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Ⅰ 事業の背景・目的 
  背景 
近年我が国においては、若年無業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」（平成 21年法律
第 71 号。以下「子若法」という。）が平成 21 年７月に成立、翌平成 22 年４月に施行され
た。 
子若法第 13 条では、地方公共団体は、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、単独で又は共同して、
確保するよう努めるものとしている。
また、子若法第 19 条では、地方公共団体は、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、単独で又は共同して、関係機関等によ
り構成される「子ども・若者支援地域協議会」（以下「子若協議会」という。）を置くよう努
めるものとしている。 
令和３年１月１日現在、子若センターを設置している地方公共団体は 96 地域（都道府県

2 、政令指定都市８、その他の市区町村 66）、子若協議会を設置している地方公共団体は 128
地域（都道府県 42、政令指定都市 13、その他の市区町村 73）であり、子若センターとして
の機能を担う体制の確保及び子若協議会の設置促進等、地域における支援ネットワークの
更なる充実が必要である。 

  目的 
(1) 子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業

子若法第 19 条第１項に規定する子若協議会を中心としたネットワークを形成し、困
難を有する子供・若者に対し、切れ目のない支援を連携して行うための体制整備を推進
する。 

(2) 子ども・若者総合相談センター強化推進事業
子若法第 13 条に規定する子若センターの機能を普及及び向上させる。

 第 1章 事業の概要 
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Ⅱ 事業の概要 
１ 子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業 
(1)基礎自治体職員等を対象とした研修会の開催

市区町村の職員及び支援機関・団体等を対象として、子供・若者支援に係る必要な研
修会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を各対象地域において開催する。 

(3)支援に携わる人材養成のための講習会の開催
地域における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知識の付与等を行う。 

(4)支援体制整備に係るスーパーバイズ
子若協議会の設置、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、子供・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を有することとなった原
因の究明、支援の方法等に関する調査研究の実施等について、学識経験者等から継続的
に知見を得る。 

２ 子ども・若者総合相談センター強化推進事業 
(1)専門職員等の派遣

センター又はセンター相当の機能を担う相談機関（以下「センター等」という。）の
設置・活用等を円滑に進めるため、子供・若者の支援に関する有資格者等をセンター等
に継続的に派遣する。 

(2)ポスト青年期を過ぎようとしている者（※）への対応に関する講習
センター等における機能の向上を図るため、センター等においてポスト青年期を過ぎ

ようとしている者への対応に携わる者等を対象として知識の付与等を行う。 
（※）本事業において「ポスト青年期を過ぎようとしている者」とは、おおむね 30 歳代

後半の者をいう。 

３ その他 
両事業とも、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施地域に選定されたも

のの辞退した地域や、計画を中止にせざるを得なくなった地域があった。 
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Ⅰ 子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題

・本県では、住民にとって身近な市町村における子若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。 

・令和元年度に引き続き令和２年度も１つの子若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令和２年度の目標

子若協議会未設置市町村に対しては、地域における子供・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、

子若協議会の設置に向けた意識醸成を図る。また、既設置子若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、子若協議会設置のモデルを

示す。 

ウ 令和２年度の活動

子若協議会を設置していない市町村を対象として、子若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した。 

(2) 令和２年度実施内容

【研修会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年

11月９日 

（１）孤立させないための地

域づくり 

関西大学臨床心理専門職大学院 

教授 石田 陽彦 氏 

（２）２つの自治体の共同によ

る子ども・若者支援地域協議会

の設置、両市町の子供・若者総

合相談窓口の設置、今後の課題

について 

あま市教育委員会生涯学習課 

山田 幹夫 氏 

大治町教育委員会社会教育課 

松田 宏和 氏 

（３）進行及び意見交換 Co-Work-A.LLC 代表社員 

田中 成幸 氏 

２ 同年 

12月 14 日 

（１）地域に育つ子供・若者

への切れ目のない支援 

日本福祉大学社会福祉学部 

教授 野尻 紀恵 氏 

１ 愛知県 

 第２章 事業実施地域における実施結果・成果・今後の課題
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（２）豊田市若者支援地域協

議会の取組について、豊田市

若者サポートステーションの

活動と実績 

豊田市子ども部次世代育成課 

牛丸 直樹 氏 

ＮＰＯ法人育て上げネット中部虹

の会 

加藤 薫 氏 

（３）進行及び意見交換 Co-Work-A.LLC 代表社員 

田中 成幸 氏 

（ア）第１回 

a 研修会の狙い 

子供・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供・

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、子若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 

・長年にわたり奈良県葛城市で困難を抱えた子供、若者、家庭を地域で支援するため

の活動を続けている関西大学臨床心理専門職大学院教授の石田陽彦氏から「孤立さ

せないための地域づくり」というテーマで基調講演をいただいた。子供・若者支援は

対象となる年齢によって福祉部局と教育委員会に管轄が分かれ、縦割り行政になり

やすいが、縦割りを防ぎ、すべての年齢で切れ目のない自立支援をするために同市で

はどのような取組を行っているのか具体的な事例を交え説明をしていただいた。講

演内容は、先進事例として大変参考となるものであり、深く学ぶことができた。 

・２つの自治体（あま市・大治町）の共同による子若協議会の設置、両市町の子

供・若者総合相談窓口の設置、今後の課題について両市町の担当者から説明をいた

だいた。２つの自治体での設置であるがゆえの工夫を要することがある一方、共同

によるメリットもあるなど他の協議会では見られない貴重な事例を発表していただ

き、大変参考となるものであった。協議会の立ち上げから相談窓口の開所まで直接

携わってきた担当者からの説明は具体性があり、参加者にとって大きな学びとなる

ものであった。 

（イ）第２回 

a 研修会の狙い 

子供・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供・

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、子若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 

4



・教育福祉、スクールソーシャルワーク、福祉教育・ボランティア学習、学校福祉

を専門に研究を行い、スクールソーシャルワーカーの養成を行っている日本福祉大

学社会福祉学部教授の野尻紀恵氏から「地域に育つ子ども・若者への切れ目のない

支援」というテーマで基調講演をいただいた。困難な状況に置かれている子供の支

援の現場でスクールソーシャルワーカーがどのように関わり、解決へ導いていくか

について実際の事例を交えながら説明をしていただき、スクールソーシャルワーカ

ーの支援の仕方や他機関との連携の取り方などの具体的事例を共有する貴重な機会

となり、大きな気付きと学びを得ることができた。 

・豊田市から若者支援地域協議会の取組について説明をいただいた。協議会の支援

体制を確立するためどのような構成メンバーを揃えているか、代表者会議及び実務

者会議の運営、また、今後の課題などの説明を受けることができた。実際の経験を

踏まえた担当者からの説明は大変参考となるものであった。 

・ＮＰＯ法人育て上げネット中部虹の会から総合相談センターである豊田市若者サ

ポートステーションの活動と実績について説明をいただいた。豊田市若者サポート

ステーションの活動については具体的な事例を交えたり、実績については統計デー

タを用いた説明をするなど、参加者に分かりやすく、大変参考となるものであっ

た。 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況

内閣府の事業以外にも、管下基礎自治体における子若協議会設置や機能向上に向け

て、県独自で下記の取組を実施した。 

・子若協議会等設置に関心のある市町村へ専門家を派遣し、市町村における子供・若

者支援ネットワーク形成に向けた関係者の合意形成を促した。（２市） 

・子若協議会設置済み市町村に対し、運営状況や課題等を把握するため運営状況調査

を実施した。（１回） 

・本県における子若協議会の設置促進に係る事務の参考とするため、子若協議会未設

置市町村に対するアンケート調査を実施した。（１回） 

・子若協議会未設置であるが、子若協議会の設置について既に検討している、又は、

検討したいと考えている子若協議会等未設置市町村へ訪問調査を実施した。（２市） 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題

・研修会では、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、令和元年度に引き続き、令和２年度にも新たに 1つの子若協議

会が設置された。子若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
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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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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

・分野別に様々な機関で相談・支援を行い一定の成果を上げてきたが、支援対象の

年齢や各機関の業務範囲の壁などにより、支援が中断したり、１つの機関でケース

を抱え込んでしまう状況が散見されている。 

・市町における子若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。 

・県の子供・若者総合相談窓口の相談件数は増加しており、県と市町の適切な役割

分担の確立を図る上でも各市町における協議会設置をより強力に支援する必要があ

る。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

①子若協議会／子供・若者総合相談窓口が未設置の市町に対する体制充実支援を行う

とともに、既設置の市町の支援体制充実のため、スーパーバイザー派遣などの活動を

行う。 

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な充実を図る。 

ウ 令和２年度の活動 

市町への子若協議会/子供・若者総合相談窓口の設置の推進だけではなく、県子若

協議会についても、開催することのメリットを活かした在り方について検討し、令

和３年度以降の県子若協議会の方針を市町に示した。 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【研修会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和３年  

２月 18 日 

本県の子ども・若者支

援地域協議会の現状と

今後について 

佛教大学 

教授 山本 耕平 氏 

滋賀県立大学 

准教授 原 未来 氏 

(ア)第１回 

a 研修会の狙い 

県内既設４市の現状や課題を振り返るとともに、本県の子若協議会の今後につ

いて、講師から提案をいただき検討していく。 

b 担当者所見 

     いわゆる移行期にある人たちの居場所や中間就労の場がないという声があがっ

ている一方で、地域の NPO 法人の場所を借りた家事代行体験（職員の弁当作り）や

相談窓口内でのサロンの運営を通して居場所や社会参加のための体験の場の提供

２ 滋賀県 
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を実現している市があった。しかしながら受け皿が多くない中で、コロナの影響で

子供・若者が社会の中で脆弱な階層となっており、居場所づくりは更に重要となっ

てくることから、若者自身がどう思っているのかを明らかにする場を子若協議会

の中に位置付ける等、県の子若協議会の今後の方向性を講師から提案いただき参

加者全員で共有した。令和３年度の実現に向け今後更に検討が必要である。 

 

【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年  

10月 21 日 

滋賀県内子ども・若者

支援地域ネットワーク

強化推進について 

佛教大学 教授 山本耕平 氏 

滋賀県立大学 准教授  

原未来 氏 

大谷大学講師 岡部茜 氏 

２ 令和３年  

１月６日 

滋賀県内子ども・若者

支援地域ネットワーク

強化推進について 

滋賀県立大学 准教授  

原未来 氏 

(ア)第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     滋賀県では、市町における子若協議会の設置を進めているが、現状は 19市町中

の４市にとどまっている。一方で、市町には、既に様々な協議会やネットワークが

構築されており、その中で、子若協議会としての実績や役割・目指すものをどう提

示し、必要事業と認めてもらうように働きかけていった方が良いか検討を行った。 

b 担当者所見 

既設の４市において、子供・若者総合相談窓口が支援しているケースについて、

関係機関とともに支援の方向性を検討する場は持ってはいるが、子若協議会の運

営については見えにくいところも多く、まずは現状やニーズを把握し、県としてど

のようにバックアップができるかを検討していくことを確認した。 

 

(イ)第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     第１回に引き続き、子若協議会としての役割・目指すものについての検討を行う。 

     また、２月に開催の実務者会議に向け、本県の子若協議会および既設４市の子若

協議会の現状および課題、今後の方向性について議論する。 

b 担当者所見 

     県の子若協議会の目指す方向については明確なものはなく、今後ビジョンを描

く必要がある。 

     実務者会議では、県および既設４市、他市町の現状と問題点を洗い出した上で、
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必要な支援や方向性について議論を重ねる必要がある。また県として令和３年度

の運営について整理していく必要がある。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・子若協議会既設置の市との情報共有を継続し、市の状況、ニーズの把握をした。 

・コロナの影響により、子若協議会実務者会議はオンラインにて１回の開催にとどま

った。市町の子若協議会設置状況や令和３年度以降の子若協議会運営方針等を確認し

た。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

・コロナの影響により開催が難しかった研修会、実務者会議、代表者会議の令和３年

度の開催に向けての、オンライン環境の整備。 

・子若協議会において、若者自身の声を聞き、若者が真に必要としているものは何

か、県が要求をまとめていく体制作りの検討。 

9



(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

・若者に身近な市町村における子若協議会の設置等、支援体制の整備が重要である

が、地域における困難を有する子供・若者の実態が明確でないため、市町村におい

て青少年支援を担当する部局が定まらず、必要性の議論が深まっていない現状。 

・若者相談体制の整備ができている市に他市町村に居住する青少年からの相談もあ

ることから、府内各市町村において、青少年相談や支援が行えるよう整備すること

が課題。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

・青少年支援のノウハウのある民間支援団体と市町村が顔の見える関係性を構築

し、各市町村において重層的な支援ができるよう、広域自治体として意見交換会を

開催する。 

・先進市と共同により、ひきこもり等の現状や対応策等についての研修を全市町村

対象に実施する。 

・これにより府内全域の青少年支援の底上げと子若協議会等の支援ネットワーク構

築の促進を図る。 

・また、先進市で課題となっている女性当事者の自助会（居場所）の立ち上げ支援

講習会を５市と連携して実施することにより、府内各地での展開が図られ研修効果

を高めることが可能となる。 

・自助会（居場所）の活性化を図るため、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ため「居場所フェス

タ」を実施する。 

ウ 令和２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 大阪府 
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 (2) 令和２年度実施内容 

【研修会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月４日 

子ども・若者支援にお

ける広域連携のすゝめ

（豊橋市の取組から） 

愛知県豊橋市役所 

総務部情報企画課  

課長補佐 松井 清和 氏 

(ア)第１回 

a 研修会の狙い 

市町村による子若協議会の設置など、ネットワークの構築が促進され、地域にお

けるひきこもり青少年への重層的な支援ができるよう、広域連携の在り方につい

て考える勉強会を実施する。 

b 担当者所見 

市町村職員のための広域連携勉強会の実施については、当課としては初の試み

であり、コロナ禍において 43市町村中 11市が出席し、切れ目のない支援のための

ネットワークの構築について議論を深めた。 

アンケート結果には、参加した全員が「参考になった」「このような勉強会は必

要である」という意見だったことから、勉強会の狙いは達成できたと思われる。 

また、広域行政を担当する大阪府として、今回のような勉強会を定期的に実施し、

積み重ねていくことで、広域連携を具体的に検討していける土台につながると考

える。 

 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月 26 日 

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 

スタッフ いけお あやね 氏 

２ 同年 

10月 18 日 

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 同年 

11月 19 日 

「番外編：女子会の作

り方講座」（大阪市） 

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 

理事   室井 舞花 氏 

４ 同年 

12月 12 日 

女性のひきこもり当事

者への支援（松原市） 

一般社団法人ひきこもり UX会議 

代表理事 恩田 夏絵 氏 

理事   室井 舞花 氏 
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５ 令和３年 

１月 12 日 

女性のひきこもり当事

者への支援（堺市） 

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 

６ 同年 

２月 30 日 

居場所フェスタ PSIカウンセリングルーム  

代表 竹内 佑一 氏 

長崎県立大学地域創造学部 

公共政策学科  

講師 伊藤 康貴 氏 

(ア)第１回～第５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４市とドーン運営共同体と協力し、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 inOSAKA６市」を実施する。 

b 担当者所見 

第１回：吹田市 

生きづらさを抱えた当事者が、外に出るきっかけとなり、また、当事者同士が話

をすることで、一人ではないと思え、気持ちが楽になり、次につながる一歩となっ

た。 

第２回：豊中市 

会の雰囲気が和やかで、当事者同士の交流も活発に行われていた。運営団体・ 

職員・参加者など関わる人がこの会をよく理解していることが、相乗効果を生み、

より安心して話ができる場所の提供ができたと感じ、継続して開催することのメ

リットを感じた。コロナ対策のため事前申込制としているが、申込みが参加へのハ

ードルと感じる方がいることが分かった。 

第３回：大阪市中央区 

今回の取組は他の回とは違い「女子会の作り方講座」を実施したが、いつもの 

当事者会ではない明るい雰囲気の開催となった。また、アンケートでも今回の講座 

は好評で、居場所づくりのヒントとなったとの意見が多かったので、今後の事業展 

開に活かしていきたい。 

第４回：松原市 

 初めての開催地ということもあるのか、参加者の緊張感が伝わる回だった。そ 

れだけ、勇気を出して参加してくれていること、生きづらさを持ち、それを誰か 

に伝えたいという思いがあるんだということを実感した。つながる待合室でとて 

も活発に交流が行われていたというのも特色。 

継続して行うことで安心して参加できる女子会への変遷、同時に、参加者が必 
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要なときにつながれる居場所の充実を考えたい。 

