも

に、年齢階層で途切れることなく継続した支援（縦のつながり）を行う必要がある。 

また、支援が必要でありながら、支援に繋がっていない潜在的困難者を早期に発見

し、支援の開始を行うこと、来所できない子供・若者に対し、自宅等を訪問し、支援

を行うアウトリーチが求められている。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   ・潜在的困難者の早期発見と支援の開始 

   ・関係機関連携による支援の実施 

   ・切れ目のない支援の実施 

   ・アウトリーチによる支援の実施の強化 
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ウ 今年度の活動 

（ア）潜在的困難者の早期発見と支援の開始 

   （イ）関係機関の連携による支援の実施 

子ども・若者支援地域協議会、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議

の開催 

   （ウ）切れ目のない支援の実施 

義務教育から切れ目のない支援 

      長期化する支援に対し、年齢や制度で支援からこぼれることがないようネッ

トワークの形成 

   （エ）アウトリーチによる支援実施の強化 

       相談員研修による、アウトリーチによる支援の強化 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

ア 潜在的困難者の早期発見と支援の開始 

子ども・若者支援マップを作成し、支援機関の周知及び支援機関の連携の強化を行

った。 

地域の商業施設の祭りに出向き、出張相談会を実施し、相談機関の周知を図った。

ひきこもり女子会の開催をし、既存の相談にはつながりにくい層に対し、相談につな

がるきっかけを作った。 

子ども・若者総合相談センターにおいて幅広い相談に対応するとともに、他の相談

機関と連携した支援を行った。 

  イ 関係機関の連携による支援の実施 

子ども・若者支援地域協議会を、代表者会議１回、実務者会議２回行った。 

また、必要に応じて、個別ケース検討会議を開催した。 

  ウ 切れ目のない支援の実施 

義務教育年齢から切れ目のない支援を実施するため、中学校校長会、生徒指導部会、

スクールソーシャルワーカーと連携し、中学卒業時の支援の引継ぎについて協議した。 

長期化する支援に対し、年齢や制度で支援からこぼれることがないよう生活困窮者

自立支援センター、社会福祉協議会、地域経済振興室と、定期的に協議を行った。 

  エ アウトリーチによる支援実施の強化 

アウトリーチ支援の強化のため、アウトリーチ支援の研修を実施した。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

 地域に出向き、相談機関の周知を図ることで相談機関の認知度が低いこと、相談に対

するハードルが高いことを再認識した。潜在的困難者の早期発見と支援の開始のため、

関係機関との連携の強化及び、相談機関の周知の必要性がある。 
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 また、複合的課題を抱えた対象者を支援するため、子供・若者総合相談センターを中

心に、関係機関と連携した支援を強化していく必要がある。 

 長期化する支援に対し、制度や年齢等で切れ目のない支援体制の構築のための仕組み

作りが求められている。 

 今後も、１つの機関だけでは解決できない課題に対し支援を行うため、アウトリーチ

支援をはじめとした相談員の専門性の向上を及び、顔の見える連携体制の構築が必要と

なっていく。 
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 10 大阪府枚方市 

(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 14 日(土) 子ども・若者支援のた

めの市民講座 

ひとりで背負わず、み

んなでいっしょに考え

ませんか～ひきこもり

や不登校の子ども・若

者の自分らしい自立に

むけて～ 

【第１部】「自分らしい

自立へのステップ～ひ

きこもり支援の現場か

ら～」 

【第２部】枚方市での

相談・支援窓口の紹介 

【第１部】 

NPO 法人淡路プラッツ 

藤村 泰王 氏 

【第２部】 

(1)枚方市ひきこもり等子ども・

若者相談支援センター 

(2)（一社）あおい教育支援グル

ープ 

(3)北河内地域若者サポートステ

ーション 

(4)枚方市自立相談支援センター 

(5)枚方市不登校・ひきこもり家

族会連絡会 

2 2 月 7日 サポートフレンド講座

～ひきこもり等の子ど

も・若者かかわり講座

～ 

【第１回】『ひきこもり

状態の若者の理解と自

立へのステップ』 

NPO 法人クラウドナイン 

小林 將元 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

ひきこもりや不登校、ニート等の状態には、様々な背景があり、本人や家族だけ

が背負う問題ではなく、社会全体で一緒に考えたいと思っていることをメッセー

ジとして届けるための講座。枚方には、若者が社会につながり、自分らしい自立が
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できるように一緒に考えたいと思っている人や、その若者を支える家族の一歩を

応援したいと思っている人がいることを知ってもらうため、市内にある相談支援

窓口の情報や使い方、実際の支援の様子を、市民や支援者に周知する講座とした。

また、枚方市子ども・若者支援地域協議会の各関係機関、市内で活動する家族会の

方、若者ご本人にも、企画や準備に参加いただき、ネットワークの充実を図った。 

 

b 担当者所見 

定員を超える多くの方に参加いただき、市民のみなさんの関心とニーズの高さ

を強く感じるとともに、支援の充実の必要性を改めて自覚した。関係機関等のみな

さんと一緒に講座を作れたことで、これまでのネットワークづくりが積み重なっ

ていることを感じることができた。今後も、若者当事者、その家族、相談支援機関

がお互いに連携しあい、地域におけるネットワークづくりを進めていきたい。 

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

地域の中で、さまざまな生きづらさを感じている、ひきこもり等の子ども・若者

に対する理解者（サポートフレンド）を増やし広めるための講座。 

b 担当者所見 

ひきこもり等の背景にある生きづらさについての理解と、子ども・若者に関わ

る際の姿勢について講演いただいた。講師が支援の中で関わっている若者の姿を

通した話であり、メージが湧きやすく、理解が進んだ。この講習会を機会に、で

きるだけ多くの参加者の方が、サポートフレンドとして、地域の中の若者の味方

になっていただけるように、今後の支援体制づくりに取り組んでいきたい。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 8日(木) 相談支援に関するス

ーパーヴァイズ 

NPO 法人クラウドナイン 

理事長 小林 將元 氏 

2 10 月 24 日(木) 同上 同上 

3 12 月 12 日(木) 同上 同上 

4 1 月 22 日(水) 支援体制整備に関す

るスーパーヴァイズ 

（一社）office ドーナツトーク 

代表 田中 俊英 氏 

(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および、相談支援業務において連携

する機会が多い関係機関にて、相談事例に対する具体的な支援方法について助言
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を得ることで、支援者のスキルアップと共に、お互いの窓口の理解と連携がスムー

ズになることをねらいとする。 

b 担当者所見 

     さまざまな課題や困難な状況が重なる家族のケースについて助言をいただいた。

ポイントが整理でき、方向性が明確になったことで、今後の支援につながると感じ

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および、相談支援業務において連携

する機会が多い関係機関にて、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と共に、お互いの窓口の理解と連携がスムー

ズになることをねらいとする。 

b 担当者所見 

     生きづらさの背景に障害がある事例について、検討し、助言をいただいた。医療

と障害福祉サービスを活用した自立の方法について、より具体的に組み立ててい

くことができた。また、実際につないでいく手順や手続きまで整理し、参加者で学

ぶことができた。 

 

(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および、相談支援業務において連携

する機会が多い関係機関にて、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と共に、お互いの窓口の理解と連携がスムー

ズになることをねらいとする。 

b 担当者所見 

     自立相談支援センター（生活困窮者支援事業）および子ども総合相談センターか

ら事例提供をし、助言をいただいた。全体を俯瞰した視点での助言をいただき、多

くの気づきを得た。また、異なる窓口の事例を聞き合うことで、それぞれの窓口の

特徴や連携についても考察を深めることができた。 

 

(エ) 第４回 

a スーパーバイズの狙い 

     枚方市子ども・若者支援地域協議会の代表者会議において、困難を有する子ど

も・若者の支援を学校や行政、民間で協働して実施している講師より助言を得るこ

とで、子ども・若者支援の仕組みづくりについて理解を深めることをねらいとする。 
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b 担当者所見 

     支援現場の取り組みを聴くことで、安心・安全な場を提供することの意味など、

子ども・若者の現状について共有することができた。さらに、子ども・若者支援は

切れ目ない包括的な支援が必要であり、各機関をつなぐ役割が重要であることを

改めて学び、子ども・若者支援地域協議会の意義について理解を深めることができ

た。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 2 月 25 日(火) 東京都立川市 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

立川市子ども家庭部子ども育成課より、子ども・若者自立支援事業における、子

ども・若者自立支援ネットワークの仕組みと、そのネットワークを活かした「合同

学校相談会」の取り組みについて教えていただいた。 

また、立川市産業文化スポーツ部産業観光課より、若年者就業支援事業「マイチ

ャレンジたちかわ」の取り組みについて教えていただいた。 

b 担当者所見 

学校との連携を含めた早い段階で若い世代が支援につながることと、地域企業

との連携を含めたスモールステップとしての就労支援は、本市の課題であるため、

立川市の先進的な取り組みについて視察を行った。 

関係機関と一緒に、若者の自立のためにという思いを共有し取り組んでおられ

ることと、その中での行政としての役割について、深く学ばせていただいた。 

 

カ 専門職員等派遣 

    なし 

 

(2) 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 30 年 1 月 1 日現在の枚方市の人口は、403,989 人で、そのうち 15 歳～39 歳の

人口は、104,958 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、平成 30年 3月には「枚方市子ども・若者支援地

域協議会」として改編した。「枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議」は実務

者会議として、引き続きネットワークの充実を目指している。今後の課題としては、必
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要としている人に必要なタイミングで、各相談窓口や資源が届くよう、更なる周知・啓