第５回：堺市 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が首都圏に発出されたことを受け、急 

遽東京にいるひきこもり UX会議の方と会場をつなぐ、オンラインでの開催となっ

たが、参加者は和やかな雰囲気で女子会に参加されていた。 

また、当日は午前中に雪も降っており、外出しづらい環境の中でも堺市民だけで

なく遠方の自治体から参加された方があったので、他自治体との連携の重要性を

再認識した。 

(イ)第６回 

a 講習会の狙い 

１）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、就労等の自

立後も生きづらさを有する若者同士のエンパワメントの場として有益であるた

め、活動の活性化を図る。 

２）コロナ禍における当事者及び当事者活動の現状を知る。

３）当事者活動を行っている人同士の交流及びこれから当事者活動を立ち上げた

い人へ情報と体験の機会を提供する。 

４）当事者活動に興味はあるが参加できていない人へ情報と体験の機会を提供す

る。 

b 担当者所見 

（豊中市との共催で実施） 

 団体紹介では、参加６団体にそれぞれの活動を分かりやすく伝えていただい

た。情報だけではなく、ホームページやチラシ等では伝わりづらい各団体の雰囲

気も感じとることができた。パネルディスカッションでは、コロナ禍による当事

者及び居場所への影響等について話していただいた。共通する考え方や団体独

自の視点、活動の工夫など、居場所活動をする上で参考となる内容がたくさんあ

った。 

 また、当日の会場においても、参加団体間の交流があり「一緒に何かできない

か」といった話をされており、今後の広がりが期待できると感じた。緊急事態宣

言の発令により大幅に内容を変更し、基本的には動画配信での実施となったが、

府域市域を超えてより多くの方に多様な居場所について知っていただく機会を

提供できたと考える。 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況

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、市町村における子若協議会の設置促進を推進したものの、設置数は

13



５市にとどまっている。引き続き市町村における子供・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) 令和２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、先進市と一

緒に研修会や広域連携の勉強会を開催し情報の共有を図った。 

また、令和元年度からの取組である居場所支援として実施した「ひきこもり UX女子会

inOSAKA６市」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、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策が取られているなかでも、７回の

開催でのべ 140人以上の方の参加があり、実施市町以外からの参加者が多く、広域で取

り組む居場所支援の重要性と必要性をさらに感じた結果となった。 

この結果からも、引き続き先進市とひきこもり支援の広域連携について、どのように

進めるかなどを令和３年度以降の課題として取り組んでいきたい。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

   平成 29年度から高校と連携し、中途退学者情報を県の協議会である「おかやま子ど

も・若者サポートネット」に提供してもらい、中途退学者の早期対応を実施している。

令和元年度はつなぎに課題がある案件について、住所地の市町村も含めたケース会議

を実施した。長期的な支援のためには、住所地の市町村で様々な機関が連携して支援

することが不可欠であるが、県内の大半の市町村には民間の支援機関が少なく、公的

機関では提供できないニーズについて、その受け皿をどうするかが課題である。 

   また、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、青少年総合相談センターへの本人

からの相談件数が減少しているため、困難を抱えた子供・若者がより相談しやすい相

談窓口の在り方を検討する必要がある。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

    県内外の子供・若者支援に係る有識者や先進自治体の担当者等を招へいした研修会

を開催し、子若協議会の意義や有用性等を再度未設置市町村に認識してもらうととも

に、設置済市町村の子若協議会立ち上げの経緯や立ち上げ後の運営状況などを情報交

換する場を設けることにより、子若協議会設置の機運を高めたい。 

    また、より身近なコミュニケーションツールである SNSを用いた相談窓口などを検

討するとともに、入ってきたケースに対してより有効性の高い支援体制を検討する。 

ウ 令和２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 

・各市町村における子若協議会の設置促進 

・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子若協議会の有効性などを体験することを目的とし

た、県と子若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 

・SNS相談窓口を設置している子ども・若者総合相談センターの視察 

 

 

 

 

 

 

４ 岡山県 

15



(2) 令和２年度実施内容 

【研修会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

12月 16 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 研修会の狙い 

未設置市町村と県内設置済市町村との情報交換・意見交換の場を設け、身近な先

進事例から、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者に対して地域の

関係機関が連携したネットワークで支援することの有用性やノウハウを学ぶ。 

b 担当者所見 

     今回、子供・若者を支援するネットワークの構築やその後の維持等について、未

設置市町村と設置済市町、民間の支援団体とで活発な意見交換ができた。また、多

くの機関が抱えていたアウトリーチや本人に会えない事例、居場所づくり等に関

する困りごとについて、先進して取組を始めている機関から情報提供してもらえ

たことで、課題解決へのヒントを見つけるきっかけとなった。 

各市町村や民間支援団体が個々に持っているノウハウや取組を共有し、今後の

支援に生かせる情報が得られる場となった。 

 

【連絡会議】 

回数 日程 テーマ 

２ 令和２年 

11月 10 日 

子ども・若者支援連絡会議 

(ア)第１回 

a 連絡会議の狙い 

子若協議会を設置していない市町村に対し、全国の先進事例を紹介し、困難を有

する子供・若者を支援していく上での関係機関が連携したネットワーク構築のメ

リットや既存のネットワーク・資源の活用等「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 

     困難を抱える子供・若者を支えるために、保健・福祉・教育・青少年健全育成・

雇用など様々な部署が対応しているが、部局の枠を超えた連携に困難を感じてい

る市町村も多い。今回の連絡会議において、全国の具体的な事例を通じて、各市町

村の実情に応じた連携のあり方を学ぶことができ、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。 
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【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

11月 10 日 

全国の子ども・若者支

援地域協議会について 

豊橋市子ども・若者支

援地域協議会について 

Co-Work-A.LLC 

代表社員 田中成幸 氏 

愛知県豊橋市総務部情報企画課 

課長補佐 松井清和 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供・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」につ

いて、全国や先進自治体の事例に関する研修を行い、県内様々な自治体の状況に応

じたネットワークの在り方について理解を深める（連絡会議と併せて実施）。 

b 担当者所見 

     今回、困難を抱える子供・若者支援のためには関係機関の連携が必要と考えてい

るが、どうしたら部局の垣根を超えたネットワークが構築できるのか悩んでいる

市町村にとって、具体的な事例からノウハウを学べる有効な場となった。連携した

支援を円滑に進めるためには日頃から関係する部署間、担当者間の顔が見える関

係作りが肝要であり、そのような関係を構築するための様々な工夫は、今後各市町

村において取り組めるものであり大いに参考になった。 

 

【視察】 

回数 日程 視察先 

１ 令和２年 

10月 30 日 

かながわ子ども・若者総合相談センター 

浜松市青少年育成センター「わかば」 

(ア)第１回 

a 視察内容 

SNSを利用した相談を実施しているかながわ子ども・若者総合相談センター及び

浜松市青少年育成センターについて、ケース支援の状況や他機関との連携などを

視察する。 

b 担当者所見 

昨今の子供・若者にとって、最も身近なコミュニケーションツールは、LINE 等

の SNS であり、電話や総合相談センターへ来所して面接での相談は敷居が高いた

め本人からの相談件数の減少につながっているのではないかとの懸念があった。

両センターを視察し、SNS相談窓口は子供・若者本人が相談しやすく、SNS相談を

きっかけとして面談・電話での相談や支援機関への引継ぎなど、より深く困りごと

への対応ができるなど、導入のメリットを多く感じた。 
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一方で、非言語情報が無い中で相談者のテンポに合わせた対応が必要となる SNS

相談は、日頃 SNS をあまり使用しない相談員にとっては非常に難易度の高いもの

であり、相談員のスキルアップや相談対応に困った際の支援体制が必須であると

感じた。 

 

(3) 子若協議会の活動（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、子供・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) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

令和２年度、子供・若者をネットワークで支援するために未設置市町村がそれぞれ

抱える課題について、全国の子ども・若者支援地域協議会の先進事例や、県内の設置

済市町村との情報交換から、解決に向けてのヒント・有用な取組等を見つけるための

会を開催した。その場で得られた情報だけでなく、参加した市町村・民間支援機関の

担当者同士とのつながりは、今後も所属機関の垣根を越えて相談しあえる関係になり

得ることから、今後も各機関の「顔の見える関係づくり」を後押しできる会を開催し

ていきたい。 

また、県の総合相談窓口である青少年総合相談センターについて、子供・若者が利

用するコミュニケーションツールが電話やメールから SNSに移行した現状に合わせ

て、SNS による相談を導入するため、先進自治体を視察した。SNS 特有のテンポの速さ

や文字量の少なさは、日頃 SNSを利用しない相談員には慣れるまで時間がかかると考

えられるが、困難を抱えた子供・若者にとって、より相談しやすい窓口とするため、

SNS による相談体制の導入を検討していきたい。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題

広島県子ども・若者支援協議会を設置し、県内全市町や多数の NPO法人が参加する

顔の見える関係づくり、広報活動、ケース検討を通じた地域ネットワークの意識づく

り等に取り組んでいたが、個別ケース支援については県のみでの支援は難しいため、

市町における支援ネットワーク整備を促すことが課題である。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。

イ 上記課題を克服するための令和２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・団体等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。 

ウ 令和２年度の活動

○実務者会議の実施（県西部、東部） ⇒ 新型コロナウイルスの影響により中止

○支援機関・団体を対象とした講習会（県西部、東部）

⇒新型コロナウイルスの影響により、オンライン開催に変更

○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） 

⇒新型コロナウイルスの影響により中止

(2) 令和２年度実施内容

【講習会】

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年  

12月 19 日

（オンライン

開催） 

コロナ禍における困難

を抱える子ども・若者

の自立を考える。 

認定 NPO法人育て上げネット 

執行役員 蟇田 薫 氏 

２ 令和３年 

１月９日 

（オンライン

開催） 

ＳＮＳカウンセリング 帝塚山学院大学大学院 

教授 宮田 智基 氏 

(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

  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。 

５ 広島県 
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  なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実地での講習会開催からオンラ

イン開催に変更した。 

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・若者の家族支援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在り方について、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 講習会の狙い 

  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。 

  なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実地での講習会開催をオンライ

ン開催に変更した。 

b 担当者所見 

若者間で SNS の利用が増えるとともに SNS による相談対応の必要性が高まって

いる。電話や対面相談と異なり、声が聞こえず顔も見えない中、SNSに入力された

限られた文字情報だけでいかに対応していくか、実態に即した内容で、今後の相談

や支援の在り方について、新たな視点を得、知識を深めることができたものと思わ

れる。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

ア 子若協議会の役割 

  不登校、ひきこもり、若年無業、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。 

子若協議会は、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 

        ・子若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 
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  （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 

 

ウ 今後の課題 

市町における子若協議会等の支援ネットワーク整備を促進すること。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

令和２年度は、研修会、講習会、広報活動を計画していたが、新型コロナウイルス

感染者数の増加により、研修会及び広報活動は中止せざるを得なかった。 

講習会は、実地からオンラインによる開催に変更して実施した。参加者アンケート

では、内容は好評であったとともに、オンライン講習にも引き続き参加したいとのこ

とであった。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に当たり、オンラインによる開催

は非常に有効であったと思われるが、会場での開催と異なり、講習会開始前や終了後

に参加者同士での自由な情報交換などはできないことから、参加した関係機関や団体

間での連携推進は難しい面があった。 

そのため、市町における支援ネットワーク形成の意識を図ることが難しい状況となっ

ている。 

今後、新型コロナウイルスの状況下で、困難を抱える子供・若者や家族等にどのよう

にアプローチし、支援するか、関係機関・団体間でどのようにネットワークづくりを進

めるかが課題である。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

   不登校、非行、ニート、ひきこもり、児童虐待等、課題ごとにネットワークが構築

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

ける子供・若者支援の核となるような人材の養成が十分でない。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

    県子若協議会を開催し、各地域における子若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、子供・若

者支援に携わる人材を養成していく。 

ウ 令和２年度の活動 

・県子若協議会の開催 

・各地域における子若協議会の設置促進 

・支援者養成講習会の開催 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【研修会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和３年 

１月 15 日 

コロナ禍における「ネッ

トトラブルとその対処

方法について」 

鳴門教育大学 教職大学院 特

命教授（名誉教授） 

阪根 健二 氏 

２ 同年 

２月 26 日 

ゲーム障害の理解と対

応 

社会医療法人あいざと会 藍里

病院 副院長兼あいざと依存症

研究所 所長 吉田 精次 氏 

３ 同年 

３月 15 日 

コロナ禍における「家族

支援について」 

龍谷大学 文学部 准教授  

赤津 玲子 氏 

（ア）第１回 

a 講習会の狙い 

   子供・若者支援に携わる人材の養成 

b 担当者所見 

子供・若者支援者からの関心が高い「ネットトラブル等」について、現況に加

えて予防的対処方法を学ぶことで、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 

   子供・若者支援に携わる人材の養成 

６ 徳島県 
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b 担当者所見 

子供・若者支援者からの関心が高い「ゲーム障害」について、発達段階に応じ

た症状の特徴や治療・対応方法を学ぶことで、支援に必要な見識を深めることが

できた。 

 

（ウ）第３回 

a 講習会の狙い 

       子供・若者支援に携わる人材の養成 

b 担当者所見 

各相談ケースの家族の状況に応じた対応方法等について、現況や予防的対処方

法を学ぶことで、支援に必要な見識を深めることができた。 

 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和３年 

１月 15 日 

子ども・若者支援を巡る

最新のトレンド 

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 

２ 同年 

２月 26 日 

子ども・若者支援と全国

の事例 

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 同年 

３月 15 日 

「顔の見える関係を築く

ために」明日から使える

ワークショップ～ワール

ドカフェ編～ 

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 

（ア）第１回 

a 講習会の狙い 

   子供・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 

子供・若者に関する現状や課題、求められる支援の形態等について学ぶととも

に、支援者の資質向上に加え支援機関相互の連携促進につながった。 

 

（イ）第２回 

a 講習会の狙い 

   子供・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 

県外における子ども・若者総合相談センターの好事例や、協議会を生かしたネ

ットワーク構築のポイントについて紹介していただくことで、支援者の資質向上

に加え支援機関相互の連携促進につながった。 
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（ウ）第３回 

a 講習会の狙い 

  子供・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 

ワールドカフェを実施し、各支援機関における発見等について、様々な意見を取

り入れることで、支援者の資質向上に加え支援機関相互の連携促進につながった。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

県内全域を対象として県子若協議会を開催し、子供・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、市町村レベルでの子若協議会の設置を促進した。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

   子ども・若者支援地域協議会を開催し、子若協議会・子若センターの設置の趣旨やメ

リットの周知のほか、ワールドカフェを通じて課題や発見等について意見交換を行うこ

とにより、支援機関相互の連携促進やネットワークの強化につなげることができた。 

   また、昨今、社会的な課題となっている「ネット依存」、「ゲーム障害」や新型コロナ

ウイルスによる家族環境の変化に応じた支援の方法等について講習会を実施し、支援者

の資質向上等につなげることができた。 

   令和２年度の事業結果を十分に分析し、令和３年度以降の取組につなげていきたい。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

子若協議会について、平成 30年度に構成機関を拡充するとともに、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」という。）」を設置し、子

若協議会の指定支援機関に指定した。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ぐことで、就学や職業的自立を支援している。 

課題として、地域における子供・若者支援の輪を広げるため、市町村の子若協議会

設置を促進する必要がある。また、子若協議会を通じて関係機関との連携を強化して

いくため、「若まど」の指定支援機関としての機能の充実を図る必要がある。     

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

・市町村に対し子若協議会設置に係る具体的方向性を示す。 

・市町村における子若協議会設置促進のための手法について整理・研究する。 

・「若まど」相談員に対し、機関連携のための知識及び具体的手法を習得させる。 

ウ 令和２年度の活動 

・青少年支援に携わる方の技能向上及び各機関の情報交換を目的とした研修会を開催 

・各機関の相談担当者を対象に、専門的な知識・技術の向上を図ることを目的とした

研修会を開催 

・子若協議会代表者会議及び実務者会議を開催 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【研修会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

11月 13 日 

（福岡地区） 

子ども・若者支援 

地域協議会の設置 

に向けて 

－具体的手法、 

事例と実践－ 

Co-Work-A.LLC 代表社員 

田中 成幸 氏 

２ 同年 

11月 17 日 

（筑豊地区） 

３ 同年 

11月 18 日 

（北九州地区） 

４ 同年 

11月 27 日 

（筑後地区） 

 

７ 福岡県 
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a 研修会の狙い 

本県では、研修会の開催や内閣府事業の積極的な周知を通じて、市町村に子若協

議会の設置を促してきたが、現在、子若協議会を設置しているのは政令２市のみで

ある。困難を有する子供・若者が適切な支援を受けられないことのないよう、地域

における子供・若者支援の連携体制を確保する必要があることから、「市町村にお

ける子若協議会の設置促進」及び「各地域における関係機関の連携強化」を目的に、

県内４地区で開催する。 

b 担当者所見 

     各地区同一の内容で、前半を講義、後半をワークショップ形式で実施した。 

前半の講義では、現在の子供・若者が抱える問題や、子若協議会及び子若センタ

ーの先進事例、子若協議会及び子若センターを設置するメリット及び具体的な方

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、「困難を抱える子ども・

若者を発見し支援するために必要なこと」をテーマに参加者間で意見交換を行っ

た。地域の抱える課題や各機関の取組等を共有することができ、また、県内４地区

で開催したことにより、実効性ある地域ネットワークの構築につながるものとな

った。 

さらに、本研修会終了後、複数の市町村が子若協議会設置に関心を示しており、

本県における子供・若者支援の推進に大きく寄与するものとなった。 

 

【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月１日 

相談状況と「若まど」の

役割について 

久留米大学文学部社会福祉学科 

教授 門田 光司 氏 

２ 同年 

10月 20 日 

個別ケースについての

助言、相談状況分析、質

疑応答 

３ 同年 12月 25日 個別ケースについての

助言、SNS相談試行実施

報告、質疑応答 

４ 令和３年 

２月 26 日 

業務実績報告、個別ケー

スについての相談・助

言、質疑応答 

    a スーパーバイズの狙い（各回共通） 

本県の子若センターである「若まど」のコーディネーター及び相談員に対し、学

識経験者から知見を得る場を設け、機関連携のための知識及び具体的手法を習得
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させるとともに、相談支援技術の向上を図る。具体的には、個別ケースの対応方法

や、子若センターの運営方法、今後の方針等について、意見交換や質疑応答を実施。 

 

(ア) 第１回 

b 担当者所見 

「若まど」の主な役割は、相談者を適切な機関へつなぐこと、相談者に対し必要

な情報を提供することであるが、相談が長期化するケースもあり、課題となってい

る。今回のスーパーバイズを通じて、常に相談者や関係機関との信頼関係の構築に

努めること、相談の長期化が懸念される場合は期間や回数制限を設けること、より

適切な支援機関がある場合は可及的速やかに紹介するべきであること等の助言を

得た。改めて、若まどの役割を確認し、長期化や抱え込みを防ぐための意識付けが

できた。 

 

（イ）第２回 

b 担当者所見 

「若まど」で対応中の６ケースに係る対応方針について質疑し、助言を得た。ま

た、相談期間が長い又は相談回数が多い相談者と、早期に終結した相談者とを比較

し、その傾向を分析した。その結果、次のような場合は長期化しやすい傾向がある

ことがわかった。 

・保護者からの相談 

・本人が不登校・ひきこもり状態である場合 

・発達特性の影響があるが、本人や保護者にその意識がない場合 

・発達特性の影響があるが、本人や保護者はその事実に抵抗がある場合 

・医療機関につなぐ必要があるが、本人や保護者が拒む場合 

 

（ウ）第３回 

b 担当者所見 

「若まど」で対応中～終結済みの６ケースに係る対応方針について質疑、報告を

行った。また、ＳＮＳ相談の試行を終えての感想や課題を報告し、ＳＮＳ相談は、

「相談の入り口」、「相談室まで足を運ぶツール」となることが望ましいとの助言を

得た。その他、オンライン面談や、ケース検討会議の効果的な進め方などについて

質疑を行い、今後の「若まど」の運営について検討することができた。 

 

（エ）第４回 

b 担当者所見 

「若まど」開所から約２年半の相談実績を報告し、ニーズや相談者に共通する課
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題や傾向を確認できた。また、３件のケース対応の報告や質疑応答を通じて、 

・相談が終結し、進路が決定した後に危惧される問題（再度本人が進路に後悔 

するかもしれない等）を恐れず、短期の支援に焦点化して取り組むこと。 

・最近件数が増えている心の相談について、診断名が付いている場合や自殺 

念慮がある場合は、抱え込まずに早急に専門の支援機関につなぐこと。 

・つなぎ先となる社会資源が少ない地域では、学校の中でどう支援していくか 

を考えることも必要であること。 

等、課題に対し具体的な助言を得ることで、相談員の技術向上につながった。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

・代表者会議、実務者会議の開催 

※個別ケース検討会議は適時、年 10回程度開催。 

・実務者会議研修会の開催 

※内閣府「子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」を活用し、地域における

支援ネットワークの構築をテーマとして実施。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

子若協議会の設置等について、県内各市町村における課題等を把握し、今後の子若協

議会設置促進に向けた施策及び本県子若協議会の運営の参考とするため、各市町村に対

し、「子ども・若者支援地域協議会の設置に係るアンケート調査」を実施した。これによ

り、子若協議会の設置に向けた取組状況、課題、設置しない場合の理由、子供・若者支

援のための連携に関する課題等を把握した。今後は、この調査結果をもとに市町村担当

課に対しより的確な情報提供や助言などの働きかけを実施するとともに、特に子若セン

ター設置について具体的に検討が進んでいる２市とは、必要に応じ担当課との協議や専

門家によるスーパーバイズなど、設置促進に向けた取組が必要である。 

「若まど」については、本事業を活用したスーパーバイズや研修会への参加等による

相談員の技能、知識の向上により、相談者の抱える問題を的確に把握し、適切な支援先

に迅速につなぐことが可能な体制の整備が進んでいる。開所から２年半が経過し、令和

元年度は約 80 件／月であった延べ相談件数が、令和２年度は約 120 件／月と増加し、

相談者の希望や心身の状況に応じた専門の支援機関への引継ぎを行っている。 

今後は、実績から把握された支援を必要とする相談者の実態に合わせ、中学校を含む

学校及び関係支援機関との連携強化やＳＮＳ相談やオンライン面談など、対象者の特性

や社会情勢の変化に応じることのできる相談対応力の強化を図っていく必要がある。 

 

28



(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

本県は、ニートや不登校等の比率が全国と比べて高い状況にあるが、一方で、子

供・若者を支援する機関が本島中南部に集中していることから、地域の実情と社会

資源に応じて各市町村が主体となった支援体制（子若協議会等）の構築が必要であ

るが、現時点で子若協議会を設置しているのは石垣市のみである。 

市町村からは、子若協議会設置の必要性は理解できるが支援の範囲が広いため所

管課をどこにするか調整が難しい点や、既に要対協やその他の連絡協議会がある中

で新たに設置する際の業務負担の増加等に関する課題が挙げられている。 

 

イ 上記課題を克服するための令和２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（以下「セン

ター」という）は、本島南部（那覇市）に設置しているが、センターから遠隔地で

ある、北部地域や離島地域においては、十分な支援が行えていない。これらの地域

とセンターの有機的な連携を目指すため、市町村担当者会議に加え、これらの地域

を中心とした子供・若者支援者向けの講習会を実施し、ひいては、子若協議会設置

の機運醸成を図っていく。 

 

ウ 令和２年度の活動 

    子若協議会設置検討に前向きである自治体に対しては引き続き働きかけを行うと

ともに、市町村担当者連絡会議を開催し、情報提供や意見交換を実施する。 

また、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センターの出張相談会、困難を有する子供・若者

への支援を行うＮＰＯ団体等に対する補助事業等により、引き続き、市町村と連携

して取り組んでいく。  

 

(2) 令和２年度実施内容 

【連絡会議】 

回数 日程 テーマ 

１ 令和２年 

12月 23 日 

地域における子ども若者育成支援について 

(ア)第１回 

a 連絡会議の狙い 

本県北部圏域の市町村を対象に子供・若者育成支援に係る国の事業、県の事業を

説明し、施策や取組の理解を深めるとともに、地域における課題を整理する機会と

８ 沖縄県 
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捉え実施した。 

b 担当者所見 

  北部圏域で会議を開催するのは初めての取組であったが、圏域を特定したこと

で参加しやすくなったと思われる。子供・若者育成支援に初めて携わる職員には全

体像が少し理解いただけたと思う一方、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

会議時間を短縮した影響で、全体的に説明が駆け足になってしまった点は次回に

活かしたい。 

 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

12月 23 日 

地域における子ども若

者育成支援について 

認定特定非営利活動法人 

育て上げネット 

若者支援事業マネージャー 

井村 良英 氏 

(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

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」設置のメリットや運営、支援の方法などについて御講演をいただくととも

に、設置に向けた具体的なイメージを持ってもらうことを目的に実施した。 

b 担当者所見 

限られた時間の中で、「子ども・若者支援地域協議会」の概要からはじまり、設

置に向けた具体的な動き方や課題の整理、地域の実情にあった運営方法など多く

の参考になる事例や気付きを与えていただいた。 

この講習会で得た情報を基に子若協議会設置に向けた取組が加速することを期

待したい。 

 

【視察】 

回数 日程 視察先 

１ 令和２年 

11月 11 日～ 

同月 12 日 

（１）「若者サポートステーション With You南紀」及び 

「南紀若者サポートステーション」 

（２）和歌山県環境生活部県民局 青少年・男女共同参画課 

（３）「若者サポートステーション With Youわかやま」及び 

   「若者サポートステーションわかやま」 

(ア)第１回 

a 視察内容 

子若センターと地域若者サポートステーション（以下「サポステ」という。）の
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連携、拠点間の連携及び中心地から遠方の地域における支援体制について学ぶと

ともに子若協議会の運営について参考とするため、和歌山県を訪問し、各所におい

て施設見学、事業内容の聴取を行った。 

b 担当者所見 

  和歌山県における子若センターはサポステとの併設と言うより、一見するだけ

では２つの事業で運営されているとは判別できないほど一体的なものとして機能

しており、緊密な連携が感じられた。また、遠隔地においてこそ「子若センター×

サポステ」のような他機関連携（一体的運用）が必要と感じた。

本県の子若協議会は形式的な開催になっており、構成員の参加意欲が高まるよう

な運営を模索していたところ、和歌山県の研修会をベースとした運営は大変参考

になるものであり、令和３年度以降の取組に活かしていきたい。 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況

沖縄県子ども・若者支援地域協議会（代表者会議・実務者会議 合同会議）を書面

で行った。 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題

ア 北部圏域における市町村担当者連絡会議及び講習会を開催し、子供・若者支援に

対する課題や情報の共有につながった。 

イ 先進地視察によって、子ども・若者総合相談センターの多様な運営方法（複数拠

点の運営、他事業との緊密な連携体制）等を学ぶことができた。 

ウ 引き続き、地域における支援体制の充実・強化に向けて、子若協議会等の設置促

進やセンターからの情報提供等に取り組む。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

 ・若年で不登校となったり、就労経験がなかったりするひきこもりの方は、就労につ

ながることが難しい場合があり、家と会社の中間的な居場所など、多様な社会参加の

場が必要。 

・当事者・家族から相談につながれないことがあるため、相談しやすい環境整備が求

められており、今後はネットを活用した相談受付など、支援方法を検討することが必

要。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

    子ども・若者支援地域協議会として「掛川市ひきこもり対策協議会」を設立し、

ひきこもり支援の現状について情報共有し、多職種多機関の連携を強化する。ま

た、実務者を対象とした研修会を開催し、相談支援技術の向上を目指す。 

ウ 令和２年度の活動 

10月 庁内設立準備委員会開催  

     11 月 代表者会議準備委員会開催 

     12月 第１回協議会開催（設立総会）・設立記念講演会開催 

１月 第１回実務者会議開催（研修会）    

 

(2) 令和２年度実施内容 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

12月 25 日 

（講演） 

ひきこもり支援の現状

とこれから 

（四者対談） 

掛川市におけるひきこ

もり対策のこれから 

認定 NPO法人育て上げネット 

理事長 工藤 啓 氏 

２ 令和３年 

１月 20 日 

ひきこもり支援の留意

点 

―家族相談支援の実践

から― 

認定 NPO法人育て上げネット 

執行役員  蟇田 薫 氏 

家族相談員 森 裕子 氏 

(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

掛川市ひきこもり対策協議会の設立を記念して、ひきこもり支援に関係する多

職種多機関の代表者及び実務者等が、ひきこもり支援の現状について情報共有し、

９ 静岡県掛川市 
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若者就労支援を先進的に進めている認定 NPO 法人育て上げネットの活動を通して

今後の支援の在り方を学ぶ。 

b 担当者所見 

     ひきこもりの問題は、若者だけの問題ではなく、現在は全世代の問題となって

いる。また、特別な人だけでなく、誰にも起こりうる問題であり、家庭や学校の

問題と思われてきたが、社会全体の問題である。したがって、地域においては多

職種多機関が連携して支援をつなぐことが重要であることを、参加者で共通理解

できた。 

     また、緊急事態宣言で社会全体がひきこもりの状態を経験したことで、ひきこ

もっていてもネットを使えば働くことがき、今後はそうした多様な社会参加の取

組を進めていくことが大事である。相談においても、ネットを使うことで当事者

や家族が支援を選ぶ時の選択肢が増え、支援の拡充が期待できることが分かっ

た。 

     全体を通して、ネットを活用した支援の必要性や、多職種多機関の連携強化が

ひきこもり支援においては重要であることを参加者で共有でき、今後の子若協議

会運営においても大いに役立つ内容だった。 

 

(イ)第２回 

a 講習会の狙い 

ひきこもり支援に関わる多職種多機関の実務者を対象に、家族相談支援におけ

る相談技術の向上と、ワークショップを通じた実務者間の、情報共有、交流の促

進により、今後のひきこもり支援における円滑な連携体制の構築を目指す。 

b 担当者所見 

家族相談支援の実践方法について、相談を受けるときのスタンスや、気を付け

ていること、工夫など、具体的なアドバイスをいただき、すぐに実践に役立てる

ことができる内容であり、相談支援従事者の資質向上に大いに寄与した。 

また、これまではそれぞれの機関が個別にひきこもり支援を行ってきたが、連

携してこなかった機関の実務者とも交流することができ、ネットワーク構築に大

いに役立った。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

上記ウと同じ 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

（令和２年度の取組の成果） 

 子若協議会として「掛川市ひきこもり対策協議会」を設立し、設立記念講演会を開催
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したことで、多職種多機関の連携強化が図られ、講演会を動画配信したことでひきこも

りに関する理解が促進された。また、実務者会議研修会を行い、実務者間のネットワー

ク構築と相談技術向上が図られた。 

（今後の課題） 

 ひきこもり支援に関係する多職種多機関の連携は一層強化する必要がある。また、多

様な社会参加の場としての居場所の充実と相談しやすい環境整備のためのネットの活

用が課題である。どのような取組ができるか、今後、子若協議会を活用して検討してい

く必要がある。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

   子供・若者相談から、支援につながった若者とその家族は、延べ 74 件（前年度 62

件）であった。特に若者家庭へのアウトリーチを市職員が実施し、支援が成功してい

る事例がある。相談件数の増加などから、子供・若者相談が浸透し始めている実感は

あるが、ひきこもりの若者 1.68％、貧困率 7.1％（H30）を改善するため、市民向けに

引き続き相談窓口の周知を強化することを課題と認識している。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

   相談につながっていない子供・若者、家族を多く把握し支援するためには、関係機

関からの情報やつなぎも大変重要であるという認識のもと、子ども・若者センター設

置の目的や経緯、目指す姿等を、関係者や支援機関に丁寧な説明を行うことを目標と

した。 

ウ 令和２年度の活動 

瀬戸市子ども・若者センターの令和３年４月設置に向けた準備を行った。議会のほ

か、市役所内や市民の代表、学校等に向けたＰＲに努めた。 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

12月 11 日 

子どもとの関わり方・見

守り方 

認定特定非営利活動法人 育て上

げネット 子どもの将来相談窓口

「結」 

家族相談士：塚田寛子 氏 

産業カウンセラー：蟇田薫 氏  

(ア) 第１回 

a 講習会の狙い 

不登校・ひきこもりがちな子供・若者やその御家族への「支援者」として活動

されている方を対象にした。支援者は、支援対象家庭の状況に合わせ、悩みなが

ら対応しており、不安を抱えることも少なくない。支援者として必要なことや、

基本的なことを今一度振り返る機会として企画した。 

b 担当者所見 

      オンラインでの受講と会場での受講で開催した。 

困難な子供・若者の現状や、背景の要因、年代別の課題等の情報共有をし、そ

の後、家族の関わりのロールプレイを見て具体的な関わり方法を学んだ。その中

で支援者は、ひきこもっている当事者が一番困っていて、本人を責めたり腫物扱

10 愛知県瀬戸市 
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いをすることで悪循環のパターンにはまってしまうということを心に刻んだ。 