発を進めること、地域との連携を見据えた就労体験・就労支援を充実させることである。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   これまでの地域協議会にて共有・連携してきた、枚方市を中心に利用できる相談窓口

や支援活動などの資源を、改めて市民に周知してもらえる機会を作る。これまで届いて

いなかった層の、困難を有する子ども・若者へ情報を届ける機会を作る。 

地元企業など地域の協力を得ながら、就労体験や就労支援につながる仕組みづくり

について検討する。 

 

ウ 今年度の活動 

   子ども・若者支援地域協議会（実務者会議 6回、代表者会議 1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（相

談・居場所支援事業・家族の会等）。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

子ども・若者支援地域協議会（実務者会議 6回、代表者会議 1回）の実施。 

子ども・若者支援地域協議会の構成機関に参画していただいた市民向けイベントを

開催。市内にある相談支援窓口の情報や使い方、実際の支援の様子を、市民や支援者に

周知する講座とした。各構成機関、市内で活動する家族会の方、若者本人にも、企画や

準備に参加いただき、ネットワークの充実を図った。 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターおよび、相談支援業務において連携する

機会が多い関係機関にて、相談事例に対する具体的な支援方法について検討し、支援者

のスキルアップと共に、お互いの窓口の理解と連携がスムーズになることをねらいと

したスーパーヴァイズを実施した。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

新たな取り組みとして、子ども・若者支援地域協議会の構成機関に参画していただい

た市民向けイベントを開催し、多くの市民に参加いただけたことはひとつの成果であ

る。今後、更に構成機関のみなさんが、主体的に参加できるような会議の場づくりを目

指していきたい。 

今年度は、社会の流れを受け、ひきこもり等の困難を有する子ども・若者やその家族

が、自分たちだけで抱え込まず、相談支援につながれるような周知を行い、相談支援の

実施に特に注力した。そのため実施できなかった就労体験や就労支援につながる仕組

みづくりについて、先進都市への視察を踏まえ、構成機関のネットワークを活用して検

討していくことは、来年度の課題である。 
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 11 島根県松江市 

(1) 今年度実施内容 

ア 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月 4 日(金) ネット世代のコミュニ

ケーション～LINE を駆

使する若者たちの現状

と課題～ 

筑波大学 

教授 土井 隆義 氏 

 (ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

それぞれの相談機関・団体においての相談受理や支援において、スマホアプリ

を媒介して SNS に対する事柄が多くなっていることから、これらの知識を得る

とともに、若者を取り巻く現状やそこから見えてくる課題について知る。 

b 担当者所見 

 LINE に依存する背景や、子どもたちが置かれている状況についてわかりやす

く説明をしていただいた。子どもたちの「見られているかもしれない不満」から

「見られていないかもしれない不安」が増大している現状を知るとともに、子ど

もたちとの関係性を築くうえで新しい視点を教えていただいたと、参加者から

はとても好評であった。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 2 月 10 日(月) 発達障がいのあるその

子らしさを大切にしよ

う「子どもの“生きづ

らさ”に気づく・理解

する・寄り添う支援と

は・・・」 

島根県東部発達障害者支援セン

ター「ウィッシュ」 

センター長 石橋 美恵子 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

相談、支援機関で支援に携わっている担当者が日頃から感じている悩みや疑問

等に関し、スーパーバイザーによるスーパーバイズを開催し、助言・指導を得る。 

      

b 担当者所見 

発達障がいの様々な特性について、具体的な事例を挙げながら詳しく説明をし

ていただいた。講師の経験に基づく内容であり、「理解から始まる支援」の言葉に
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あるとおり、その行動の背景に目を向けて支援をしていくことの大切さを知るこ

とができた。参加者からも今後の支援のヒントを得ることができたと、好評であっ

た。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 10 月 7 日(月) （１）和歌山県田辺市  

   ひきこもり者社会参加支援センター「ひなたの森」 

（２）和歌山県田辺市 

   南紀和歌山サポートステーション 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

 （１）NPO 法人ハートツリーについての状況説明 

 （２）「ひなたの森」の具体的な活動内容説明、施設見学 

 （３）南紀若者サービスステーションについての状況説明 

 （４）若者サービスステーション With You 南紀の取組みについての状況説明 

 

b 担当者所見 

田辺市では、不登校生徒の相談支援員の手探りの活動が行政への働きかけにな

り、全国に先駆けて「引きこもり専用相談窓口」が設置された。さらに、ひきこも

り青年の居場所の必要性から民間の「ハートツリー」が開所され、財政的な問題や

就労へつなぐ課題など多くの問題を少しずつ乗り越えられ、支援者に対する熱意

が強く感じられた。 

また、引きこもり者社会参加支援センター「ひなたの森」は民家を利用した施設

であるが、温かい雰囲気があり、支援者が来やすい心安らぐ空間であることが感じ

られた。 

生活のリズムづくりからスタートし人間関係を築いていくこと、居場所から出

る社会体験、本人・家族の心の支援、さらに自前の焼き菓子工房やカフェ等の収益

事業がしっかりつながっており、後述の若者サポートステーションともども一貫

して行っていることが強みとなっている。 

若者サポートステーション With You は、総合相談窓口として病気や障がいの

相談も多く、ひきこもりについては保護者からの相談が多いのも特徴である。学校

関係の協力を得て、在学中の高校生や就職希望の中 3 生徒との面談や相談に学校

や家庭に出向くなど地域ネットワークを活用する伴走型支援を行っている。高校

生では、在学が危ぶまれる生徒に対応したり、障がいのある方には病院への受診同

行や福祉関係の申請書の書き方等を説明したりするなど、NPO ならではの支援を行
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っており、伴走型支援や連携による支援の重要性をあらためて知ることができた。 

 

(2) 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 

  松江市においては、子ども・若者育成支援推進法に定める「子ども・若者支援地域協

議会」の設置はないが、実務的なネットワークとして「松江市青少年支援連絡会」を組

織し、総会とセミナーを開催している。子ども・若者を支援する上では、それぞれの機

関・団体が有する情報の共有化と補完をし合うなど、密度の高い連携が必要である。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   「松江市青少年支援連絡会」を構成する関係機関の実質業務を担当する者同士が一堂

に会し、それぞれの機関・団体が有する問題事項の共有と、その解決を図ることを目的

とする「担当者連絡会議」を開催する。 

 

ウ 今年度の活動 

１．子ども・若者に対する伴走型な支援を効果的に実施するための松江市青少年連絡会

の活性化と連携強化 

２．カウンセリング技能を身につけ、様々な相談者に対応した相談と支援の実施 

３．個々の能力・実情に応じた学習支援の実施 

４．不登校生徒に対する居場所の提供と学習支援に向けた取り組みの推進 

５．職場体験の実施と就労に向けた取り組みの実施 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

 

ア 協議会の役割 

社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者に対し、地域の関係機関が連携し、

必要な支援を早期かつ円滑に行う。 

イ 主な取組内容 

 各機関の情報や意見交換及び連携、支援に関わる人材の養成など 

ウ 今後の課題 

   各機関の相談窓口との連携 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

昨年度に引き続き、今年度も著名な講師を招聘して講習会ができ、子ども・若者の支援

に関わる相談員や学校関係者などのスキルアップを図ることができた。 

また、「松江市青少年支援連絡会」を構成する関係機関の支援担当者による「担当者連
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絡会議」を開催し、顔の見える関係を築くことができた。 

今後はこの「担当者連絡会議」を定期的に開催し、不登校やひきこもりなど、困難を有

する子ども・若者に対して、各機関が連携して支援することが必要となっている。 
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 12 岡山県津山市 

(1) 今年度実施内容 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 12 月 21 日(土) 本人の困り感とその

背景にある発達障害

の特性を知ろう 

ペアレントメンター 

二木 幸子 氏 

当事者家族 

(ア)  第１回 

a 講習会の狙い 

社会生活を円滑に送る上で支援が必要な対象について理解を深め、適切な支援

が行えるよう、発達障害のある不登校経験者を支援してきた 2 名をお招きして体

験談などを伺う。 

b 担当者所見 

発達障害の特性が不登校のきっかけになった方の手記を発表していただき、有

意義な講習会になった。 

 

カ 専門職員等派遣 

回数 日程 業務 派遣専門職員等 

1 8 月 7日(水) 支援機関からの情報提

供を受ける際に必要と

なる事項の助言 

臨床心理士コラボオフィス目黒 

植山 起佐子 氏 

2 8 月 28 日(水) 総合相談センターの整

備方針に関する助言 

同上 

3 9 月 4日(水) 継続相談中の事案につ

いてより適切な面談を

実施できるよう助言 

同上 

4 9 月 11 日(水) 継続相談中の事案につ

いてより適切な面談を

実施できるよう助言 

同上 

5 9 月 19 日(木) 継続相談中の事案につ

いてより適切な面談を

実施できるよう助言 

同上 

6 9 月 26 日(木) 相談者や支援対象者と

の初回面談の進め方等

の方策等についての助

言 

同上 
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7 9 月 27 日(金) 相談者や支援対象者と

の初回面談の進め方等

の方策等についての助

言 

同上 

8 9 月 30 日(月) 総合相談センターの整

備方針に関する助言 

(関係機関との具体的協

働策等) 