参加者からは、ひきこもり増減等を含めた社会的背景、予防策の活発な質問が

出て、それに対して講師が応え、ひきこもりの現状等、理解を深めることができ

た。 

 

【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

11月 11 日 

職員向け「相談のスキル

アップ講座① 

コミュニケーション」 

日本福祉大学社会福祉学部 

教授 野尻 紀恵 氏 

２ 令和２年 

12月 2日 

職員向け「相談のスキル

アップ講座② 

実践編」 

日本福祉大学社会福祉学部 

教授 野尻 紀恵 氏 

(ア) 第１回 

a スーパーバイズの狙い 

       市職員は、事務職、保育士、保健師、教員など多職種が在籍しており、住民か

ら多岐にわたる相談を受け、支援者として対象家庭に継続的に関わることも多い。

そこで、職員の相談対応スキルをより一層向上させ、特に「子供・若者支援」に

おいて重要なポイントを学ぶ機会として開催した。 

b 担当者所見 

     現場経験を踏まえた講義内容で、参加者 39名の満足度は高かった。ホワイトボ

ードを用い、面談内容を可視化しながら整理をしていく手法は、すぐ実践できる内

容で参考になった。援助の成功には、クライエントが支援者に対し「この人に期待

できる、託せる」と感じられることが大きく影響しており、スキルや理論以上にラ

ポール形成が重要であることを再認識した。また「コミュニケーションは温かさの

伝えあいである（Ｍ.スワンソンによる定義）」という言葉は、子供・若者支援の根

幹として、参加者の胸に深く刻まれた。 

 

(イ) 第２回 

a スーパーバイズの狙い 

第 1回の講義内容を受け、今回はグループに分かれて演習をした。ホワイトボ

ードを用いての面談技法を職員が体験することで、学びを深める機会とした。 

b 担当者所見 

   講師の行うデモを見るのと、実際自分がやるのでは大違いと感じた職員の声が

多く聞かれた。傾向として、職員は聞くときに余計な一言（誘導）を付け加えが

ちであるということが指摘され、改めて意識することができた。このように、面
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談における自分たちの癖や傾向を知る良い機会になった。 

 

【視察】 

回数 日程 視察先 

１ 令和３年 

３月１日 

豊橋市子ども若者総合相談センター「ココエール」 

(ア)第１回 

a 視察内容 

令和３年４月の子ども・若者センター設置に向けて、先進的な取組をしている豊

橋市を視察した。施設を拝見しながら、体制や課題、効果などを学ぶことができた。 

b 担当者所見 

委託方式の豊橋市と、直営方式の瀬戸市では異なる部分もあるが、「まずは相談

の一義的な受け皿として機能する」という目的は共通しており大変参考になった。

また、子ども・若者センターを開設することで、子供や若者の支援機関からの相談

が増えたり、複合的な支援を要する家庭が把握できるなど、効果が大きいことを理

解した。瀬戸市でも、まずは対象者の話を丁寧に伺うことに注力し、支援をスター

トできるよう取り組みたい。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

   子若協議会は COVID―19に関する緊急事態宣言下にあったため、設置予定の子ども・

若者センターに関する資料配布による書面開催とした。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

子ども・若者センター設立に向けた準備は、職員が「誰が、誰のために、何をするか」

を理解するための重要なプロセスであった。職員向け研修を受け、①子育て総合相談窓

口②子ども家庭総合支援拠点③子ども・若者総合相談センターの３つの機能の複合体と

してスタートするという計画の実現に向けて、先進地の豊橋市から得た学びや、内閣府

資料等を参考に「瀬戸市らしい子ども・若者センター」を目指し企画を練っていった。

今後の課題は、この子ども・若者センターで様々な相談を実施し、その結果を分析する

ことと考えており、市民や支援者に対する子ども・若者センターのＰＲに努めていきた

い。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

   高島市子若協議会では、協議内容によっては構成機関だけではなく、地域の関係機

関や市役所の他部署にも参加いただいて、拡大実務者会議として開催し、個別の支援

のその先に「地域で生活できる」「地域で活躍できる」仕組みづくりについて、立場の

違う様々な視点から意見を出し合い議論を行っている。「地域で生活できる」では、地

域の居場所や 24 時間の緊急対応ができる場をどのように作っていくか、「地域で活躍

できる」では、子供・若者それぞれのペースに合わせた就労や仕事の切り出しができ

ないか等仕事づくりについて意見を出し合っている。若者の生活を支えるには、まず

働いていてもいなくても、家族がいてもいなくても、地域で安定して生活を送ること

ができる、ということが必要である。また同時に、地域で仕事や活動に参加できる場

も、それを必要とする若者にとっては重要な場になる。こうした点から、２つの仕組

みについて継続して考えている。様々な御意見やアイデアをいただいているが、具体

的に何かを始める、何かを創るというところには至っていない。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

    地域の中に子供・若者たちを支えるための仕組みを創り、運営していく。 

①「地域で生活できる」における課題  

→“駆け込み場所”普段の関わりと緊急時の対応 

②「地域で活躍できる」における課題  

→“仕事づくりの場”得意と可能性を試す場 

      子若協議会では、このような場をどのように仕組み化し、どのように運営し

ていくか、各機関の関わり方も含めて具体的に検討する。その過程で地域のネ

ットワークの強化を図る。 

ウ 令和２年度の活動 

〇少年センター運営委員会 

〇高島市子ども・若者支援地域協議会 代表者会議、実務者会議 

〇無職少年対策連絡会議 

〇少年補導委員会 総会、幹事会、懇話会、研修会 

〇不登校・ひきこもり家族学習会 

 

 

 

 

 

 

11 滋賀県高島市 
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(2) 令和２年度実施内容 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和３年 

１月８日 

「若者支援と居場所事業

について～10代の孤立

を解決するためにできる

こと～」 

認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐ (ﾃﾞｨｰﾋﾟｰ) 

理事長 今井紀明 氏 

 

(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

     高島市少年センター無職少年対策連絡会議の研修会と要保護対象児童対策協議

会の児童虐待防止関係者研修会として開催し、教育、福祉、警察、矯正、更生保護

等の関係機関や民生委員児童委員、少年補導委員、青少年育成関係者等、地域で子

供・若者に関わっておられる方を対象に、生きづらさを抱えた子供・若者への理解

や支援、居場所の大切さについて研修していただき、地域における人材養成と支援

のネットワーク強化を図る。 

b 担当者所見 

認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐ (ﾃﾞｨｰﾋﾟｰ)での取り組みについて、オンライン進路相談

事業と居場所事業とに分けて具体的に教えていただくことができた。 

オンライン進路相談事業「ユキサキチャット」は、不登校・中退などの困難を抱

えた 10 代が進路や就職に関していつでも相談できるようにと取り組まれている。

現在は新型コロナウイルスの影響により、登録者数・相談者数が急増していること、

もともと生活の基盤の弱い 10代が大きなしわ寄せを受けていること、進路相談だ

けにとどまらず家庭関係・経済的困窮・自殺・虐待など多様な困りごとの受け皿に

なっていることなどを聞かせていただき、その役割の必要性・重要性を感じた。 

居場所事業「いごこちかふぇ」では、高校生にとって学校の中に安心できる居心

地の良い空間があることに素晴らしさを感じた。特に定時制高校の中に入り、単位

として認定されている授業を行っていること、食事の提供をされていることなど、

連携のパイプの太さに驚かされた。 

大切にする姿勢として、「ひとまとまりでなく一人ひとりと向き合う」「否定せず

にかかわる」｢様々な年齢やバックグラウンドの人から学ぶ｣を掲げておられ、当市

の取組と共通するところも多く、大変勉強になった。特に最後の「子供たちは可能

性の塊です」という言葉が印象に残る講演だった。 
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【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月 15 日 

 

高島市子ども・若者支援地域協議

会第 2回実務者会議 

「地域で生活できる」「地域で活躍

できる」の実現に向けて～若者の

思いを聞く～ 

大谷大学 

講師 岡部茜 氏 

２ 同年 

10月 29 日 

職員へのスーパーバイズ 

（ZOOM によるオンライン） 

若者の仕事づくりと子ども・若者

支援のネットワークについて 

大谷大学 

講師 岡部茜 氏 

 

３ 同年 

11月 17 日 

高島市子ども・若者支援地域協議

会第 4回実務者会議 

「地域で生活できる」「地域で活躍

できる」の実現に向けて～プレ M’s

キッチンの報告と今後について～ 

大谷大学 

講師 岡部茜 氏 

 

４ 同年 

２月９日 

職員へのスーパーバイズ 

（ZOOM によるオンライン） 

子ども・若者支援と協議会の持ち

方について 

大谷大学 

講師 岡部茜 氏 

 

５ 同年 

２月 26 日 

高島市子ども・若者支援地域協議

会第 5回実務者会議 

令和２年度のまとめと今後の子ど

も・若者支援について 

大谷大学 

講師 岡部茜 氏 

 

(ア)第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     令和２年度の子若協議会では、地域の中に子供・若者たちを支えるための仕組み

を創り、運営していくことを目標としている。 

まずは、「地域で活躍できる」ために取り組むべき課題について、令和元年度ま

であすくる高島の個別の支援で行ってきた家事代行バイト（M’s キッチン）の取

組を、対価の伴う中間的な仕事として地域で実現させるためにスーパーバイズを

いただく。 

b 担当者所見 

若者支援を考えるときは「若者自身がその会議に参加している必要がある」と

いうスーパーバイザーの助言により、令和２年度の子若協議会には、若者が参加
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することになった。 

第２回実務者会議では、若者自身の思いを知るため、事前に若者２名にインタ

ビューを行い、作成した動画を観てもらった。動画から、就労について、家事代

行バイトについてなど若者の本音と、場所を提供してくださる方の思いを知った

うえで、「地域の中で M’s キッチンを維持するためにどういった資源が使える

か」というテーマで議論を行った。 

会議に参加した若者１名もグループでの話し合いに参加できた。 

     

(イ)第２回 

a スーパーバイズの狙い 

家事代行バイト（M’ｓキッチン）の試行を受けて、若者が地域で活躍できるよ

うな条件をつくるために、仕事づくりの場に今後どう取り組んで行くか、子若協議

会としてどのように関わっていくべきかについて、また今後子ども・若者支援関連

の協議会やネットワークを有機的に連結させていくことについて、スーパーバイ

ズをしていただく。 

b 担当者所見 

     家事代行バイト（M’s キッチン）の試行を２回行った報告を行い、支援の方向

性や次回の子若協議会の持ち方、令和３年度に向けて子若協議会の体制がどうあ

るべきかについてスーパーバイズをしていただいた。関係機関との事例検討会、ス

タッフ内での事例検討などの必要性を指摘していただいた。 

 

（ウ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

若者支援（家事代行バイトも含めて）の取組、第 4回実務者会議の進め方及び

令和３年度の子若協議会の持ち方について、スーパーバイズをしていただく。 

b 担当者所見 

家事代行バイト（M’s キッチン）の試行について事務局から報告をし、サポー

ターから若者の様子や感想をお話しいただいた。実務者（見学者）のアンケートか

ら課題を整理した資料をもとに、グループに分かれて意見交流を行った。 

若者が参加したグループでは、直接話をすることで若者に対する理解が深まる

機会となった。今までに実務者から出していただいた意見や課題に対して、若者が

取り組んだこと、事務局が対応してきたことを資料にまとめ、実務者に報告するこ

とができた。 

スーパーバイザーからは、地域でどう働いていけるかということは、人生の希望

を左右する大きな要素の一つであり、子供・若者が働くことに希望を持ちやすくな

るような地域を作っていくことが重要であるという話をしていただいた。また、令
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和３年度からの会議の持ち方について、スーパーバイザーから参考になる地域を

教えていただいたので、今後視察等検討していく。 

 

（エ）第４回 

a スーパーバイズの狙い 

家事代行バイト（M’sキッチン）のその後の報告、若狭町への視察の報告を行

い、次回実務者会議の内容や令和３年度の子若協議会の持ち方、子供・若者支援

全般についてスーパーバイズをしていただく。 

b 担当者所見 

家事代行バイトを地域で継続的に行うにはお金や人の面での課題が明確になっ

てきた。この２人の若者について、一般のアルバイト１人分を２人で行うことなど、

雇用主の理解を得て進めていく方向の検討も必要という話が出た。 

次回実務者会議は令和２年度のあすくる高島の相談支援の特徴について報告を

行い、家事代行バイトや若狭町視察の報告も行う。 

今後の子若協議会の持ち方について、若者の意見や考えを出し合う当事者部会

を持つことをスーパーバイザーより提案された。令和３年度は当事者部会と実務

者による事例検討会を設け、そこから出てきたことを実務者会議の全体会で共有

し協議を行い、代表者会議で報告する流れを考えていきたい。 

 

（オ）第５回 

a スーパーバイズの狙い 

令和２年度１年間の取組と、相談支援における特徴について事務局より報告を行

い、スーパーバイザーに令和２年度のまとめと今後の子供・若者支援についてお話を

いただく。また、「子供・若者育成支援推進大綱」の改定案についての説明や令和３

年度の高島市子若協議会の持ち方についての提案も行っていただく。 

b 担当者所見 

令和２年度の特徴的な事例を説明し、多岐にわたる相談支援の状況について、実務

者と共有できた。特にコロナ禍での支援やコロナの影響も踏まえた状況について説

明した。 

スーパーバイザーからは、「子供・若者育成支援推進大綱」の改定案のポイントに

ついてお話しいただくとともに、全国的な若者の現状について、コロナ禍での学生の

経済的な困難や不登校・ひきこもり状態の子ども・若者の状況、とりわけ親の在宅勤

務による親子関係の悪化などの問題について説明をいただいた。また就職氷河期は

単なる「就職の問題」として認識され対策がなされてきたが、現場で生じている喫緊

の課題は「生活が成り立たない」という問題であったこと、コロナ以降の不況につい

ては就職氷河期の失敗を繰り返さないため、若者の「生存の問題」という認識を持っ
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ていかなければならないということが説明された。その後、子供・若者支援で初期に

目指されていた「自立」は、「親からの自立」「職業的自立」「公共への参加」であり、

子供・若者が政策の意思決定に影響を与えることができるようにならなければ状況

は改善しないこと、鍵となるのは、そうした当事者の参加などについて「やれること

からやってみる」「試しにやってみて、失敗を積み上げる」ことである、等のお話を

いただいた。 

令和３年度は、高島市子若協議会において、若者の意思決定の場として新たに当事

者部会をもち、実務者会議の中で事例検討会を行い、両方から出てきた課題・政策提

起を実務者会議の全体会や代表者会議に上げていくということを提案いただいた。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