同上 

9 10 月 1 日(火) 中学校との連携に際し

支援の進め方に関する

実務 

津山市スクールカウンセラー 

植月 和枝 氏 

10 10 月 8 日(火) 中学校の具体事案のア

セスメント 

同上 

11 10 月 15日(火) 同上 同上 

12 10 月 29日(火) 同上 同上 

13 11 月 5 日(火) 同上 同上 

14 11 月 13日(水) 中学校の具体事案につ

いて支援方針作成 

同上 

15 11 月 21日(木) 中学高校連絡会にて相

談の受付 

同上 

16 11 月 27日(水) 中学校の具体事案につ

いて支援方針作成 

同上 

17 12 月 11日(水) 中学校校内研修にて進

路保障の重要性を指導 

臨床心理士コラボオフィス目黒 

植山 起佐子 氏 

18 12 月 16日(月) 本人を交えたケース会

議開催について助言 

同上 

19 12 月 18日(水) 病院からのリファーに

際し助言 

同上 

20 12 月 18日(水) 中学校の具体事案につ

いて支援方針作成 

同上 

21 12 月 25日(水) 同上 同上 

22 １月 9日(木) 同上 同上 

23 1 月 16 日(木) 同上 同上 

24 1 月 27 日(月) 個別事案について支援

方針作成 

同上 
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(ア) 第 1期第１回 

a 専門職員等派遣の狙い 

教育相談センターと総合相談窓口が合同で研修を行なうことにより、総合相談

センターや地域内の社会資源の役割の明確化に資する。 

b 担当者所見 

・小中学校の特別支援学級に所属する児童生徒については、特別支援計画を作成す

ることになっているが、関係機関との情報共有がなされていない現状を認識した。 

・母との共依存状態になっているような事案であるが、母に対していきなり理解を

求めるのではなく、人間関係を構築しながら、徐々にお伝えしていかなければな

らないことがわかった。 

・本人理解のための観察ポイントを指摘していただき、今後の関わりの際の参考に

する。 

 

(イ) 第 1期第２回 

a 専門職員等派遣の狙い 

津山市第５次総合計画の中期実施計画の見直し時期に際し、総合相談センター

を主要事業として位置づけるための助言をいただく。 

b 担当者所見 

・事業実施により、扶助費が抑制されることや外国人労働者の受入れるほど労働者

を必要としている中で貴重な労働力が確保できることを理解すること。 

・サポーター制度について、支援のセミプロになれるような養成プログラムが必要

である。 

・当事者だけのグループ（セルフヘルプグループ）に専門家を加えたグループが必

要であり、立ち上げに際しては行政からの支援が必要である。 

・当事者を「支援の対象者」として区別してしまわず、「協力者」として依頼する方

法もある。 

・子ども食堂など居場所づくりを推進する際、補助金の案内だけにとどまらず、興

味関心を持つ一般市民が集い知り合いになれる機会を研修会や説明会として提

供し、グループ作りの機会を設けることも必要である。 

・支援の進行に従って変化が読み取れるように、評価基準を作成すること。初回面

談で、相談が始まったときの評価ができるようにすること。 

・学校の制度疲労が起きている。参考として東京大学先端科学技術研究センター「異

才発掘プロジェクト」。 
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(ウ) 第 1期第３回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

具体的な事案について、助言をいただく。 

b 担当者所見 

① ケース A 

     ・ここだったら何かしてもらえると思ってもらえるように、安心感を与える働き

かけが必要 

     ・母親からは、困り感を聴く、ご希望を伺うという姿勢で対峙する。家庭訪問を

続けているが、他の家族を気にせず話せるよう来談を促す。 

     ・父親にも同席してもらう。 

      ・本人の興味関心、何をしているときに集中しているか、自分から進んでする手

伝いは何かなど伺い、地域や社会とのゆるやかな絆を模索すること。 

② ケース B 

        ・本人の作品が評価を受けるとよい。作品を発表しないのは自信がないから。発

信するきっかけを作る。 

     ・本人が言ったことは、本人の発想を理解するヒントになる。それに対する母の

発言もヒントになる。 

     ・母親の求める居場所について、自らが関わって立ち上げることを提案する。 

③ ケース C 

     ・18 歳到達により要保護児童ではなくなることから、虐待対応部署から別の部

署に移管されるが、総合相談センターとしては様子やタイミングを見て関わ

っていくこと。 

④ ケース D 

      ・空間認知が難しいので、書き写しができない。数的概念が形成されているかど

うかの見極めが必要。 

     ・本人の気持ちを伝えてもらうために、言えないなら書く、書けないなら録音し

てみる、など、無理なく伝えられるツールを考え、伝えやすい形で教えてもら

う。 

     ・エネルギーの配分を自分が覚える訓練（体のコントロール）が必要 

     ・進路決定に時間がかかる場合が多いので、中学 2年の今から考えるのがよい 

 

(エ) 第 1期第４回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

具体的な事案について、助言をいただく。 

b 担当者所見 

① A 本人へのアプローチ 
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     ・本人にとって「お得な」情報を提供する。（例：医療費補助制度、高校通信課

程、原付免許の取得方法） 

     ・得意分野で自信をつけるよう促す。（例：作品をネットで公開する） 

    ・現状のままでは、なりたい自分になれる可能性が減っていくことを話し合い、

どうしていったらいいかを一緒に考える 

② Aの母親へのアプローチ 

     ・押し続けると相手はどんどん退いていくので、一緒に悩み考える 

     ・困り感を受け取ったときに、つぶやくようにして道しるべを示す 

     ・心に余裕がありそうなタイミングをつかむ 

③ Aの父親について 

 ・父を中心にしてこの家をどう回すかを「見立てる」人（機関）がいる 

④ 支援者の心得 

・基本的には、「あなたやあなたの家族の人生が豊かになってほしい」という気

持ちをいつも前面に出す、出さなくても感じ取ってもらえる関係になる 

・支援活動の法的根拠を確認しておく 

 

 (オ)第 1期第５回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

具体的な事案について、助言をいただく。 

b 担当者所見 

① 関係機関との接点 

     ・保健師は定期健康診断の受診状況などをきっかけにつながっていける。保健師

から総合相談窓口を紹介してもらう。 

     ・総合相談窓口は、関係機関が重要な役割を担っていることを意識し、協力に対

する感謝の姿勢を前面に出す 

     ・非公式に入手した情報は、場合によっては関係者を巻き込んで共に守秘する。 

②  B の母へのアプローチ 

・母に総合相談窓口の存在を伝える 

    ・母ら保護者の承認を得たうえで本人と接触する 

    ・自分にとってどういう「得」になるかが伝わると母は動く 

・保健師が訪問するとき、母に紹介してもらう 

    ・母が保健師に話があるようなら、状況により退席する 

・祖母の施設入所について第三者の意見は聞かなくても、子どもの言葉は聞く可

能性があることを利用できる  

③  B 本人へのアプローチ 

     ・学び直し事業を紹介し、チラシを読んだり理解したりできないようなら、口頭
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で説明する。受け取ったときの表情をよく見ておく。不登校に関して、自分が

悪いとか弱いとかではなく、学習分野の分かっていないところからやり直せ

ば良い、と伝える。 

 

(カ) 第 1期第６回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

具体的な事案について、助言をいただく。 

b 担当者所見 

① A の母との面談での諸注意 

     ・愚痴も含めて母の本音が聞けるといい 

     ・家でのストーリーを聞く  

     ・ここに来ると楽になる、すっきりする、という気持ちになるように 

     ・Aに対してどう接してきたか問う 

② 本人について 

・支援の必要な人にとって農業はとてもいい職業 

   ・第三者が来ると逃げるのは、どう評価されているかを不安に思う気持ちから。 

挨拶の仕方もどうすればいいか、教わっていないのではないか。挨拶した後、

どう対話を続けたらいいのか分からないこともある。 

③ B の母との面談での諸注意 

    ・B へのアプローチの失敗談を尋ねる。 

・母が無意識のうちに自立を阻んでいるかもしれない。母の役割を果たしてきて

いないかもしれないので、慎重に触れる。 

・Bが自分で興味を持って動いたことは何か探る 

④ B の両親に揃って面談に来ていただく（家族関係がより見えてくる） 

     ・一方のみが話すようなら、話していない方に話を振る 

     ・二人の考えが違うときは、「お二人の考えが違いますね」と調整していく 

     ・最終的に親としてどうしたらいいと思うかにもっていく 

⑤ B 本人について 

     ・家事を任せる、いつ動くのか自分のペースで決める 

    ・きょうだいの帰省が家族のイベントになるのではないか 

     ・どんなニュースに興味があるか、ヒントになる 

⑥ 動機付け面接の研修について、資格を持った人を招いてワークショップを開催

するのがよい。 

⑦ 相談業務の基本中の基本は「分かってもらえた」と思ってもらうこと 

     ・困ってこんがらがっていることを机の上に出し、客観的にひもといていく方法

を一緒に考える 
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     ・相談者はキャナル（運河）を作る職人、どちらに向けて運河を掘るかが大切 

⑧ インテークについて 

     ・単純に返すだけでは相手はどんどん防衛的になっていき、人は動かない 

     ・「変わりたいのに変われない」人が諦めて「もうこのままでいい」と言わせて

はいけない 

     ・おおまかなイメージをつかみ、「みたて」をする 

     ・あなたについて、このようにみたてをしました、と告げる 

     ・ここでやれることは○○です 

     ・判断に迷うことは即答せず「預かって帰る」ことが大切 

 

(キ) 第 1期第７回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

具体的な事案について、助言をいただく。 

b 担当者所見 

①Aとの初回面談について 

    ・初回は短時間で、自己紹介を中心に進める。 

    ・家族が同席でないほうがいい場合は、家族に対して外出を依頼する。 

    ・あなたの相談に来ているので、あなたが伝えてもいいと言うこと以外は家族には

言わないこと、自分がしんどいと思うことは言わなくていい、無理して話さなく

ていい、と伝える。 

・この人に相談すると何か良いことがあるかも、と思ってもらう。 

    ②B ケース 

・教育相談センター訪問に際し居留守にする可能性として、ア）訪問者は在宅を確

信できるが、被訪問者は訪問者に気づかなかった、イ）居留守がわざとであれば、

定期訪問が負担なのかもしれない。圧をかけないように、持続可能な方法を探るこ

と。 

④ C ケース 

・学び直し事業で２学期中にどの程度まで到達したいと本人が思っているのか確

認すること。 

・家に帰って疲れすぎていないか、確認。自閉症の特徴のひとつに過集中がある。

（エネルギーの使い方、配分が下手） 

・評価については、小学６年の内容が終了したところで、力試しをする。理解が進

んでいなければ、やり直す。立ち戻るとできる、という経験を繰り返す。 

・今後は、11 月初旬を目途に担任と情報共有する。受験までのスケジュールを確

認する。高校のイメージを持つ。決断は、本人がすること。 
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(ク) 第 1期第８回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

第 2期の進め方について、助言をいただく。 

b 担当者所見 

進め方 

① 中学校は、3 年生のうち 30 日以上不登校の生徒について、不登校アセスメン

トシートを作成し、市教育委員会学校教育課に提出する 

② 総合相談窓口は、学校教育課に対し、アセスメントシートと「支援対象者リス

ト」の共有を求める。 

③ 第 2期の専門家（スクールカウンセラー）は、上記①のうち、10 月に中学校

で開催する進路説明会に来なかった生徒を対象に、個別面接を進める。 

本事業の対象として抽出する条件は、要保護児童でないこと、教育相談セン

ターとも接点がないこと、特別支援学級在籍でないこと、とする。 

④ スクールカウンセラーと担任が、対象者について情報共有する 

⑤ スクールカウンセラーと担任が、対象者の家庭訪問または面談 

⑥ 高校受験の願書など進路に向けた具体的な動きが見られなかったら総合相談

窓口を紹介してもらう。 

 ・総合相談窓口は子ども若者支援地域協議会の調整機関も兼ねているため、調

整機関としての役割も試行する。 

 

(ケ) 第２期第１回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

第 2期の進め方について、対象中学校の意見をいただきながら検討する。 

b 担当者所見 

 

(コ) 第 2期第２～５回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

対象中学校第 3学年在学中で 30 日以上不登校の生徒のうち、適応指導教室など

の機関が関わっておらず、卒業後の支援継続が困難であると見込まれる事案につ

いて、教頭、学年主任、担任から聞き取りを行なうとともに今後の方針を確認

し、アセスメントを実施する。 

b 担当者所見 

  総合相談センターが介入する前の段階として、各事案について丁寧な聞き取り

と学校側の方針の確認が必要であると感じた。 
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(サ) 第２期第６回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学校の具体事案について支援方針作成 

b 担当者所見 

  比較的規模が大きい学校であるため、事案が多く、絞り込みに苦慮した。 

 

(シ) 第２期第７回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学高校連絡会にて相談の受付 

b 担当者所見 

① 高校休学中の事案について情報提供いただき、他市在住の方ではあるが、住所

地の保健師と連携していただくよう助言ができた。 

② 高校の教育相談担当者との顔つなぎができた。高校中退済、不登校、転学等検

討中といった方がいる旨情報を受けた。 

③ 高校に進学したが不登校状態の生徒について、中学校教諭から相談を受けた。

支援者の支援をする立場も必要であると感じた。 

 

(ス) 第２期第８回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学校の具体事案について支援方針作成 

b 担当者所見 

    ・当事業第 3期で継続して支援ができるように準備ができた。 

 

（セ) 第３期第１回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学校校内研修の機会を利用して進路保障の重要性を理解する 

b 担当者所見 

 専門職員から次の点について解説いただき、卒業後の支援機関のひとつとして当

センターを紹介した。 

① 子ども若者育成支援法を含めて不登校と学校現場が守るべき法令 

② 義務教育時点での到達目標 

③  不登校の機序 

 

（ソ) 第３期第２回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

本人を交えたケース会議開催について重要な点を確認 
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b 担当者所見 

10 代後半の本人が「大人になってこけた人（この場合は反社会的行動を取った人）

は元があるから立ち直れる、子どものころにこけたら元がないから立ち上がれない」

と発言したことを重く受け止めなければならない。本人の思いを聴き取ったうえで、

各支援機関の役割を本人に的確に伝え、社会のルールの中で頼り頼られる関係を築

くための準備を行なった。 

 

（タ) 第３期第３回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

病院からのリファーに際し、病院とセンターの双方が重要な点を確認 

b 担当者所見 

 家族の死という大きなできごとをきっかけに、家族のそれぞれの思いをくみ取っ

て家族を再構築する。現段階で、各支援者は各自が会える人に接し、他の家族に対

する思いを聴き取って支援者同士が共有すると同時に、センターは会える人を増や

していく。 

 

（チ) 第３期第４回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学校の具体事案について支援方針作成 

b 担当者所見 

  不登校 30日以上の生徒のうち、適応指導教室などが支援できていない事案につ

いて、直近の進路希望を確認した。進路希望が出ない生徒 2人について、2学期の

面談の機会を利用して、生徒本人や保護者にセンターの業務を紹介できるように

準備をした。 

 

（ツ) 第３期第５回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学校の具体事案について支援方針作成 

b 担当者所見 

担任が面談したところ、中学 3年生徒本人からは、高校通信課程を希望する、と

か、3学期からは頑張って登校しようと思う、などの発言があったが、その場しの

ぎの発言らしい。担任は、3学期からどのような条件が整えば登校できるのか確認

すること。視力が悪いならばどの程度なのか確認すること。本人の進路希望の聴き

取りや登校条件の確認をしていく中で、センターの業務紹介をするタイミングは、

熟慮のこと。 
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（テ) 第３期第６回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学校の具体事案について支援方針作成。当事者の母を交えた支援会議とその前

後での助言 

b 担当者所見 

・当事者の母が入室する前の打合せでは、家庭内での様子や支援者支援の状況を確認 

・当事者の母を交えた支援会議では、当事者の近況や家族との関係、進路選択につい

て聴き取り。 

・当事者の母が退室後、受験のスケジュールを意識できるよう図示することを助言。

面接練習の方法についても動画を導入する提案。当事者の家庭の文化とその中での

当事者の育ちについて解説をいただいた。 

 

（ト) 第３期第７回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

中学校の具体事案について支援方針作成 

b 担当者所見 

① ケ ース検討会議でのアドバイスなど 

・子どもは難しい環境で育っている。 

・中学入学後 1年間は比較的落ち着いていた。学年状況（教員の異動やクラス替え）

が変わる中で行動のコントロールがうまくいかなくなった。 

・小学校低学年から学習面でのつまずきもありそうだ。 

・自尊感情を保つための自己防衛として、自信が持てない自分をどうやってカモフラ

ージュするか、その方法として無意識に行動で注目され、承認欲求を満たそうとし

ていたと考えられる。 

・学校規模が大きいので、一人一人への対応が難しかったこともあり、本人たちのひ

っこみがつかなくなった状態といえるのではないか。 

・保護者も育ちきっておらず、一般社会とは異なる文化を持っている。家庭に対する

サポートも入れないと難しい。家庭の文化は否定できないが、より適切な方法を学

んだ方が得になることを学習してほしい。 

・今回の対応で警察という大きな力で枠をはめた。今後、他者を恨むのでなく、本人

がどう納得するかが課題。 

 

② 研修会でのコメント 

各人が「普通」と思っている「普通」がそれぞれ違うのは仕方ない。対立構造

を作らないよう、解消方法を考えなければならない。保護者自身の学校体験が悪

いと客観的な判断ができない。認知行動療法があるが、気持ちや見方によって行
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動が変わる。子ども支援のために大人力を向上させたい。 

（ナ) 第３期第８回 

 a 専門職員等派遣の狙い 

18 歳到達により児童相談所や要保護児童対策地域協議会の支援対象外となった

具体事案について支援方針作成 

b 担当者所見 

・児童相談所の支援対象外となることについて、例外が認められないか法的根拠を確

認のこと。 

・医療機関受診に際し、保健師が同行できるよう調整すること。 

・身の回りの必要経費について親権者が負担するよう契約を見直すこと 

 

(2) 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 30 年 11 月に津山市子ども・若者支援地域協議会を設置した。相談窓口の周知

と支援対象者の把握が課題である。 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   ニートやひきこもりなどの当事者に対する理解を深めるとともに、相談窓口の周知

もねらった研修会を開催する。相談窓口を周知するため、中学生を対象に案内リーフレ

ットを配付する。そのほか、広報紙や SNS を活用して周知をはかる。中学校 3年生で、

卒業後に無支援の可能性がある生徒について、できるだけ早期に支援が開始できるよ

うに学校と情報共有を図る。 

ウ 今年度の活動 

 ・関係する会議を開催した際に相談窓口の案内リーフレットを配付した。 

・広報紙に掲載して相談窓口の周知をはかった。 

・中学校 3年生で卒業後に無支援になる可能性がある生徒について学校と情報共有を行

った。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

 ・岡山県から学び直し推進事業を受託することにより、ニートやひきこもりの子ども若者

の居場所や行き先としてまなびの場を提案できる体制ができた。 

 ・協議会を設置してから、関係部署や他機関と連絡を取り合う機会が増えた。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