〇高島市子ども・若者支援地域協議会 

・代表者会議 ７月 13日（月） 

        子ども・若者育成支援事業について 

令和元年度事業報告、令和２年度事業計画等 

        スーパーバイズ（オンライン）：佛教大学 教授 山本耕平氏 

        「子ども・若者の豊かな発達の為に」 

・第１回実務者会議 ８月４日（火） 

        子ども・若者育成支援事業について 

令和元年度事業報告、令和 2年度事業計画等 

        スーパーバイズ（オンライン）：大谷大学 講師 岡部茜氏 

        「これからの子ども・若者の支援について」 

  ・第２回実務者会議 ９月 15 日（火） ＊既述 

  ・第３回実務者会議 10月６日（火）、14日（水） 

        「地域で生活できる」「地域で活躍できる」の実現に向けて 

         ～プレ M’s キッチン～ 

若者による家事代行バイトを地域にある場を借りて試行した。調理の

サポートを更生保護女性会に依頼して行い、若者が調理するところや

利用者に受渡を行う様子を実務者に見ていただき、感想や課題につい

てアンケートを記入いただいた。 

   ・第４回実務者会議 11月 17日（火） ＊既述 

   ・第５回実務者会議 ２月 26日（金） ＊既述 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

〇取組の成果 

令和２年度の取組で最も大きな成果は、若者が会議に参加していたことである。若

43



者支援を考えるときは、若者自身がその会議に参加している必要があるというスーパ

ーバイズにより、計５回参加した。当事者の生の姿や声に触れ理解を深めることがで

きた。また、家事代行バイトの試行を行う過程を一緒に考えていくというテーマはわ

かりやすく、的を絞った内容となり、実務者から取り組みやすかったという感想を得

た。 

〇今後の課題 

地域の中に子供・若者たちを支えるための仕組みを創り、運営していくという目標

はまだ達成できたとは言えないが、対価の伴う中間的な仕事として家事代行バイトを

地域の場で、地域の方にサポートしてもらい試行する中で、こういった場の必要性と

課題を痛感した。仕組みづくりの課題、本人の特性や生活の課題、支援の目標をどこ

に置くかという課題など、気付かなかった課題や厳しい課題も事務局に突き付けられ

た。今後も個別の支援のその先に「地域で生活できる」「地域で活躍できる」仕組み

づくりを地域の子ども・若者支援のネットワークの中で進めていくことが必要であ

る。また同時に若者が意思決定の場に参加できるようにしていく必要がある。 

高島市子若協議会の設置から 10年の節目を迎えたこのタイミングで、支援体制整

備に係るスーパーバイズを受け、これまでの体制を見直し、新たなステージに向かう

方向性を示していただくことができた。 

令和３年度は新たに「当事者部会」をもち、意思決定の場として複数の若者に参加

してもらい、どういう政策や仕組みが必要か話し合ってもらう予定である。令和２年

度に引き続き可能な範囲で若者に協議会にも参加してもらう。また実務者会議の中で

事例検討会を行い、子供・若者育成支援推進大綱の改定案に示された若年自殺やヤン

グケアラー等の事例について検討する。事例検討会や当事者部会から出てきた支援に

関して必要なことを実務者会議で提案し、その結果を令和３年度の代表者会議にはか

り実現を目指していく。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

   吹田市では課題を有する 39 歳までの子供・若者とその保護者を対象に子若センタ

ーを運営している。また、複雑化、複合化した課題を有する子供・若者に対し吹田市

子若協議会を活用し、吹田市全体でチームで支援を行っている。 

   令和元年度に、子若協議会構成機関向けに行った調査では、支援が必要な人が支援

につながりにくい、複雑化・複合化した課題を有している人が多く解決が難しい、関

係機関との連携が難しいとの課題が明らかになった。 

   令和２年度からは、青少年の自立を支援する相談体制の充実を吹田市教育ビジョン

の重点課題のひとつと定めた。 

   支援が必要でありながら、支援につな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や、複雑化・複合化した課題を有する子供・若者に対し、チー

ム支援・切れ目のない支援の強化、来所できない子供・若者に対しアウトリーチ型支

援を行うことが求められている。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

  ・困難を有する子供・若者の早期発見・早期支援  

課題を有し支援が必要でありながら、支援につながっていない子供・若者及び、支援

につながりにくい子供・若者を支援につなげる。 

・関係機関の連携による支援の実施  

複雑化、複合化した課題を有する子供・若者をチームで支援を行う。 

・切れ目のない支援  

制度や年齢等の狭間で支援からこぼれ落ちない仕組みを作る。 

・アウトリーチ（訪問支援）による支援の実施  

来ることを待つだけでは対応できない世帯に対し、訪問等の手段を使い、支援を届け

る。 

ウ 令和２年度の活動 

  ・困難を有する子供・若者の早期発見のための関係機関連携の強化 

・切れ目のない支援、関係機関連携したチーム支援を行うための支援体制作り 

・子ども・若者支援マップの作成（相談機関一覧のマップ） 

・子ども・若者支援地域協議会代表者会議・実務者会議（新型コロナウイルス感染症感

染拡大防止の観点から、書面にて開催）、個別ケース検討会議の開催 

・支援が必要でありながら支援につながっていない子供・若者を早期に発見し、 支援

につなげる支援体制づくりのための支援者研修 

 

(2) 令和２年度実施内容 

12 大阪府吹田市 
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【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和３年 

１月 14 日 

吹田市子ども・若者支援

地域協議会合同研修会 

大阪教育大学    

特任教授  新崎 国広 氏 

２ 同年 

１月 14 日 

吹田市子ども・若者支援

地域協議会合同研修会 

大阪教育大学    

特任教授  新崎 国広 氏 

(ア)第１回・第２回 

a 講習会の狙い 

令和元年度に、子若協議会構成機関向けに行った調査で、「支援が必要な人が

支援につながりにくい」「複雑化・複合化した課題を有している人が多く解決が

難しい」「関係機関との連携が難しい」との課題が明らかになった。 

支援が必要でありながら、適切な支援につながっていない複合的課題を有する

子供・若者に対し、関係機関が連携し、支援を届ける体制づくり、また、支援者・

支援機関が孤立せず継続的に支援を行える体制づくり（困ったときに声を掛け合

える関係）を行えるよう、吹田市全体で支えていける体制を目指す。    

支援が必要でありながら適切な支援につながっていない複合的課題を有する対

象者を発見した場合、たとえ対象者が支援につながりきらなかったとしても、支援

を終了とするのではなく、必要な支援が途切れることのないよう、必ず適切な支援

機関につなげること。 

また、最初に手を差し伸べた支援者・支援機関や引継ぎを受けた支援者・支援機

関がその後も孤立せず継続的に支援を行うことができるよう、吹田市全体でチー

ムとして支援を行っていく、つまり１つの支援者・支援機関の支援対象者は他の支

援者・支援機関の対象者でもあるという意識を高めることも目的としている。 

具体的には、支援対象世帯の発見から支援への誘導、課題の把握、個々の能力・

環境に合わせた社会的自立のための目標の共有等を、複数の支援機関で多角的に

行うこと、支援対象者が支援からこぼれ落ちないよう、重なり合う役割分担を行い、

伴走型支援（地域共生社会の推進）を行っていくことを共有する。 

上記課題を達成するため、支援者・支援機関が顔の見える関係から、思いを共有

できる関係づくりまでを行う。 

b 担当者所見 

子供・若者の現状と支援者にとって求められていることを、国の動向、社会情勢、

現場の支援に即して講義いただいた。 

複合多問題事例の支援に関して、困難事例の対応時に発生する、各種機関との連

携体制の構築が困難、支援者側のキーパーソンが決まりにくい、役割分担ができな

い、重度化してからの相談が多い等のジレンマに対しどのようにして、チームでア

プローチを行っていくかについてお話をいただいた。 
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 子供・若者の支援者に求められる視点として、１つ目に、「話し上手、聴き上手」

になること、相手（子供・若者、障がい者等）のわかる言葉で伝えること、相手の

想い(気持ち)を受け止めること。２つ目に、「助け上手、助けられ上手」になるこ

と、支援者自身の得意なことや、一人でできることは積極的に取り組むこと、苦手

なことや一人では難しいときは、積極的に協働して取り組むこと。３つ目に、「伴

走型支援」を心がける。人生の主人公は、子供たちやその保護者自身で、専門職や

住民は，子供たちの豊かな生活の応援団であること。の３点が重要であること。 

求められる役割として、１つ目に、住民･専門職との日頃からの顔の見える関係

づくりを行うこと。２つ目に、住民からの相談に迅速に対応（即解決ではない）す

ること。３つ目に、必要があると判断したら支援ネットワークを構築すること。４

つ目に、地域協働の視点を持つこと。５つ目に、支援者自身も「助け上手 助けら

れ上手」になるために節度あるお節介を大切にすること。６つ目に、ポジティブリ

スク（リスクそのものの中に、逆に多くの秘められた豊かさや生産性が秘められて

いるとの発想）を大切にすること等、今後の支援現場で大変役立つ内容であった。 

 

【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和３年 

２月 18 日 

吹田市子ども・若者支援

地域協議会合同研修会 

大阪教育大学    

特任教授  新崎 国広 氏 

２ 同日 吹田市子ども・若者支援

地域協議会合同研修会 

大阪教育大学    

特任教授  新崎 国広 氏 

（イ）第１回・第２回 

a スーパーバイズの狙い 

      支援が必要でありながら、適切な支援につながっていない複合的課題を有す

る子供・若者に対し、関係機関が連携し、支援を届けること、また、支援者・支

援機関が孤立せず継続的にチームで支援を行える方法を、具体的な事例検討を

通じて学ぶことを目的とした。具体的には、以下の３点を狙いとした。 

①子供・若者支援における、重層的な他職種連携・地域協働の重要性を学ぶ。 

②子供・若者支援に関わる支援者が、「助け上手・助けられ上手」になって、当

事者・家族等との信頼関係づくりを目指す。 

③実際の事例（支援が必要であるが支援につながりにくい人、ＳＯＳを出せない

人、出さない人。複雑化・複合化しており世帯全体が課題を抱えている。チーム

支援が必要である。３点を含む事例）を検討することで、問題共有とメンバーの

相互理解を深め“顔の見える信頼関係づくり、想いを共有できる関係づくり”を

目指す。 

b 担当者所見 
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      支持的なスーパービジョン機能を取り入れたグループ事例検討を行った。ま

ず、最悪の「事例検討」とは、「すぐに結論を求める」（上司や先輩が答えを出し

てしまうと議論が進まない）、「当事者やその家族を攻撃したり評価する」（援助

者の視点での評価）、「事例提供者が非難や攻撃の対象となる」（事例提供者が自

信をなくす）、の３点が挙げられた。事例検討の視点では、当事者本人の理解と

して「現状の客観的理解」「生活歴の理解」「本人からの理解」「本人の全体像が

把握しやすいよう客観的情報の提供」、また、力動的過程（プロセス）の重視と

して、「展開過程を重視する」が挙げられた。 

事例検討の手法として、まずは、事例提供担当者をねぎらうこと、意見を言う

時は、yes and話法で、「そうですよね。」と相手を肯定した後「さらに、加えて。」

と接続詞をつなげていく方法で雰囲気を良くする手法を用いること、当事者や

その家族を批判するのではなく、強みを見つけること、チームでどのように支援

ができるかのチーム支援の手法を用いることなどを学んだ。 

今回のスーパーバイズを通して、支援困難ケースを一つの支援者や支援機関

で抱え込むことで孤立させないこと、市全体でともに考えるチームを作ること

を具体的に学んだ。日々、支援現場で支援対象者と向き合っている支援者が一人

ではなく一緒に支援を行う仲間を作ること、顔の見える信頼関係づくり、想いを

共有できる関係づくりができた。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

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」を設置した。子若

協議会では、代表者会議、年１回、実務者会議、年２回、個別ケース検討会議（必要に

応じて）を実施している。複雑化・複合化した課題を有する子供・若者をチームで支援

している。 

子若協議会内で、支援者向けに研修を行い、専門性の向上及び、支援機関同士の顔の

見える関係づくりを行っている。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

令和２年度からの５か年計画である教育ビジョンの目標を達成するため、関係機関と

連携した、困難を有する子供・若者の早期発見と支援の実施、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、アウトリーチによる支援の実施の強化を行

った。関係機関と連携体制を強化するため、様々な相談機関の支援内容を知る研修等、

顔の見える関係づくりを行った。 

今後も、複合的課題を抱えた子供・若者を支援するため、子ども・若者総合相談セン

ターを中心に、相談員の専門性の向上及び、関係機関と連携した支援をさらに強化して

いく必要がある。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

   平成 25年４月に設置したひきこもり等子ども・若者相談支援センターにおいて、ひ

きこもり等の困難を有する子供・若者の相談支援を実施し、子若協議会におけるネッ

トワークを生かし、必要に応じて関係機関と連携した支援を行っている。 

今後の課題としては、相談支援の充実を継続すること、当事者視点に立った支援、

地域や関係機関との連携を通して就労体験の場づくりを検討することである。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

    引き続き、相談支援と子若協議会におけるネットワークの充実を目指す。 

当事者視点に立ったテーマにて、市民向け講演会を実施。 

地域や子若協議会構成機関の協力を得ながら、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 令和２年度の活動 

    子若協議会（実務者会議５回／うち２回はオンライン、代表者会議は開催を見送り、

資料の配布による共有とした）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）。 

当事者の声を聴くをテーマに、市民・支援者向け講演会の実施。 

大阪府および府内他市と連携し、ひきこもり等の生きづらさを感じている女性（女

性自認）の当事者会の開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 大阪府枚方市 
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(2) 令和２年度実施内容 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

11月２日 

子ども・若者支援のため

の市民講座―ひとりひ

とりが自分らしく― 

 

テーマ「ひきこもり等の

経験者からのメッセー

ジ」 

（特非）クラウドナイン 

理事長 小林 將元 氏 

    八城 貴哉 氏 

２ 令和３年 

２月 18 日 

枚方市子ども・若者支援

地域協議会／実務者会

議「ひきこもり等地域支

援ネットワーク会議」 

 

枚方市不登校・ひきこも

り家族会連絡会との合

同研修会 

テーマ「社会的課題とし

てのひきこもり―その

実態と支援の方向―」 

佛教大学社会福祉学部 

教授 山本 耕平 氏 

(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

ひきこもりや不登校等のさまざまな生きづらさを感じている子供・若者の現状

や自立に向けた取組について、地域の市民や支援者に、知識と理解を深めてもらう

機会とするため講座を開催した。 令和２年度は、経験者からのメッセージをテー

マに、若者御本人より、これまでの体験やその時感じていたことなどを講演いただ

き、当事者の声を聴くことで、今後の支援や理解に活かすことを目指す。 

b 担当者所見 

ひきこもり等の経験者である若者の等身大の声を聴き、参加者の様子としては、

改めて納得したことやこれまでのイメージと違ったこともあったようであった。

また、会場での開催と合わせ、動画による配信も行った。新型コロナウイルス感染

症の拡大防止の目的もあったが、新たな方法に挑戦することで、これまでつながれ

なかった方に周知することを目指した。 

(イ)第２回 

a 講習会の狙い 
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子若協議会に参画する実務者を対象とした研修会を開催した。ひきこもりを個

人や家族だけの課題とせず、どのように社会問題として理解するのか、また講師の

様々な研究や事例を通して、その背景にある課題や支援の哲学について学ぶこと

で、関係機関のネットワークを深め、支援の充実を進める。 

b 担当者所見 

生きづらさを有している子供・若者の育ってきた時代や社会構造が、ひきこもり

等の現状に大きく影響していることを、分かりやすく整理した形で学ばせていた

だいた。また、コロナ禍において、同じリスクを抱えようとしていることに対して、

今の社会を構成している大人の一員として、できることをしていかなければなら

ない覚悟を持つことができた。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

平成 30 年３月に「枚方市子ども・若者支援地域協議会」を設置。平成 24年より実施

している「枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議」を実務者会議として引き継

ぎ、更なるネットワークの充実を目指している。 

（令和元年度の活動） 

代表者会議：１回（その中で、支援体制に関する講演（SV）） 

実務者会議：６回 

関係機関合同でのＳＶ：３回 

市民向け講演会：１回（関係機関と連携し支援ネットワークについて周知） 

市民サポーター講座：３回連続講座 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、計画していた事業が予定通り実施できない

１年だったが、その中でできることを試行錯誤し、これまでのネットワークを守りなが

らつながり続けることを目指した。オンラインの活用など、新しい方法を取り入れる機

会となり、その可能性を知ることができた。同時に顔を合わせて関係を築くことの重要

性も改めて確認できた。 

今後の課題としては、これまでの取組を継続するとともに、関係機関が主体的に参画

するような子若協議会の場を作ることである。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

・豊中市若者自立支援計画の中間見直しに当たり、ひきこもりの高年齢化を踏まえ

た検討を行うとともに、長期的な支援が必要となるケースへの対応等評価が困難な

取組に関する評価指標の検討を行う必要がある。 

・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

エンパワメントの場として居場所（当事者）活動が有効であるが、参加するにはハ

ードルが高かったり、情報が少ないことが課題であるため、興味関心がある方に情

報を提供する機会をつくることが必要である。 

・義務教育終了時の進路未決定者及び高校中退者など社会漂流するリスクの高い若

者に対する切れ目のない相談支援の仕組みが不十分であり、教育委員会と市長部局

との連携、学校との関係性の構築が喫緊の課題である。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

  ・豊中市若者自立支援計画の中間見直し方法の検討 

  ・当事者活動の活性化を図る 

・庁内関係機関との連携強化 

ウ 令和２年度の活動 

・豊中市若者自立支援計画の見直しにおいて、これまでの延長線上で検討するのでは

なく、コロナ禍の影響を踏まえた上で実態に即した議論を行うため、計画見直し時期

を、令和３年度に延期した。そして、現状把握のためコロナ禍が若者に与えた影響に

ついて、庁内関係機関・支援機関・当事者などから幅広く意見を聴く機会を設けた。 

・大阪府と共催で「居場所フェスタ 2020inとよなか」を実施した。居場所（当事

者）活動に関心がある当事者、保護者、支援者、行政機関などに、多様な居場所活動

があることを知っていただく機会を提供した。 

・児童福祉法における対象年齢や、義務教育終了による制度の切れ目で支援が途切れ

ることなくスムーズに次の支援に移行できるよう、担当部局と定期的に会議を行っ

た。 

 