 ・講習会を通して、発達障害者支援について理解を深めることができた。特に当事者の家

族やメンターの実体験をお話しいただくことにより、来場者に身近な事象として捉えて

もらうことができた。 
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 ・専門家派遣事業では、合計２４回に渡って臨床心理士やスクールカウンセラーから貴重

な助言をいただいた。協議会を設置し個別支援に際して不安を抱えている中で、歩みを

進めることができた。今後は、さらに関係各所との連携を進め、互いに顔の見える位置

で支え合える関係を保ちたい。担当者が替わっても支援体制が継続されるようわかりや

すく記録を整備し残していくことが課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  148 

 13 岡山県玉野市 

(1) 今年度実施内容 
ア 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 
1 2 月 6日(木) 子ども・若者育成支援

推進法の理念の理解と

具現化について 

CPCOM 臨床心理士コラボオフィス

目黒 

岡山県スクールカウンセラー 

植山 起佐子 氏 

(ア) 第１回 
a 講習会の狙い 

不登校・ひきこもり等の困難を有する子ども・若者の状況について、市内の就学

前園の教師・保育士、小中高等学校の教師および保健師等の支援者を対象にして、

本法の理念、協議会設置の意義や具体的な事例も含め、知識と理解を深める。 
b 担当者所見 

     協議会運営の担当者より、協議会設置について、その意義や役割について説明を

行った。加えて、講師より本法の理念をいかに理解し、具現化していくために、指

導・支援にあたる「大人」ができることについて、子ども・若者支援における豊富

や知見・経験に伴う具体的事例を交えた講演内容であった。乳幼児期・学齢期にお

ける支援体制の構築が未来へつながることの重要性をあらためて強調され、参加

者への勇気づけにつながった。 
 
イ 視察 

回数 日程 視察先 
1 10 月 18 日(金) 名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課 

名古屋市子ども・若者総合相談センター 

(ア) 第１回 
a 視察内容 

名古屋市の子ども・若者支援における概要、子ども・若者支援地域協議会の運営、

総合相談センターの取り組みについて、各担当者から説明を受け、関係機関とのネ

ットワーク構築、アウトリーチ支援やネット相談における成果や課題等について

意見交換を行い、その後移動してセンター施設見学を行った。 

b 担当者所見 

名古屋市は協議会設置以前から、次世代育成会議や引きこもり施策のモデル事

業を経て、平成 25年度に協議会と総合相談センターを設置している。特に総合相

談センターの取り組みは先進的かつ積極的であり、多数ある官民の支援機関をつ

なぐネットワークの核として機能している。 
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年間での相談実績の多さだけではなく、アウトリーチによる支援に積極的に取

り組み、居場所機能を果たすオープン交流スペースの設置など、要支援者の状態や

ニーズにあわせて的確かつ柔軟な支援体制が整っている。 

また、昨年１ヶ月間のトライアル事業として SNS からリアル相談につなげるた

めの「LINE 相談」実施しており、相談者の約３分の１がリアル相談につながった

という成果もあり、たいへん参考となる事業展開についてうかがうことができた。 

 

(2) 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 

本市においては平成 21 年度より、教育委員会、健康増進課、備前保健所が参加し、

「不登校・引きこもり支援連絡会」を定期的に開催してきており、平成 29年度の「子

ども・若者支援地域協議会」設置につながった。協議会設置により、新たに警察や就労、

民間団体も加わったが、効果的な協働連携については、まずは互いの機関同士が理解し

あう模索の段階であり、一つずつ成功事例を積み重ねながら、より良い連携を構築して

いきたい。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   設置してまだ日が浅い協議会であるので、実務者会議を年 4回設定して、確実に実施

する。会議では困難事例について互いに共有しあうことで、まずは担当者レベルでの連

携を構築する。実務者会議での成果を代表者会議でも共有することで、より効果的な協

働連携を構築することで、上記課題を克服したい。 

 

ウ 今年度の活動 

   子ども・若者支援地域協議会代表者会議（年 1回） 

子ども・若者支援地域協議会実務者会議（年 4回） 

教員・保健師など子ども・若者支援に携わる関係者への合同研修会（年 2回） 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

子ども・若者支援地域協議会代表者会議（年 1回：R2.1）、子ども・若者支援地域協議

会実務者会議（年 4回：R1.5、9、12、R2.3 予定）を実施した。 

代表者会議では、協議会設置について、本法とともに説明を行い、子ども・若者総合相

談センターの昨年度の相談実績について報告を行った。出席者からは、就学前の家庭（保

護者）含めた支援や、高等学校中退者や通信高校に所属している生徒への支援の必要性な

どが指摘された。実務者会議では、小中学校の不登校状況、福祉部局のひきこもり施策、

サポートステーションの相談状況などの報告、中学校卒業後に所属のないひきこもり状

態の若者について事例検討などを行った。 
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子供・若者育成支援のための地域連携推進事業（中国・四国ブロック：R1.10）での事

例検討において、本市の子ども・若者総合相談センターの取組について発表を行った。 
 
(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

地域におけるネットワークの推進のために、計画的な実務者会議の実施を協議会設置

から継続することで、本市の相談センターでの学齢期以降の相談実績の増加につながっ

ている。本市の取組について、中国・四国ブロックの場で発表できたことは大きな成果で

あったと考えられる。 
一方で、若者のひきこもり・ニートの相談事例については、単一の相談機関のみの対応

では限界があり、要支援者の心身ともの状態によって、多角的な支援の組み合わせが必要

となるため、関係機関との連携については、より実効性のあるものに整備していくことが

課題である考えられる。 
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(1)  今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 27 日(火)  

15:00~17:00  

困っている子ども若者

は見えないよ    ~

よい応援や相談はどう

したらできるか~ 

認定 NPO 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 氏 

2 8 月 27 日(火)  

19:00~21:00 

困っている子ども若者

の支援について 

同上 

3 2 月 4日(火)  

15:00~17:00 

勝央町はぐくみサポー

ターの役割とは？ 

NPO 法人志塾フリースクール岡山  

統括アドバイザー 村本 和孝 氏 

事務局長 渡辺 喜久美 氏 

支援スタッフ 古木 昇汰 氏 

 (ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

参加者同士が知り合い仲良くなっていただく。 

b 担当者所見 

専門家や実務者を対象に開催した。井村氏の最近の活動の中から少年院での 

学習支援をご紹介いただいた。その後、5~6 名のグループでテーマに沿って話 

し合う形式で進めた。「これまで関わった子ども・若者の事例」を個々で考 

え、自己紹介と共にグループ内で発表した。グループで出た意見を全体共有す 

る際に、井村氏の経験と知識を交えながら話を深めた。最後に、ツイッター 

で、町内の小学生から、「学校が始まるのが嫌なので死にます」という一報が 

入ったらどうするか、についてグループ内で話し合った。 

今回の講習会は、「知り合って仲良くなっていただくことが支援への第一 

歩」という考えで開催したが、同じグループになった方同士が、様々な立場の 

方の意見を聞いて共感し、関心を持つことができ、狙いが達成できたと思う。 

 14 岡山県勝央町 
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 井村氏からは、「困っている子の声をいかに想像できるか」「知ることが大事 

な支援」というメッセージもいただき、『地域の結びつきをサポーターネット 

で作る』ことが、我々の役目だと感じた。 

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

『自立』をテーマに、困っている子ども若者の支援について小規模グループで

考える。 

b 担当者所見 

 議員、愛育委員、栄養委員、民生児童委員、はぐくみサポーター、家庭教育支

援チーム員など、町民対象の講習会を開催した。 

井村氏の最近の活動の中から少年院での学習支援をご紹介いただいた。その

後、6名のグループでテーマに沿って話し合う形式で進めた。 

      井村氏が関わってきた青年の事例を基に、「今、この青年に出会ったら、何が

できるか」を考え、グループ内で意見交換した後、全体共有した。「威圧的、強

制的に働かせるのではなく、まずは手伝ってもらう」「この子の特性を知った上

で接する」「排除せずに、この子に何をしてやれるか」「支援している人を間接的

に応援する。おにぎりを作って行くなど。」と、様々な意見が出た。井村氏の現

在の活動や思いを盛り込みながらコメントしていただき、子どもたちの自立に

向けて、自分たちに何ができるか考えを深めることができた。 

 

(ウ) 第３回 

a 講習会の狙い 

勝央町はぐくみサポーター登録者を対象に、1年間の活動の振返りと、活動

を行う中での悩みや疑問を共有する。小グループで話し合うことにより、サポ

ーター同士の交流も深める。 

b 担当者所見 

      今年度から開始したはぐくみサポーターを対象とした第 2 回研修会。サポー

ター12 人中 6人が参加した。進行は村本氏。 

３～４人の小グループに分かれて、1年間のサポーターとしての活動を報告し

て振り返った。活動していない方については、サポーター登録をした思いを話し

ていただいた。「発達障害や困りごとを抱えている人をお手伝いしたいという気

持ちで登録した。」「我が子が相談室でお世話になったので、今度は自分が手助け

したいと思い登録した。」等の意見交換がなされた。 

次に、活動を行う中での悩みや疑問として、「若者との話題の共通項が無い。」

「ぽっと勝央（相談室）」のことを知らない人が多い。」などの意見が出された。 
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悩みや疑問に対して、志塾フリースクール岡山での事例や、講師それぞれの経験

からアドバイスをいただきながら、解決策を模索した。 

サポーターの特技を活かすのとは反対に、若者の特技を活かしてスマホ・タブレ

ット教室を開催する等どうか。広報紙掲載や地域の回覧板を利用してぽっと勝央

の認知度を高めるなど、具体的な策もあがった。 

今回、当事者との関わり等について経験豊かな講師に、進行とアドバイスをお願

いしたことで、サポーターの悩みや疑問を共に考えることができる講習会となっ

た。更に、小グループでの話し合いを中心にしたため、サポーター同士の交流も深

まり、今後の活動に良い影響を与えてくれることと思う。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 20 日(火) 

14:30～18:30 

現状把握と今後の計

画策定 

認定 NPO 法人育て上げネット 

田中 成幸 氏 

2 10 月 15 日(火) 

14:00～16:00 

先進地視察の振返り

から今後の取組 

同上 

3 1 月 21 日(火) 

14:30～17:30 

今年度の振返り、次

年度以降の取組 

同上 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     勝央町の現状を把握し、今後の方向性を定め、計画を立てる。 

b 担当者所見 

     昨年度に引き続き、田中氏にスーパーバイズをお願いしているため、前回お越し

いただいた 2月以降の現状を整理した。 

 主には、昨年度末から取り掛かった新制度「はぐくみサポーター」について、現

時点での登録者の資質や、サポーター説明会や研修会の流れを把握した上で、課題

や力を入れるべき事を見直していった。 

 また、ぽっと勝央（相談室）の運営について、現在の利用状況から 10~30 歳代の

未発見・未接続者が約 50人いると予測される。その要因である、勝央町サポート

ネットの認知度不足を解消することが課題に上がった。リーチできていない世帯・

当事者にどういった方法で関わるかを探り、具体的な案も検討した。 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     先進地視察の振返りから今後の取組計画を立てる。 
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b 担当者所見 

  10月9～10日に行った愛知県豊橋市の視察について振り返った。視察の狙いは、

①津山市との連携を見越した「広域連携」を学ぶ、②ココエールの相談窓口の仕組

み、③安定的な運営のノウハウであった。 

①～③について、豊橋市の現状や課題・方法などを見聞きしてきたことを整理し、

勝央町に何が有効なのか、勝央町では何ができるのかを協議した。 

 今やるべきこと、何をやるべきか、勝央町としてのアクションを想像しながら、

次年度へ向けての取組計画を立てることができた。 

 

(ウ) 第３回 

a スーパーバイズの狙い 

     今年度の取組の振返りから成果と課題を探り、次年度以降の取組を考える。 

b 担当者所見 

     振返りは、①はぐくみサポーター、②若者の会の２つに絞って、今年度取り組ん

できた具体的なエピソードを拾い出す中で、成果と課題を出した。 

 そして、課題に対する「打ち手（対応策）」を考えることで、次年度以降に取り

組むことを具体的に整理することができた。 

 また、来年度、新たに取組みたい「定時制・通信制高校 学校説明会」について、

まだ動けていないことから、説明会の開催時期を設定した上で、いつ、何をするべ

きか、スケジュール確認をした。スケジュールを明確化することで、前に進む勇気

ときっかけをいただいた。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 10 月 9 日(水)

～10 日(木) 

愛知県豊橋市役所、豊橋市こども若者総合相談支援センタ

ー「ココエール」 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

豊橋市の広域連携について学ぶことが大きな目的。広域連携の仕掛け人である

当時の担当者、松井清和氏（現在は情報企画課 課長補佐）から、広域連携を進め

ようと思ったきっかけや手法、課題と成果、現状等をお聞きした。 

2 日目は、豊橋市こども若者総合相談支援センター「ココエール」を訪れ、副セ

ンター長の北村充氏から現在のこども若者支援の全体概要や体制、ココエールの

療育支援とこども若者支援の機能を持つ複合的な相談窓口について説明を受けた。 

b 担当者所見 

豊橋市は子ども・若者総合相談窓口を平成 23 年度の開設しており、勝央町より
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2 年早い取り組みをされている。ただ、すでに平成 18 年度から若者の自立プラン

について研究し、NPO による若者の居場所・宿泊訓練や、サポートステーションな

どが実施され、平成 21 年には若者自立支援ネットワーク協議会ができるなどの基

盤がある。 

子ども・若者支援をスタートして出てきた課題に対し、高校生支援を強化ポイン

トとし、「支援機関連携」「地域連携」「広域連携」の 3つの連携をコンセプトとす

るシステムの構築を目指した。 

広域連携については、市外在住者からの相談や、市外へ通学・通勤する若者層か

らの相談が増加していることへの対応として、豊橋市の相談窓口に寄せられた事

案を地域一体で解決することを目標に掲げた取組。広域連携を実現するために、近

隣市町村への訪問や県からの働きかけに加え、支援機関フォーラム（異業種・異分

野・異地域による支援者情報交換会）や通信制高校合同説明会を実施されたことが

大きな特徴である。今回、特に興味を持ったのは、通信制高校合同説明会について。

通信制・定時制高校の情報は、教員や保護者・学生が知ることで選択肢が広がるは

ず。さらに、勝央町の呼び掛けで近隣市町村からも参加いただくことで、広域連携

をはじめるきっかけになり得る手法だと感じた。 

ココエールは、子ども家庭総合支援拠点（児童福祉法）と、子ども・若者総合相

談センター（子ども・若者育成支援推進法）の両面の機能を持つ複合的な相談窓口。

体制や業務内容などを伺った。勝央町との相違点は、NPO など支援経験のある民間

団体が充実していることだが、相談員（臨時職員）のケアや、電話対応の難しさ、

行政職員の業務に対する意識など、悩みは共通するところが多い。 

    相談員の雇用について、２～３人の交代制で 1人の負担を軽減することや、専門 

業務に相当する賃金の確保をすることで、後継者育成に繋げていくことが勝央町 

の課題だと感じた。 

 

カ 専門職員等派遣 

    なし 

 

(2)  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 25 年に勝央町子ども・若者サポートネット（協議会）を立ち上げ、相談員と相

談サポーターの配置、相談室の運営、関係機関との連携、YA（ﾕｰｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）講習会や

講演会の実施、図書館「子ども・若者ライブラリー」の継続、体験バンクの活用、家庭

教育支援チームとの連携などを継続して進めています。                                                               

課題の 1 つとして、相談員の後継者育成があります。昨年、本事業で名古屋市子ど

も・若者総合相談センターへ視察に伺い、「よりそいサポーター」を参考に平成 31 年度
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に「はぐくみサポーター」開始した。はぐくみサポーターとして多くの町民に関わって

いただく中で相談員の後継者を発見・育成していく計画。今後の課題として、町内に専

門機関が少ないことや、近隣市町村からも相談の問い合わせがあることから、近隣市町

村との広域連携を視野に入れて取り組んでいかなければならないと実感している。 

 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   広域連携の先進地である愛知県豊橋市を視察して、連携を進めるための方法や順序

を学ぶ。そして、近隣市町村にどのように投げ掛け、どのような関わりをしていくべき

かを検討する。 

   また、「はぐくみサポーター」制度の充実を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

   相談室「ぽっと勝央」の運営、サポートネット関係機関との連携、YA 講習会・町民向

け講演会の実施、図書館「子ども・若者ライブラリー」の継続、体験バンクの活用、家

庭教育支援チームとの連携。今年度から開始する「はぐくみサポーター」制度の充実を

行う。 

 

(3)  協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

 年 1回の代表者会において、現況や今年度の取組について説明を行う。 

 必要に応じて、協議会主催で個別ケース検討会議を開催する。 

 

(4)  今年度の取組の成果と今後の課題 

 今年度は、スーパーバイズによる指導助言を３回、講習会３回（代表者会・実務者会・

はぐくみサポーター対象講習会、町民向け講習会、はぐくみサポーター講習会）、先進

地視察１回を行った。 

広域連携の先進地である愛知県豊橋市を視察したことで、来年度、通信制高校合同説

明会を勝央町でも開催したいと考えている。通信制・定時制高校の情報を教員や保護

者・学生に発信することで選択肢が広がる。さらに、勝央町の呼び掛けで近隣市町村か

らも参加いただくことで、広域連携をはじめるきっかけになり得ると感じている。 

 以前からの課題である相談員の後継者育成については、「はぐくみサポーター」制度

を充実させ、サポーターとして多くの町民に関わっていただく中で相談員の後継者を

発見・育成していくことは、継続していきたい。 
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(1)  今年度実施内容 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 1 月 25 日(火) ひきこもりの心理と対

応～社会復帰をめざす

前に～ 

ヒューマン・スタジオ 

代表 丸山 康彦 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

連携をしていくにあたり，視点をどこに置くかの共通認識があるとスムーズ

なのではないかと考えた。特に，入れ替わりの多い行政職員は知識の蓄積がしが

たいため，一見してニーズの多いと思われるサービスに視点を取られがちな傾

向にあると感じていた。そこで，誰のために行う支援なのかを当事者視点で認識

し，様々な状況や異なる考え方があるのは前提としても，当事者にとってどのよ

うな視点で支援していくのがベターなのか考察することに資するため，元当事

者で現在相談・支援活動をされている方を講師とした。 

また，第 2部として支援団体がブースを設けて合同説明会を行い，お困りの方

が支援団体につながるための周知の場も兼ねた。 

 

b 担当者所見 

書籍やインターネットの普及により，欲しい知識を得る機会は増えたとはい

え，直に専門家の知識に触れる機会は地方ではまだ少ないと思われる。今回の講

習会は，主に支援者向けではあるが貴重な機会なので一般にも公開した。約半数

が当事者のご家族であった。日程のせいか，学校関係者の参加は少なかった。 

また今回は，支援の場づくりをする当事者（元当事者）の参加があり，今まで

知ることのできなかった支援者とつながることができ，今後のネットワークを

どのように拡げるかを考えるいい機会となった。第 2 部の合同説明会への参加

者も最多で，ご家族等への周知と支援者どおしの情報交換に多少は寄与できた

と思う。 

 