(2) 令和２年度実施内容 

  【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

11月 30 日 

当事者活動（居場所）

について 

PSIカウンセリングルーム 

代表 竹内 佑一 氏 

(ア)第１回 

a スーパーバイズの狙い 

14 大阪府豊中市 
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     当事者活動（居場所）は、相談窓口につながっていない要支援者の発見や、就 

労等の自立後も生きづらさを有する若者同士のエンパワメントの場として有益で 

あるため、活性化を図りたいと考えている。当事者活動の現状を知るとともに、 

活性化を図る方法を検討する。 

b 担当者所見 

     語ること以外にも多様な手法（スポーツやアート、オンライン等）で活動する 

団体があることを知った。また、大阪府内だけではなく、他府県の当事者活動の 

状況を知ることができた。当事者活動へは、市域や県域を越えて参加する方も多 

数いるということを聞き、令和３年１月に予定している大阪府との連携イベント 

「(仮称)とよなか居場所フェスタ vol.2」で広域で連携する意義を再確認した。 

     様々なところで「居場所」や「当事者活動」という言葉が聞かれ、ニーズもあ 

ると感じているが、情報も集約されておらず、興味はあるが参加には至らない方 

も多くいる。行政が多様な活動の情報を提供し「こんな居場所があるんだ！」 

「こんなつながり方があるんだ！」と知ってもらえる機会を提供することで、参 

加へのハードルが低くなり、当事者活動の活性化に寄与するのではないかと考え 

た。 

     今回のスーパーバイズで、当事者活動の活性化を図るためのヒントを得ること 

ができたので、令和３年１月のイベント実施の際の参考とするとともに、同イベン 

トで得た当事者の声を豊中市若者自立支援計画見直し時の検討材料としたい。 

 

【視察】 

回数 日程 視察先 

１ 令和２年 

11月 24 日・

25日 

特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆ

い 

① コミュっと！（就労移行・継続 B型支援） 

② b&gからふる田場（子どもの居場所） 

③ うるま kukulu（子ども・若者の居場所） 

④ Kukulu（子ども・若者の居場所） 

(ア)第１回 

a 視察内容 

特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆいが運営または受託

している①から④の事業所を訪問して事業の説明を受けた。また、同団体の代表理

事である金城隆一氏からこれからの子供・若者支援についてお話いただいた。 

コミュっと！（就労移行・継続 B型支援）では、家庭的な雰囲気の中、参加者の

主体性に重きを置いて、他者や社会と関わりを持てるようサポートしていた。食事

の準備一つにしても、そこから学ぶことがたくさんあるので、一つ一つの作業を大
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事にしているという支援員の方の言葉が印象的であった。 

ｂ＆ｇからふる田場（子どもの居場所）では、最長 14時間の活動の中で、学習

や遊びだけではなく、生活支援にも力を入れていることをお聞きした。開所１年半

で、早くも子供たちに変化が現れてきたとのことであった。 

うるま Kukulu（子ども・若者の居場所）は、市の教育委員会の青少年センター

が所管しているため、学校から気になる生徒の情報が上がりやすく、定員の 30名

が開所半年でいっぱいになったとのことであった。 

Kukulu（子ども・若者の居場所）は、主に不登校の子供の居場所として、安心で

きる環境づくりを行い、料理・学習、スポーツなどを通して、将来に希望が持てる

ように伴走型で支援していた。 

b 担当者所見 

事業所の支援員の方々から直接お話を聞くことで、居場所を通じて参加者がど

のように変化したのかを知ることができ、居場所の重要性を感じた。病気や障害だ

けではなく、生育環境の厳しさ等で経験が不足することにより、生きづらさを感じ

ている人も多いとお話を聞き、出来るだけ早い段階でそういった経験の不足をサ

ポートできる居場所につなげる必要があると思った。また、障害・医療・福祉制度

の利用で、当事者に負担なくサービスを受けてもらう方法があることを学んだ。 

また、支援者の育成においては、１人のプロフェッショナルを育成するのでは 

なく、より多くの人に関わってもらうために、居場所を核に地域の人に関わっても

らえるようコーディネートしているところが参考になった。 

一つの団体で障害・就労・子供・若者などの多分野の事業を行っていることで、

相互作用が起こり、より良い支援につながっていると感じた。本市に置き換えて考

えてみると、子供・若者支援で学んだことが他部署に十分にフィードバックできて

いるのか、また、私たちももっと他部署から学べることや、連携してできることが

あるのではないかという視点を持つことができた。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

平成 27 年 10月に「豊中市子ども・若者支援地域協議会」を設置。 

更なるネットワークの充実を目指している。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

・コロナ禍で生じた新たな困難や課題の顕在化、リモート等新たな手法を使っての支

援の可能性などの情報を得ることができた。これらの意見を参考とし、令和３年度に

豊中市若者自立支援計画の中間見直しを行う予定である。 

・若者は市域を超えて活動するため、広域連携して居場所（当事者）活動支援をする

メリットがあると感じた。今後も府や他市町村と連携して、活性化を図る支援を行っ

54



ていきたい。 

・支援が途切れないように担当部局との会議を行い、各中学校へも周知を行ってきた

ことで、各機関から若者支援総合相談窓口への相談につながるケースが徐々に増加し

ている。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

現在、奈良市において子供・若者に対する総合的な窓口はなく、子育て、教育、医

療など分野別の部署でそれぞれ相談に応じ、場合によっては他機関へのつなぎを行っ

ている。ただ、つなぎに関してはケース会議を経たものから単なる窓口紹介だけのも

のまで程度にバラつきがあるうえ、原則、相談者がそれぞれの窓口で毎回説明を行う

必要があり、問題が複雑であるほど相談者の負担は大きい。また、医療機関などの受

診や福祉的支援が必要と思われる場合でも、受診に関しては相談者自身に任せるしか

なく、解決の糸口がつかめないケースなども散見される。昨年、県及び社協でひきこ

もりをテーマにネットワーク検討会議を実施し、令和２年度は新たに総合相談センタ

ーを設置し、具体的なテーマを設定しどのように実働していくかを課題とする。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

令和２年度は、コロナ禍の影響もあり、今後「生活困窮」や「ひきこもり」の問題

が増加すると考えられる。これまでのひきこもり支援ネットワーク検討会議を活かし

て、相談者がつながるきっかけや、つながり続けるための「訪問支援と常設型の居場

所」をテーマに、地域や福祉支援者、医療者、商店など、多様な人材と共に検討・試

行することで、令和３年度からの多様な協働による子供・若者総合相談支援を進める

体制づくりを目標とする。 

ウ 令和２年度の活動 

①既存の支援団体や学び直し機関との連携強化 

②既存の子供若者・ひきこもり支援にかかわる機関及び団体との課題共有と協議によ

る、新たな資源開発（情報共有及び顔の見える関係構築） 

③ひきこもりサポーター活動を実働させる居場所の事業化 

④奈良県の子若ネットワークへの参画 

⑤医療機関との連携の検討 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月１日 

ひきこもりサポーター 

養成講座（最終回） 

テーマ  

当事者及び家族の声、サ

ポーターのメンタルケ

アと倫理 

・帝塚山大学心理学部 

准教授 中地展生 氏 

・自助グループ日置の森 

 代表 田中喜行 氏 

15 奈良県奈良市 
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２ 令和３年 

１月 25 日 

 

ひきこもりサポーター 

フォローアップ講座 

テーマ 

在宅ワークで当事者を

支える 

・ウチらめっちゃ細かいんで 

 取締役 佐藤 啓 氏 

 当事者経験者スタッフ３名 

（ア）第１回  

 a 講習会の狙い 

令和元年度、居場所活動の担い手として、ひきこもりサポーター養成講座を開催

し、第１期生として 30名に修了いただき、居場所モデル活動を進めていただいて

いる。 

また２期生（48 名）の講座も実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため最終回を延期していたため、今回の講習会は、令和元年度の講習会の継続

として２期生（48 名）に対して、地域で取り組まれるひきこもり当事者や家族の

居場所の活動の担い手として養成し、市内における草の根活動を拡充することを

狙いとして講習会を開催した。 

ｂ 担当者所見 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施予定が大幅にずれ込んだが、新た

な活動者 48 人に無事修了いただいた。今後は、隔月でひきこもりサポーターオン

ラインサロンを開催し、市内で行われる当事者や家族の居場所活動を紹介し、マッ

チングしていくことで地域の数か所で実施されている居場所活動を支援する。 

また、修了されたひきこもりサポーターが関わる居場所活動について、新規開発

も含めて助成をする方向で検討を進め、多様な選択肢のある居場所を拡充してい

く協働を目指す。 

 

（イ）第２回 

a 講習会の狙い 

ひきこもりサポーター養成講座修了者に対するフォローアップ講座。 

これまで養成した 78 名を対象に、当事者のニーズにどう寄り添い、共に動くの

かを学ぶため、当事者の声を元に起業し、当事者が活躍する株式会社を運営する

「ウチらめっちゃ細かいんで」の佐藤社長、当事者経験者３名の方から、取組の内

容、当事者が活躍する仕組み・工夫などを学ぶ。 

また、居場所に参加する当事者にも一緒に参加いただくことで、サポーターと当

事者が一緒に何ができるのかを考える機会とすることをねらいとした。 

ｂ 担当者所見 

サポーターは普段、当事者とともに居場所活動に参加したり、相談員登録をして

いただき、相談支援に従事したりしていただいている。その中で、少なからず当事
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者から「仕事がしたいけど、自信がない」「家から出られないけど仕事がしたい」

という声を受けている。 

現状の取組だけではなく、ニーズを共有しサポーターに何ができるのか、当事者

とともに考えるきっかけとしての講座であったが、当事者にとって希望と感じる

声も多く、サポーターが当事者とともに触発される場面をつくることができた。 

 

【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月２日 

 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

(第１回）顔合わせ・趣

旨共有 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 

２ 同年 

９月 16 日 

 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

（第２回）現状の訪問支

援のプレゼンと課題共

有 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 

３ 同年 

10月 21 日 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

（第３回）訪問支援の課

題から必要な取り組み

を協議 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 

４ 同年 

11月 18 日 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

（第４回）現状の居場所

活動のプレゼンと課題

共有 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 

５ 同年 

12月 16 日 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

（第５回）居場所の課題

から必要な取り組みを

協議 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 
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６ 令和３年 

１月 20 日 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

（第６回）令和３年度に

取り組む居場所企画の

検討 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 

 

 

７ 同年 

２月 17 日 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

（第７回）令和３年度に

取り組む居場所企画の

検討 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 

８ 同年 

３月５日 

訪問支援と居場所の在

り方検討について 

（第８回）令和３年度に

取り組む居場所企画の

検討 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 

施設長 刀根治久 氏 

（ア）第１回 

a スーパーバイズの狙い 

奈良市子ども若者支援地域協議会（実務者会議）において、令和元年度の準備会

議で課題形成された「訪問支援と居場所」をテーマに、行政関係各課及び地域にお

いて子供・若者支援及びひきこもり支援に取り組む団体に参画いただき協議を始

めた。  

今回のスーパーバイズの狙いは、組織や活動の枠を超えて「訪問支援と居場所」

をテーマに協議する実務者会議において、市内で先駆的にひきこもり者へのアウ

トリーチや居場所づくりに取り組んでおられる講師から、今後に向けての多様な

協働が生まれるよう、ファシリテート及びスーパバイズいただくことで、訪問支援

と居場所活動の拡充に向けて、大切な視点や担い手・資源・方法論を協議・検討し、

新たな活動を生み出していくことを狙いとする。 

１回目は、顔合わせであり、参加者同士の活動及び支援内容や課題感などを共有

していただき、次回に向けてのチームづくりのアプローチをしていただいた。 

b 担当者所見 

１回目は、これまでお互いの活動を知り得なかった行政機関と地域活動者がお

互いの活動や取組内容を共有し、各自が感じている課題感を提示いただくことで、

「できないこと、むずかしいこと」に目を向けるより、お互いの強みを感じ合うと

いうことができ、令和２年度予定している８回の会議のオープニングとして良い

雰囲気を演出いただいた。 
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（イ）第２回 

a スーパーバイズの狙い 

「訪問支援の現状と課題共有」をテーマに、各機関及び団体がどのような訪問支

援をどのくらいの規模・体制で行っているのか、またそこからどのような課題を感

じていて、今後必要とすることを提案いただく形をとった。 

その中でスーパーバイズの狙いとしては、各機関及び団体のプレゼンを整理いた

だき、共通項や大切な視点をまとめていただき、次回の「今後必要となる訪問支援

の在り方」の協議に向けて、グループテーマを整理いただいた。 

b 担当者所見 

訪問支援の重要な視点として「個人や社会の価値観を押し付けない」「評価をしな

い」「結果を求めない」「本人のストレングスを一歩踏み込んでリスペクトする」「支

援者を孤立させないチームで考える体制」などが整理され、参加者が普段の取組の

中で悩んでいることが可視化された。次回に向けて、参加者の協議に参加するモチ

ベーションは確実に高まった。 

 

（ウ）第３回 

a スーパーバイズの狙い 

訪問支援の今後のあり方を検討するため５つのテーマ「①大切な視点・目的」「②

組織を超えた情報共有」「③担い手」「④家族支援」「⑤訪問支援と２セットとなる

居場所」に分かれて、前回の協議内容を踏まえて協議を深めた。 

前回の協議を整理した「支援が困難と感じるケース」「今後必要となる支援提案」

を踏まえて、支援者が孤立しない・一人で抱え込まないよう、講師からは訪問支援

の先行的実践者の視点により、参加者の声を拾い上げ整理・助言いただき、多様な

市民が参画できる今後の仕組みづくりに向けて、会議参加者が、主体的に参画して

いくことを狙いとする。 

    b 担当者所見 

訪問支援における大切な視点として、当事者にとっての安心安全な関係構築の

ためには、訪問支援者が侵入者にならないように、相手を変えようとしない、知り

たいという気持ちを持ち続ける、ちょっとの変化や違和感に気付けるなどの大切

な視点を共有いただいた。 

今後地域に必要な取組として、多様な担い手の参画を進めていくに当たり、これ

らの視点をどう共有していくのか、今後の専門職サポーター講座の企画に反映し

ていくことになると考えた。 

 

（エ）第４回  

a スーパーバイズの狙い 

60



「居場所活動の現状と課題共有」をテーマに、各機関及び団体がどのような居場

所活動をどのくらいの規模・体制で行っているのか、またそこからどのような課題

を感じていて、今後どのような居場所を必要とするのか提案いただいた。 

その中でスーパーバイズの狙いとしては、各機関及び団体のプレゼンを整理し、

共通項や大切な視点をまとめていただき、次回の「今後必要となる居場所の在り方

と取り組みの方向性」の協議に向けて、グループテーマを整理いただいた。 

b 担当者所見 

     居場所活動での支援が困難と感じる点として以下の２点を整理した。 

①孤立状態で相談することへの障壁、外出自体の困難さ、受容の困難さ等支援者

が本人や家族側に困難さがあると感じる点 

②制度対象外・申請の壁、対応方法スキルの壁、関係機関との連携体制の壁など

支援体制側の困難さを感じる点 

その中で、当事者の段階及び状況の多様性を鑑み、居場所についても従来の制度

や活動だけでなく、社会との接点として多様な居場所の在り方が提案された。 

次回は、町中が居場所になるための作戦会議として、多様な居場所の在り方、作

り方など、具体的な企画提案をいただく形にしていき、会議参加者それぞれが担い

手として協議への参加モチベーションを高めていけると感じた。 

また、同時に今後地域に必要な取組を担う、多様な担い手の参画を進めていくに

当たり、これらの視点をどう共有していくのか、今後の専門職サポーター講座の企

画に反映していくことになると考えている。 

 

（オ）第５回 

a スーパーバイズの狙い 

マチ中居場所化作戦会議と愛称をつけ、多様な居場所とは何かを、前半は５つ

のテーマで話し合い、それぞれに提案を出し合った。 

    ≪前半≫ 

テーマ１ 「子どもが歩いて通える学校と家庭以外の居場所とは」 

テーマ２ 「既存の居場所をひきこもりの人に対象を拡げる」 

テーマ３ 「箱モノではない居場所」 

テーマ４ 「働いたり出番がある居場所」 

テーマ５ 「新たに開発したい居場所」 

後半は、前半の協議をもとに４つのテーマで企画書を作成する。 

テーマＡ 居場所ネットワークを作る。 

テーマＢ 居場所に必要な視点・定義・要素・担い手。 

テーマＣ 居場所になり得る宝物を探す。 

テーマＤ 新たな居場所をつくりだそう。 
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具体的な提案を出し合い、次回６回目～７回目に、居場所と訪問の理想像や令和

３年度の取組提案をまとめていく。 

スーパーバイズの内容については、多様な居場所づくりを進めていくため、参加

者の主体性を引き出し、具体的な提案が動き出すようなアプローチをしていただ

いた。 

b 担当者所見 

今回は、多様な居場所を拡充していくための提案・企画書を自由な発想で話し合

っていただいた。多様な居場所は、多様な担い手、多様な思いから生まれるものと

して、今後多様な人が主体性をもって参画いただくような取組をまとめていくき

っかけとなる会となった。 

 

（カ）第６回 

a スーパーバイズの狙い 

６回目も、「マチ中居場所化作戦会議」と愛称をつけて、多様な居場所を実際に

令和３年度から参加者自らが作り出す、動き出すことを念頭に、様々な企画を出し

合った。それぞれが持つ活用可能な資源をシェアし、何のために何をしたいのか、

誰としたいのか、それぞれの提案から、具体的な動きに導き出すために、講師から

「行政主導」ではなく、参加者一人一人が何ができるかを考えようという提案をい

ただき、参加者の主体性を大切にして協議の場を進めた。 

具体的な提案が出されたものをシェアし、令和３年度から取り組むための動き

について、次回話し合うこととした。 

b 担当者所見 

多様な参加者が、それぞれの立場から必要と考える企画を提案し、チームで検討、

ブラッシュアップをしていただいた。一つの団体、一つの機関ではできないことを、

どう協働していけるのか、思いを重ね合わせる仕掛けができたことは大きな成果

であり、それぞれの企画が動き出すようなアプローチを次回行い、３月の最終回で

まとめ、令和３年度につなげていきたい。 

 

（キ）第７回  

a スーパーバイズの狙い 

これまでの居場所及びアウトリーチを拡充するために必要なことを議論してき

たことの振り返りと、議論からまとめた成果及び令和３年度の提案について、有志

メンバーで協議をした。 

実際に令和３年度から参加者自らが作り出す、動き出すことを念頭に、多様な企

画を出し合ったものを、どう持続可能なものにするのか？そのために何が必要か

の議論や、アウトリーチを拡充するうえで課題解決に向けた「担い手の育成」「実
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働のための体制・コーディネート機能」「多機関連携の体制」についての提案を協

議した。 

これまで全６回の振り返りと、次回最終回に向けた「令和３年度への提案」をど

う整理するかの視点でスーパーバイズをいただいた。 

b 担当者所見 

前回まで居場所についての協議が続いたが、今回それらの協議の整理を報告し、

提案書に取りまとめたものを見ていただいた。また訪問支援（アウトリーチ）につ

いては、第３回で議論した報告を呼び起こしながら、提案についての議論をしてい

ただいた。 

文書で書いたものについて、まだまだ参加者からのイメージがバラバラである

と指摘もあり、次回はこれまでの成果と議論のまとめ、令和３年度の提案を図式化

して表現することで、全体に伝達していきたい。 

 

（ケ）第８回 

a スーパーバイズの狙い 

これまで居場所及びアウトリーチを拡充するために必要なことを議論してきた

こと及び子若協議会の全体（実働的取組を含めて）を振り返り、その直接的成果と

参加者・参加機関が感じる成果を発表・共有し合ったうえで、議論からまとめた令

和３年度の提案についての意見出しを行い終了した。 

最終回でいただいた意見を、更にこの提案書に肉付けしたうえで、令和３年度の

代表者会議に提出し、具体的な令和３年度の実践に波及させていくことになった。 

具体的には、講師から「アウトリーチの体制整備」「居場所・アウトリーチの担

い手育成及び資源開発」「活動に向けた協議の場と実践」についての整理を提案頂

き、令和３年度の提案としてまとめた。 

b 担当者所見 

これまでの協議でまとめた提案に対しての意見として以下の意見があった。 

①そもそも相談に来ない、馬鹿にされる、言っても無駄など、相談支援はなく居

場所とセットで、時を共有し、思いを出せるまで待つ、関わり続けるという場、

チャレンジしてもチャレンジしなくても承認される場を創ることを再度伝えた

い。 

②当事者の会、親の会など、当事者の自助組織の必要性が書かれていない。そこ

を加えたほうが良いのでは。 

③アウトリーチの担い手の育成、ケースの振り返りなど質を高める取組を入れ

る。相談ではないアウトリーチ（同行支援など）も必要。 

④多機関協働を進める取組としてケース会議に期待する。一機関でやるには限

界があるため、ケース会議をケースや主催を変えて、同じように取り組むことを
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提案。分野別にコアメンバーを出し合う。 

⑤地域で受け止めた相談、ニーズキャッチしたことをどうつなぎ、どうコーディ

ネートするのか、情報共有の仕組みや身近な地域での連携、個人情報の壁をどう

超えるのか、同意なく共有する仕組みも必要。 

⑥啓発的要素、地域に正しい情報を伝える、受け止める地域づくりの表現を入れ

ていきたい。 

⑦子供・若者支援だけに特化せず、世代の枠を超えて取り組んでいくネットワー

キングが必要、若者サポートセンターRestartなら（リスなら）の世代を超えた

取組を持続可能なものにしていってほしい。 

⑧行政担当課として、子供・若者支援を大切にしながら、看板を変えながら、同

じ仲間で取り組んでいけるよう重層的に取り組んでいく仕掛けをしていきたい。 

上記の提案も踏まえて、実務者会議としての提案をまとめ令和３年度の代表

者会議及び、重層的支援体制整備につなげていくことが求められる。 

 

(3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

令和２年４月に「奈良市子ども・若者支援地域協議会」を設置し要綱は策定したもの

の、新型コロナウイルスの感染拡大防止の取組や調整なども重なり、全体会議の開催が

できていなかったが、令和３年２月 19日に代表者会議を実施できた。 

令和２年９月から、実務者会議及びケース会議を月１回ずつ開催した。会議を通じて、

これまで連携のなかった機関・団体とのネットワークが広がり、具体的なネットワーク

を活かした協働による支援や、令和３年度の居場所や訪問支援（アウトリーチ）の仕組

みについて一定の方向性が示された。 

また、検討してきた内容については、２月 19日の代表者会議において、途中経過とし

て報告をした。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

  令和２年度の取組として以下を目指して実施した。 

①訪問支援と居場所の課題共有と新たな資源開発に向けた必要な人材及び仕組み案

をまとめる。 

②令和３年度に生活困窮者自立支援機関としてのアウトリーチ支援事業との協働に

よる、訪問支援とアウトリーチをセットにした居場所の拡充を進めるための基盤をつ

くる。 

この２つの取組課題に対して、子ども・若者総合相談センター強化推進事業とも連携

をしながら、令和３年度に向けて以下の提案をまとめた。 

①アウトリーチの体制整備 

１） 多機関連携の体制を検討（令和３年度の実務者会議協議テーマ） 
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アウトリーチが必要となるケースの情報共有のルールづくり、連携の在り方など 

検討。 

２） ケース会議の充実 

Ａ 支援者支援、Ｂ ネットワークづくり、Ｃ 支援課題の抽出を目的としたケ

ース会議の継続と、個別支援における柔軟なケース共有連携会議について提案が

あり、ケース会議の在り方や世代を超えたケース会議について、その主催者や役割

分担などの検討。 

②居場所・アウトリーチの担い手育成と資源開発 

１）学び合いの場 

養成したひきこもり専門職サポーターが中心となり、社会的孤立に向き合う新

たなネットワーク組織「つながり応援団」を創出 

２）生活支援コーディネーターと連携した、居場所の情報共有と新たな資源開発 

③活動に向けた協議の場と実践 

１） 奈良市社協の地域支援拠点「鳥見ふらっと」の一室を活用した３つの機能のある 

拠点づくり（Ａ 情報集約・発信拠点、Ｂ 少人数、本人の関心とつながれる機能、 

Ｃ 少人数で相談もできる機能） 

２） アウトリーチの実践（導入の調整やコーディネート） 

登録相談員を配置し、職員と専門職サポーター、職員と市民サポーター、専門職

サポーターと市民サポーターなど多様なバディ体制によるアウトリーチのコーデ

ィネートを行う。 

  ※内閣府の事業において行ったアウトリーチ実践を、令和３年度は生活困窮者支援に

位置づけて実施していく体制を整える。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

平成 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る。                                                                  

課題の１つとして、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」をあげている。昨年、本事業

で愛知県豊橋市を視察した際に、「定時制・通信制高校学校説明会」に興味を持っ

た。勝央町が主体となって説明会を企画・開催し、周辺市町村を巻き込むことで、

広域連携へのきっかけとしたいと考える。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

    勝央町が主体となって「定時制・通信制高校学校説明会」を企画・開催すること

で、周辺市町村を巻き込み、広域連携へのきっかけとしたいと考えている。周辺市

町村に、子供・若者支援の必要性を知っていただき、連携していくために、本事業

において、東京都立川市の学校説明会の事例を視察したい。               

新型コロナの状況によっては、説明会の実施や視察は不可能だが、その場合は、

令和３年度実施に向けて準備を進める。                                                                                   

また、長年関わっていただいている田中成幸氏にスーパーバイズとして引き続き

御意見を賜りたい。                                                                                  

ウ 令和２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。「はぐくみサポーター」制度の充実と活用。 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月 26 日 

 

はぐくみサポーターの

役割、サポートのポイ

ント 

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 

支援スタッフ 古木 昇汰 氏 

(ア)第１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、サポートネットの事業説明と、サ

16 岡山県勝央町 
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ポーターの役割と期待、勝央町の現状や相談状況を伝える。また、サポートのポ

イントを学び、「自分にも若者を応援することができる」ことを認識してもら

う。小グループで話し合うことで、サポーター同士の交流も深める。 

b 担当者所見 

はぐくみサポーター登録者 15人中７人と、主任児童委員１名が参加した。講 

師は志塾フリースクール岡山の統括アドバイザー村本氏と、支援スタッフの古木

氏。 

事務局から、子ども・若者サポートネット事業についての説明と、はぐくみサ

ポーターの役割と期待についてお伝えした。 

サポーター同士が交流することが少ないため、自己紹介では、氏名と「なぜ、

サポーター登録をしたのか」を簡単に話していただき、互いに興味を持ち、講習

会に臨むことができた。 

相談室が関わっている子供・若者の現状や、相談状況について、山下相談員か

ら紹介し、実情をお伝えした。 

講義では、講師に、勝央町の実情に沿いながら、「サポートのポイント」につ

いてお話しいただいた。講師の長年のアウトリーチ経験から、ひきこもり者の特

徴とサポートのポイントを具体的にお伝えいただいたことで、「自分にも何かで

きるかもしれない」という思いを引き出していただけたと思う。 

また、現在、相談室を利用している若者の事例を挙げ、『自分なら、どんなア

ドバイスをするか』を４人組の小グループに分かれて話し合った。若者を自分自

身に置き換えて考え、「褒められた経験が多いほど自信を持つことができる」「関

わりの少ない人から評価されると嬉しい」など、活発な意見が交わされていた。 

今回、当事者との関わり等について経験豊かな講師と、当事者の経験があるス

タッフに講師を務めていただいたことで、「サポーター登録したからには何かし

なければ」と考えがちなサポーターに、「周りの環境が大切。誰でもできること

はある」と、肩の力を抜いていただいた有意義な講習会となった。 

 

【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

９月３日 

（リモート） 

「勝央町の現状、令和

２年度の計画につい

て」 

「広域連携の推進につ

いて」 

合同会社 Co-Work-A 

代表 田中成幸 氏 
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２ 同年 

10月 22 日 

（リモート） 

「勝央町の現状、令和

２年度の計画につい

て」「相談室の現状と今

後のサポートネット運

営について」 

「広域連携の推進につ

いて」 

合同会社 Co-Work-A 

代表 田中成幸 氏 

３ 令和３年 

３月２日 

（リモート） 

「令和２年度の振り返

り」「令和３年度の取

組」「これからの相談室

の在り方」 

合同会社 Co-Work-A 

代表 田中成幸 氏 

(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、令和２年度の計画を立てる。 

b 担当者所見 

     令和元年度に引き続き、田中氏にスーパーバイズをお願いしたため、前回お越

しいただいた令和２年１月以降の現状を整理した。 

 はぐくみサポーターについては、新型コロナの影響で、予定していた説明会が 

できないため、個別説明に切り替えたところ、「自分の経験を誰かのために活か 

したい」と熱い思いで新たに登録していただいた方が３名いらっしゃった。その 

思いに応えるためにも、年２回の講習会をどのように開催するかを協議した。 

 同じく、令和２年度予定している体験バンク登録者講習会についても、目的を

確認し、内容について検討した。 

 また、広域連携の推進についてアドバイスをいただいた。 

町内には支援機関が少なく、近隣市町村との連携の必要性を感じている中、勝央 

町が主体となって「定時制・通信制高校説明会」を企画・開催することで、周辺市 

町村を巻き込み、広域連携へのきっかけとしたいと思っている。しかし、コロナの 

影響で実施が難しいことと、県義務教育課が８月に進路相談会を県南と県北２会 

場で実施していることが判明したため、説明会を実施するのではなく、県進路説明 

会への参加を促すことを目指す。まずは、ニーズ調査を実施するため、調査内容等 

も検討した。 

勝央町がサポートネットを立ち上げる時期から関わっていただいている田中氏 

にＳＶをお願いしていることで、町の現状に合った具体的なアドバイスをいただ 

くことができ、前に進むことができている。 
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(イ)第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     取組の現状把握と現時点での課題を確認し、サポートネットの方向性を探る。 

b 担当者所見 

     11月に開催する体験バンク登録者講習会についての内容を検討した。 

また、相談室「ぽっと勝央」の現状と、相談員が抱えている課題をお聞きいた 

だき、当事者との関わりについてアドバイスいただいた。関連して、はぐくみサ 

ポーターから質問をいただいて回答に困っていた「勝央町サポートネットとして 

の今後の方針」について、スーパーバイズから的確な御意見をいただき、今後の 

対応の参考となった。 

前回のスーパーバイズの際に時間がなく保留になっていた「広域連携を推進す 

るための方法」について、近隣市町との連携を進めていくきっかけづくりについ 

て、具体的な案をいただくことができたので、実行に移せるよう努めたい。 

 田中氏は、毎回、具体的なアドバイスや実施案を提示してくださるため、取組 

む（前に進む）勇気をいただいている。 

 

(ウ)第３回 

a スーパーバイズの狙い 

     令和２年度の振り返りをし、令和３年度の取組を模索する。さらに、今後の相

談室の在り方について考える。 

b 担当者所見 

     令和２年度の振り返りをした。令和２年度は、新型コロナの影響で、内閣府事

業で予定していた体験バンク登録者講習会と、第２回はぐくみサポーター講習会

を中止、立川市への視察も中止とした。サポートネットの通常の業務では、家庭

訪問や大勢で集うことができなかった。 

そんな中でも、はぐくみサポーター募集に当たり、例年は説明会を開催した後 

に応募→面接→登録となるところだが、説明会ができなかったため、「興味のあ 

る人には個別説明をする」ことにしたら、日程を応募者に合わせられることと、 

説明のついでに面接ができることで、登録率が上がったという好影響もあった。 

 また、コロナ禍の中、令和３年度の取組として、ZOOM によるオンラインお茶会 

や、オンラインバージョン eスポーツなどの案をご提案いただいた。LINEの活 

用も視野に入れていたが、当町の場合は、ZOOMの方が合っていると思うので、 

検討していきたい。 

また、相談室「ぽっと勝央」について、現在は相談室としては機能している 

が、居場所としては認知されていないため、今後の在り方について悩んでいた。 

相談室が公民館内の一室にあることから、公民館全体を居場所として捉えるアド 

69



バイスをいただき、方向性が見えてきた気がしている。 

 田中氏は、何度も当町にお越しくださっているため、公民館や相談室の様子な 

ども把握されており、毎回、具体的なアドバイスをいただける。年３回のＳＶで 

アドバイスいただくお陰で、少しずつ前進できている。 

  