(2) 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 

  従前から，ひきこもりがちな概ね 15 歳から 39 歳の若者を対象に行う”福山市青少

年育成自立支援事業”に係る関係課会議を年に数回開催していた。平成 29 年度から，

市内で支援を行うＮＰＯ等の団体とも連携し，ネットワークを形成。以降，取組みの周

知と支援者の知見を深めるため，合同説明会と講習会を実施。現在，ネットワークを法

 15 広島県福山市 
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定の協議会とするかどうかの庁内合意の形成及び今後のネットワークの拡大について

が課題。 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   法定とするかどうかも含め，ネットワークの連携の在り方と構成団体について検討

する。相談先の周知のための合同説明会を継続して開催する。広報誌やインターネット

などで周知に努めるなかで，より対象者に届く広報の在り方を研究する。 

ウ 今年度の活動 

   4 月にネットワーク構成機関・団体の合同説明会と講習会を開催。講習会の講師は，

臨床心理士 菅原敏子さん。演題は，「こころの叫び，聞いてください」。 

   1 月にネットワーク構成機関・団体の合同説明会と講習会を開催。講習会は，内閣 

府所掌の平成 31 年度「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」として実施。

講習会の講師は，ヒューマン・スタジオ 代表 丸山康彦さん。演題は，「ひきこもり

の心理と対応～社会復帰をめざす前に～」。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

今年度は，上記合同説明会と講習会を開催した。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

支援機関・団体があることを周知できたことで相談につながった例はあるが，まだま

だ少ないので，効果的な広報・周知のあり方の検討を要す。また，支援団体同士での情

報交換の要望は継続してあるので，つながりを作る場づくりについての研究が課題。 
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(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

   なし 

イ 連絡会議 

回数 日程 テーマ 

1 7 月 22 日(月) 

（代表者会議） 

松茂・北島子ども若者支援地域協議会「代表者会議」 

テーマ：徳島県のひきこもり実態調査並びにサポステの

就労支援について 

2 12 月 3 日(火) 

（実務者会議） 

松茂・北島子ども若者支援地域協議会「実務者会議」 

テーマ：徳島県松茂町、北島町のひきこもりの実態調査

結果について 

(ア) 第１回 

a 代表者会議の狙い 

自立に困難を有する子ども若者を支援するため、39 の関係機関が集まり代表者

会議を開催しているが、マンネリ化を防ぐため、関係機関より 

・ 徳島県のひきこもり実態調査について 

・ 徳島サポートステーションの就労支援について 

講話をしてもらい、現時点での子ども若者の各機関での支援内容について学んだ。 

b 担当者所見 

  徳島県が独自でひきこもりの実態調査をするのは初めてであるため、関係機関

に県での取組を周知させることができた。今後は実態調査結果を踏まえてそれぞ

れの地域で対応していくこととなる。 

  また、サポステにおける就労に特化した支援についても学ぶことができた。 

(イ) 第 2回 

a 実務者会議の狙い 

自立に困難を有する子供若者を支援するため、39 の関係機関に案内をして、実

務者会議を開催しているが、今回は徳島県健康づくり課職員の出席を得て、「令和

元年度徳島県ひきこもりに関する実態調査の結果について」の説明とその対応に

ついて情報交換を実施した。 

b 担当者所見 

徳島県においては、ひきこもりの方の調査は初めてであるので、興味を持って県

職員の報告を伺った。松茂町・北島町の民生委員 66 人中、ひきこもりの方を把握

していると報告のあった民生委員は 19人（29%）で、該当者が 30 人となった。年

齢別では、30代までが７人、40 代以上が 22人。また、当事者が受けている支援に

ついて、不明・無しが 23人で課題が残る結果となっていた。 

 16 徳島県松茂町・北島町 
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ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 8 月 2日(金) 不登校・ひきこもりの

具体的援助～家族の立

場からどのように援助

し、変化を促すか～ 

東北大学 大学院 教育学研究科 

准教授 若島 孔文 氏 

2 9 月 20 日(金) 自立に困難を抱える子

ども・若者への支援 

～「家族」という集団

から考える～ 

大阪樟蔭女子大学 学芸各部 心

理学科 精神保健福祉士 

長谷川 章子 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

不登校・ひきこもりの支援について、家族療法を用いて、家族という単位を用い

て支援すれば効果的でないのかとの思いから、若島准教授を招いて実施した。 

b 担当者所見 

具体的な対応について、下記のとおり説明があった。 

(1) 不登校やひきこもりの維持要因への着目が重要であること。 

(2)  頭痛や腹痛などの身体症状に対しては、否定的側面（不安、緊張、恐怖、

怒りなど）を言語的に表現できるように促すことが必要であること。 

(3) 自尊心の傷つきから回避するために自宅へひきこもることで一時的な解

決行動となっていることが多いが、そのことにより学業成績の低下、社交

恐怖、強迫的行動などが付随する悪循環を形成することを理解する。 

(4) 家族は家族なりのやり方でひきこもる子どもの問題を解決しようと努力

しているが、家族による一時的な問題解決の方法が長期的にはひきこもり

の維持要因となっていることがあるので、維持要因の変化を促すことが必

要である。 

(5) まずは、保護者・家族からひきこもりに至った経緯や本人の特徴について

聞き取りすることで生物学的側面、心理的側面、社会的側面を検討してい

く。 

(6) 発達障がいの場合は、1歳半検診、3歳検診などの結果を聞き取り、小学校

高学年以上では統合失調症の可能性も念頭に入れて、学業成績の急激な変

化、飲食物の急激な制限、反応や言動の変化を聞き取る。 

(7) 本人が相談機関を訪れることは初期には困難であるので、まずは保護者・

家族との信頼関係を構築することが重要である。 

(8) まずは、保護者・家族の労を労う。部屋からほとんど出ることがない状態

の場合は、保護者が遠方に出かけるなどして変化を促す。自宅から出るこ
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とがない状態の場合は、第１はお願いごとをして褒めたりしてコミュニケ

ーションの橋を架ける、第２は食事、映画、釣り、旅行など小さな変化を導

入していく。この二つを同時に行うことは、子どもに逆説的なメッセージ

を与えることになるので、明確に段階に分けてアプローチする。 

(9) もし、本人が相談機関に来た場合は、治療者は言語作用的な接し方を控え、

非言語レベルでアイコンタクト、「～だよね。」などの『引き込み言語』を用

い、媒介物を挟んだコミュニケーションから開始する。 

(10) 本人が相談機関に来談できない場合、アウトリーチができる支援機関と

の連携が必要となる。 

(11) 本人の相談動機の低さや抵抗は、訪問支援者が関係構築をしていく中で

解消されていくのがひきこもりのアウトリーチ支援の最大の特徴である。 

(12) 医療機関に紹介する場合、こころの問題としてではなく、身体的問題とし

て紹介すると抵抗が低い。 

(13) 本人の援助はもちろんであるが、同じレベルで重要視して欲しいのが保

護者・家族への支援である。 

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

自立に困難を抱える子ども・若者への支援について、家族にどう働きかけるか実

際の事例を通じて理解を深める 

b 担当者所見 

保護者対応について、下記のとおり説明があった。 

(1) ひきこもりの親支援のテーマとして、下記６点の説明があった。 

① 「ひきこもり」に対する親の罪悪感の軽減を図る。 

② 親自身の行動や生活を子ども中心から、自分中心の行動に変化させる。 

③ 生活上のストレスはひきこもりが原因という考えから、自らの生活行動

によるものと理解する。 

④ 子どもに対して、自分の考えを押し付けない。 

⑤ 家族はその成員全員の力が働いていることをしる。 

⑥ 家族関係が上手くいかないのは、子どものひきこもりが原因でないと知

る。 

(2)  子どもにとって家族は全ての始まりとして、下記の説明があった。 

 ① 子どもが生まれて少しずつ大きくなって自我を形成していく時、判断基

準や基盤は家族から吸収している。 

 ② 家族システムとして捉える家族とは、「役割を逸脱しない」「お互いを尊重

する」「自分を主語に会話する」ことが大切である。 
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エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 9日(月) 

10:00～12:00 

ケース１母親への支

援 

及び各ケースの対応

について 

一般社団法人 office ドーナツトー

ク 

代表 田中 俊英 氏 

2 10 月 7 日(月) 

10:00～12:00 

ケース１母親と家族

への支援及び各ケー

スの対応について 

 

 

同上 

3 11 月 11 日(月) 

10:00～12:00 

各ケースへの対応手

法について 

同上 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     ケース１（20歳代のひきこもりの母親）への面接を講師が実施。 

     各ケースの説明  

b 担当者所見 

     講師がカウンセラーとなり、ケース１を担当していただき、事務局が記録者とな

り進めた。このことにより、事務局側にとっても支援の方法・仕方がよく理解でき

た。 

     また、他のケースについても講師に説明し、第１回のスーパーバイズは終了した。 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     ケース１（20歳代のひきこもりの母親）の現状報告と分析。 

他のケースの今後の見通し等の助言を受ける。 

b 担当者所見 

ひきこもりのケースについての支援者としての考え方について、助言を受けた

ことにより行き詰まっていたケースが開けてきた。 

  （ウ）第３回 

   ａ スーパーバイズの狙い 

     他のひきこもりのケースについて今後の支援方法について助言を受けた。 

   ｂ 担当者所見 

     専門家から助言を受けたことにより、支援者の思いと相談者の思いの食い違い

等が明らかとなり、ケースを一旦終了することができた。 
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オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 9 月 18 日(水) 東京都 ＮＰＯ法人 ピアサポートネットしぶや ほか 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

     中高校生への居場所作りが土台となっており、そこから派生して女性だけの居

場所や子ども食堂を展開している。基本的には自分達とピアサポーターとの連携

により対等な関係でかかわり支え合うことをベースに活動している。また社会に

出てからも戻ってこられる居場所としても機能している。 

b 担当者所見 

     利用者や保護者からのニーズに応じたぴあっとカフェ等の企画には、従来は困

難を抱えた子ども・若者というと男性が多数を占めるイメージがある中に女性の

ための居心地のいい空間を提供できていると感じた。また子ども食堂でも利用者

からの協力を得て役割を果たすことで本人の自信につながっている。 

 

カ 専門職員等派遣 

なし 

 

(2) 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 

  代表者会議、実務者会議を定期的に行い、今まで以上に顔の見える活動に力を入れて

いく。 

イ 上記課題を克服するための今年度の目標 

   事務局員の異動があっても、引継ぎをきめ細かにするとともに、全職員が各種協議会

や講習会を実施できるようにセンター内でピアサポートを続ける。 

ウ 今年度の活動 

  ・定期的な魅力ある協議会の開催 

  ・松茂・北島子ども若者総合相談センターから継続的に情報発信し、すべての町民に総

合相談センターを周知できるようにする。 

  ・受理したケースをある程度解決又は関係機関に引き継ぐことができるようにする。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

   本年度は徳島県健康づくり課が、県下の民生委員によるひきこもり調査を実施したこ

とから代表者会議と実務者会議でその事を取り上げた。現時点での民生委員が周知する

ひきこもり調査であったため、国の調査件数よりは少なかったとの印象であるが、県下す

べてを管轄する民生委員及び新聞報道された調査結果を知った県民にとってはひきこも
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りの方また家族の方への支援の必要性があると感じられたと思う。 

   一つのケースが、家族の理解が深まり、関係機関を効果的に利用して、就労に至りつつ

ある。また、他のケースでは、当事者が関係機関を利用することにより、家族の思考経路

を変え変化しつつある。 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

今年度は、民生委員の調査結果を踏まえて、困っているひきこもりの方やその家族の方

に関わっていくために、より一層広報活動を強化したい。 
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(1) 今年度実施内容 

ア 研修会 

  なし 

 

イ 連絡会議 

  なし 

 

ウ 講習会 

回数 日程 テーマ 講師 

1 10 月 29 日(火) 「ひきこもり」を 

どう理解し、支援す

るか 

松山大学 

准教授 石川 良子 氏 

2 11 月 11 日(月) 支援が変わる 子供

が変わる マンダラ

ート発想法 

島根県立大 

准教授 西村 健一 氏 

3 11 月 26 日(土) 障がい児の性につい

て 

NPO「障がい者・児の性と生を考

える会」 菊池 準子 氏 

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

不登校やひきこもりの方と関わろうとするとき、どんな言葉をかけたらよいの

か、どのような対応をしたらいいのか。 

ひきこもりの方々の声に耳を傾け、ひきこもりとはどういう経験なのか、ひきこ

もり当事者に本当に必要な支援を考える。 

b 担当者所見 

ひきこもり状態にある方は、「ひきこもっている」のではなく、「ひきこもらされ

ている」のであり、ひきこもらせる社会の矯正を私たち一人ひとりが考えていかな

ければならない。また、ひきこもり状態の方々は、まじめで潔癖であり、自分の生

への葛藤を行っている状態であるなど、当事者目線でのお話をいただいた。「ひき

こもり」をどう理解し、どう支援するか、関係機関と連携しながら、本人にとって

本当に必要な支援を考えていきたい。 

 

(イ) 第２回 

a 講習会の狙い 

子供の問題行動に対する支援については、表面的な行動だけではなく、その背景

や原因を探り、それに応じた支援が求められます。そこで、「マンダラート」とい

 17 愛媛県四国中央市 
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う発想法を活用しながら、的確な支援をチームで導くというワークショップを通

し、支援者同士が共に支え合いながら、実際に有効な支援を行うためのアイデア発

想法を学ぶ。 

b 担当者所見 

支援を行う上での大事な点について、シンプルかつ実践的な内容で学ぶことが

できた。今回学んだポイントはすぐに実践できる内容であり、これからの支援の中

で生かしていきたい。 

 

(ウ) 第３回 

a 講習会の狙い 

障がいをもった子ども達の豊かな生活を支援していくために、「生」の根幹であ

る『性』について学ぶ機会の大切さを感じます。“自分を大切にしながら生きてい

くこと・・・”障がいの有無にかかわらず、人の生の永遠のテーマです。そこで、

障がいをもつ子どもの性にかかわる知識や支援の方法を知り、実践に生きる対応

を学ぶ。 

b 担当者所見 

当たり前のこととして「性」をとらえることが、本人も周りでその子の成長を支

援する大人にも必要であり、小さい時からの経験や学びの積み重ねが、思春期の成

長の手助けになる。まずは、大人自身が「性」への意識を変えていくことが必要で

あると学んだ。 

 

エ スーパーバイズ 

回数 日程 テーマ 講師 

1 9 月 5日(木) 福祉・教育・家庭の

連携について 

鳴門教育大学 

准教授 小倉 正義 氏 

2 10 月 29 日(火) ひきこもり支援につ

いて 

松山大学 

准教授 石川 良子 氏 

3 1 月 16 日(木) 福祉・教育・家庭の

連携について 

鳴門教育大学 

准教授 小倉 正義 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     学齢期から思春期の子どもたちの現状と不適応状態への支援方法や福祉・教育・

家庭の連携について、指導・助言をいただく。 

b 担当者所見 

     本人の気持ちを大切に、いかに本人を中心に支援・連携を行うか、また、本人が

「どのように生きたいか」を育てるためにどのようなサポートが必要かご教授い
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ただき、支援・連携に大切なことを共有できた。 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

不登校やひきこもりの方と関わろうとするとき、どんな言葉をかけたらよいの

か、どのような対応をしたらいいのか。 

ひきこもりの方々の声に耳を傾け、ひきこもりとはどういう経験なのか、ひきこ

もり当事者に本当に必要な支援を考えるため、講師より具体的な内容を通して、今

後の支援について考える。 

b 担当者所見 

     本市にあったひきこもり支援を充実するため、具体的な内容を通して、アドバイ

スをいただいた。社会資源の少ない本市ではあるが、アドバイスを活かし、関係機

関と連携しながら、充実を図っていく。 

 

（ウ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

学齢期から思春期の子どもたちの現状と不適応状態への支援方法や福祉・教育・家

庭の連携について、指導・助言をいただく。 

b 担当者所見 

子どもたちの「助けて」に応えるために何が必要か。インシデント・プロセス法に

よる事例検討を通して、本人の気持ちを大切にし、いかに本人を中心として支援して

いくか学んだ。 

 

オ 視察 

回数 日程 視察先 

1 2 月 3日(月) 東京都世田谷区 メルクマール世田谷 

(ア) 第１回 

a 視察内容 

世田谷区における若者支援の先進的な取り組みやメルクマール世田谷における

若者の居場所やその他の事業の説明をいただいた後、施設見学をおこなった。 

b 担当者所見 

若者の居場所のため、青少年交流センターの充実や区内大学と連携した若者の

居場所づくり、児童館を利用した中高生世代の居場所、SNS を利用した情報発信な

ど、地域を活用した取り組みやサポステと連携した生きづらさを抱えた若者への

サポート方法などを学ぶことができ、今後の本市の若者支援を行う上で大変参考

になった。 
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カ 専門職員等派遣 

  なし 

 

(2) 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 6 月に協議会を設置し、会議や研修を重ね、「顔と顔の見える関係」作りや

地域の現状把握に努めてきました。また、もともと発達支援を行っていた部署であるた

め、幼児期から学齢期の支援をより丁寧にするため、活動しております。 

本市は、県庁所在地から遠く、県の機関を活用するのが難しい地域になります。また、

NPO などの協力機関も少ない状態です。新たに取り組んだ若者支援についても、地域資

源が少なく苦慮しております。そのため、本市にあった体制整備のため、現状の把握と

資源の確保が課題となります。 

 

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。 

・協議会において昨年度でた課題を検討し、委員や関係機関と解決を図る。 

・地域での協力者と連携を図る。 

 

ウ 今年度の活動 

  ・課題の検討 

  ・実務者会の充実 

  ・広報啓発活動 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・全体会１回 

・個別検討会 1回 

・実務者会７回 開催 

 

(4) 今年度の取組の成果と今後の課題 

本事業を活用し、様々な情報を得ることができ、協議会の実務者会の充実を図り、よ

り連携するように努め、体制整備の現状把握を行った。 

困難を有する子供・若者の状況は多種多様である。本市では、一人一人のニーズに対

応することのできる地域資源が少ない状況にある。地域の特色を生かした地域資源の掘

り起こしが課題である。 
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内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 付 青少年支援担当 

住 所 〒100-8914 東京都千代田区永田町１丁目６番１号 

電 話 03（5253）2111（代表） 
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