(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、現況や令和２年度の取組について説明を行っている

が、令和２年度は新型コロナの影響で開催できていない。 

   また、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) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

令和２年度は、スーパーバイズによる指導助言をリモートで３回、講習会１回（は

ぐくみサポーター対象講習会）を行った。新型コロナの影響で、予定していた講習会

や視察の実施ができなかった。 

取組目標の一つとしている「近隣市町村との広域連携」については、勝央町が主体

となって「定時制・通信制高校学校説明会」を企画・開催する計画だったが、岡山県

北でも既に実施されていることが判明したため、町民のニーズを調査しながら、本町

に見合った形で実施を進めたい。 

また、町内には、まだ相談室につながっていないが困難を抱える子供・若者が居る

と懸念している。LINEやメールを使った相談はハードルが高いが、当事者の掘り起こ

しや当事者同士のコミュニティ形成には有効だと思うので、日時限定 ZOOM相談会や

ZOOM茶話会などを検討したい。 
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17 徳島県上板町 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

上板町では、平成22年10月に「上板町子ども・若者支援地域協議会（『あい』運営

委員会）」を設立、「上板町子ども・若者相談支援センター『あい』」を設置した。平

成25年４月より、町単独事業として専任職員２名を配置し、本格的に相談窓口を構

え始動する。昨今の相談件数は、200件を超え、相談者については50名以上で推移し

ている。相談対象者の年齢内訳では、幼・小・中が約５割、16歳～18歳が約３割、

19歳以上が約２割となる。 

相談種別内訳では、不登校・いじめ・虐待・若年無業・発達障害(進路相談含

む)・高校中退進路未定・ＳＮＳトラブル等の相談が挙げられる。 

『あい』運営員会では、教育、雇用、保健・医療、矯正・更生保護、福祉等の幅

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

に相談・支援を行っている。しかしながら、子供・若者の困難な状況は多様化・複

雑化しており、適切な支援を実施するためには、更なる連携の強化や様々な子供・

若者の相談を受け入れる仕組み作り等、充実した支援体制の構築が必要となる。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

①実務者会議構成メンバーの増員や参加メンバーのアセスメント向上、支援の在り

方等の共有化 

②高校中途退学者支援及び通信制高校に通う高校生の学習支援 

③発達障害等の子供・若者とその家族への支援 

④若年無業、ひきこもり家庭への訪問支援の充実 

  ウ 令和２年度の活動 

   ①代表者会議 １回   

   ②実務者会議 ３回以上 

   ③個別ケース検討会議 通年 

   ④企画運営委員会 通年 

   ⑤夜間相談(来所・電話) 毎月第４土曜日19～21時 

   ⑥主に通信高校に通う高校生の学習支援 

 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【講習会】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

10月6日 

生きづらさを抱える少

女たちの「今」と「こ

れから」に必要なこと 

ＮＰＯ法人  

ＢＯＮＤプロジェクト 

代表 橘 ジュン 氏 
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(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

複雑・多様化する若年女性が抱える課題に対応していくには、様々な特色を持

ったＮＰＯ等民間団体のノウハウの活用が不可欠であると考える。本講習会では、

若年女性を取り巻く親からの虐待や性犯罪・暴力被害の現状と課題を理解し、貧

困や暴力被害を連鎖させないために必要な知識やスキルの習得、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 

身近な人に悩みや本音を言うことができず、ネット上に居場所を求めている。

ＳＮＳが大事な居場所になっている反面、弱みにつけこまれ、犯罪被害に遭って

しまうケースも少なくない。ＳＮＳを通じての相談窓口整備やカウンセリング技

能習得の必要性、街頭でのアウトリーチやネットパトロール、シェルターでの一

時保護など長期にわたる包括的支援の取組は大変参考になった。また、参加関係

機関との新たなつながりにより支援連携強化が図られ、有意義な講習会となった。 

 

【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

10月19日 

生きづらさを抱える高

校生への寄り添い型支

援 『校内居場所カフ

ェ』とは 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 

代表 田中 俊英 氏 

２ 同年 

10月23日 

ニート、ひきこもりな

どの若者を切れ目なく

伴奏型で支援するため

の具体的方策、自立に

向けた継続的な支援の

方法等を学ぶ 

一般社団法人 office ドーナツト

ーク 

代表 田中 俊英 氏 

３ 同年 

11月2日 

学校におけるチーム支

援 ～スクールソーシ

ャルワーカーと教員の

協働～ 

武庫川女子大学  

教授 半羽 利美佳 氏 

(ア)第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     現代社会では、ひきこもり・発達障害・虐待サバイバーなどの状態に置かれ高    

    校を中退してしまうと、極端な孤立に追い込まれる。 

     課題を抱えた10代後半(若年層)への高校中退予防とアウトリーチを行う仕組み 

である「高校内居場所カフェ(寄り添い型支援)」という新たな取組の具体的支援

から学び、教職員や関係機関の今後の支援の在り方について考える機会とする。 

b 担当者所見 

校内居場所カフェでの狙いとして、支援が手薄になる10代への支援の拡充・課 
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    題の複雑化を予防し、在学中はエンパワメントにより中退を予防、卒業後の生徒

の孤立を防ぐ目的がある。校内に居場所があることにより、アウトリーチがしや

すく、生徒たちに寄り添い支援していくメリットがある。その反面、学校の中に

居場所カフェを設置するには大きな壁がある。学校側の理解、受け入れ、環境整

備など、前途多難と感じた。しかし、今回のスーパーバイズで教職員や関係機関

者から質疑応答があり、居場所カフェの必要性・取組の周知と県内においてのネ

ットワーク構築の第一歩としての場となった。 

 

(イ)第２回 

a スーパーバイズの狙い 

     近年、子供若者の不登校やひきこもりが社会問題となっている今、現状を放置

すれば更に深刻化していき、その先には80代の親が50代のひきこもりの子を抱え

ている家庭から派生する8050問題へとつながっていく。子若センターとして、不

登校やひきこもり者に悩む家庭や、本人への支援の在り方、対応と予防、多機関

と連携し、家族支援・家族相談を強化した相談支援方法を学ぶ。 

b 担当者所見 

     子供・若者の不登校やひきこもりにより、家族以外とほとんど交流がない中、 

    家族内で大きな問題となり、社会や支援までうまくつながらず、疲弊する家族が

多い現状がある。様々な支援や取組を行っているドーナツトーク代表田中さんを

お招きし、30代男性のひきこもりで悩まれている保護者の方と面接を行った。主

訴の背景にある問題点は何なのか、問題の本質・解決に向けてのインテークと状

況把握からこれからの支援方法を学べる貴重な機会となった。 

 

  (ウ)第３回 

    a  スーパーバイズの狙い 

     文部科学省が平成20年に「スクールソーシャルワーカー活用事業」を実施し 

たことで、スクールソーシャルワーカーの雇用が一気に全国に広がった。徳島県

においては、まだ歴史は浅く４年目が終わろうとしているが、学校現場では、ま

だまだスクールソーシャルワーカーの活動内容や活用方法が十分知られていない

のが現状だと感じている。 

     b   担当者所見     

     「学校におけるチーム支援～スクールソーシャルワーカーと教員の協働～」と 

いうテーマで研修企画し、次のことについて半羽先生に御指導いただいた。 

教員関係者には、①ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）は何に着眼し、何

をするのか②チームで関わることにどのようなメリットがあるのか③ＳＳＷをど

のタイミングで活用するのか④どうすればより効果的にＳＳＷを活用できるのか、
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ＳＳＷには、①ＳＳＷとして何を大事にしなければならないか②学校という現場

でチームの一員としてどう関与するのか 

子供たちが抱える問題は、学校だけで対応できるものばかりではない。多角的

な視点と家庭・地域・他機関との連携による支援体制が必要となってくる。子供

や保護者が抱える課題を教職員・ＳＣ（スクールカウンセラー）・ＳＳＷ・学校

外の社会資源のみんなで理解し合い、協働しながらアプローチすることで総合的

な支援ができる。子供たちやその保護者が「しんどいけど頑張っていける」と思

える生活全体の質が向上すること目指しながら、「今、現在」の問題だけでなく、

子供の将来(自立生活)を見据えた指導・支援の大切さを学ぶことができた。     

 

 (3) 子若協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

上板町では、平成22年10月に「上板町子ども・若者支援地域協議会」(『あい』運

営委員会)を設立、「上板町子ども・若者相談支援センター『あい』」を設置した。平

成25年４月より、町単独事業として専任職員２名を配置し、本格的に相談窓口を構え

始動する。 

『あい』運営委員会では、教育、雇用、保健・医療、矯正・更生保護、福祉等の幅

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

支援活動を行っている。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

昨今の相談件数は200件を超え、相談者については50名以上で推移している。相談

対象者の年齢内訳では、幼・小・中が約５割、16～18歳が約３割、19歳以上が約２割

となる。相談種別内訳では、不登校・いじめ・虐待・若年無業・発達障害(進路含

む)・高校中退進路未定・ＳＮＳトラブル等の相談が挙げられる。子供・若者の困難

な状況は多様化、複雑化しており適切な支援を実施するためには、さらなる連携の強

化や様々な子供・若者の相談を受ける仕組みづくり等、充実した支援体制の構築が必

要となる。その課題解決を図るためにも①実務者会議における支援の充実と関係者の

スキルアップ②高校中途退学者及び通信制高校に通う高校生の学習支援③発達障害の

ある子供・若者とその家族への支援④訪問支援の充実等を重点的に推進していきたい。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題

昨今、青少年の非行は減少しつつあるが、逆にひきこもりや不登校は増加傾向に

ある。その原因の一つに友達関係や地域、家族同士のつながりの希薄さが着目され

ており、親や同年代との関わりが十分にできない子供・若者をいかに支援するかが

求められている。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標

 １「子ども・若者総合相談センター」の広報啓発に努め、ニーズにあった支援を推進

 する。 

２「代表者会議」や「実務者会議」を開催し、関係機関との共通理解を図るとともに 

連携を深める。 

３相談対応できる人員の資質の向上に努める。 

ウ 令和２年度の活動

 １ニーズに応えられるように、質の高い相談員を育成する。 

２スーパーバイザー同席の「ケース検討会」を開催する。 

 ３広報誌、広報カードを作成し、配付する。 

(2) 令和２年度実施内容

【講習会】

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

11月 16 日 

「一緒に考えよう！子

ども・若者の心に寄り

添うコミュニケーショ

ン」

高知大学大学院 

教授 岡田 倫代 氏 

２ 同年 

12月 11 日 

「ブリーフセラピーの

ススメ：関係性とコミ

ュニケーションに基づ

く心理援助」 

香川大学 

准教授 野口 修司 氏 

(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

子供・若者の教育、特に心理学的分野の研究で全国的に著名な高知大学大学院教

授の岡田倫代氏に講演をしていただき、今回のテーマの柱である「大人である私た

ちが、子供たちを理解するには、何が大切なのか？」について学び、それぞれの立

場でこれからの支援に役立ててもらう。 

b 担当者所見 

18 徳島県松茂・北島町 

75



子供を理解するための手立てとして 

(1) 自分自身を理解する。 

真実は一つかも知れないが、事実は人の数だけあり、それぞれ意味が変わ 

ってくるというように、自己の認知活動(知覚、情動、記憶、思考など)を客観

的に捉え評価した上で制御することが大切である。 

      (2) 子供の世界を理解する。 

特に子供のことばはとてもわかりにくいが、子供がヘルプを出していない

だろうか、子供のプライドを傷つけてはいないだろうかなど、子供のことを

よく観察することが大切である。 

(3) 適切なコミュニケーションを心がける。 

  安心・思いやりがなければ、コミュニケーションをとりたくないし、とれな

くなる。コミュニケーションがとれないと、お互いに理解し合えない。メンタ

ルヘルスに影響する。 

など、具体的な事例を交えながらの講演だったので、とてもわかりやすく有

意義であった。 

 

(イ)第２回 

a 講習会の狙い 

専門が臨床心理学、家庭心理学の香川大学准教授の野口修司氏に講演をしてい 

ただき、支援方法としてブリーフセラピーがあることを学び、それぞれの立場でこ

れからの支援に役立ててもらう。 

b 担当者所見 

(1) ブリーフセラピーについて 

ブリーフセラピーとは、一般的な療法とは違い、短期的で問題を直接取り除

くのではなく、対処行動を変えることにより問題を解決するという未来志向の

効率的な心理療法である。 

       （2）ソリューション・フォーカスト・アプローチ 

悪循環のように、問題と対処行動に焦点を当てて捉えるのではなく、問題の

中で既に解決している部分、つまりは問題の「例外」に焦点を当てて(フォー

カスト)、その例外を拡張していくこと(アプローチ)によって問題を解決(ソリ

ューション)していくのである。「例外」とは、悪循環の中で、そのパターンが

起こらなかったとき、あるいは普段より早く問題が収束した時を示す。 

また、講演の所々で実際の事例に基づいた具体的な説明があり理解しやすく、

支援の在り方について、新たな知識や考え方を得ることができた。 
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【スーパーバイズ】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

12月 11 日 

不登校について   

ケース 1～ケース 4 

香川大学 

准教授 野口 修司 氏 

(ア)第１回 

a スーパーバイズの狙い 

     子供・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香川大学准教

授の野口修司氏をスーパーバイザーとしてお招きして、寄せられた相談内容につ

いての指導や助言を頂くことにより、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 

     ケースについて支援を充実するため、具体的な内容を通して助言をいただいた。

また、違う角度からの視点による家族としての接し方や、つい自己流になりがちな

カウンセリングについて、問題の原点に戻ってみるのも大切であるということも

わかり、大変有意義であった。 

 

(3) 協議会の活動（又は設置に向けた取組）状況 

「松茂・北島子ども・若者支援地域協議会」は、代表者会議１回、実務者会議１

回、支援に携わる人材養成のための講習会を２回、支援体制整備に係るスーパーバイ

ズとしてケース検討会を１回開催した。ケース検討会は、ケースの内容に応じて関係

機関を招致し、ひきこもりの専門家であるスーパーバイザーにリーダーシップを発揮

していただき、ケースの方向性を定めて相談から支援までを行うワンストップ総合相

談センターとして活動している。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

支援に携わる人材養成のための講習会を２回開催したが、２回とも高い関心が寄せ

られ、多くの方に参加して頂いたので、今後も引き続き講習会等を開催し、支援者の

スキルアップにつなげていきたい。 

また、「松茂・北島子ども・若者総合相談センター」という相談機関があることの周

知がまだ十分でない上に、相談に対するハードルが高いことを再認識したので、困難

を有する人の早期発見、早期支援開始のために、広報に努め関係機関との連携を強化

できるように努力する。 
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Ⅱ 子ども・若者総合相談センター強化推進事業 

(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

・本県では、住民にとって身近な市町村における子若協議会及び子若センターの設

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。 

・令和２年度は１市で子若協議会が設置された。また、２市１町において子若セン

ターが設置されたところである。 

・しかしながら、子若協議会及び子若相談センターの更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令和２年度の目標 

子若協議会及び子若センター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、子若協議会及び子若センターの設置に向けた意識醸成を図る。

また、既設置の子若協議会及び子若センター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、子若協議会及び子若センター設置のモデルを示す。 

ウ 令和２年度の活動 

子若協議会を設置していない市町村を対象として、子若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。 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【ポスト青年期講習】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 10

月 21日 

・「アウトリーチによる

社会参加・自立へのアプ

ローチについて」 

・「ひきこもりを長期化

させないために」 

・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 

・Co-Work-A.LLC 代表社員  

田中 成幸 氏 

（ア）第１回 

a 講習会の狙い 

ポスト青年期を過ぎようとしているの方への子若センターの支援体制の向上及

び高度化を目指す。 

b 担当者所見 

・谷口氏から「アウトリーチによる社会参加・自立へのアプローチについて」と

いうテーマで基調講演をいただいた。谷口氏はアウトリーチによる支援の経験が

１ 愛知県 
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豊富であり、実際の経験に基づいた講演は、大きな学びとなるものであった。支

援には「まず価値観のチャンネルを合わせることが大切である」、「本人支援に

は限界がある。家族へのアプローチが重要」など実際の現場で体験され、学ばれ

たことを具体例を取り上げながら講義をしていただき、受講者に大いに参考とな

る講演であった。 

・田中氏と谷口氏による「ひきこもりを長期化させないために」というテーマで

ディスカッションを行った。田中氏も子供・若者支援をめぐる状況について豊富

な知見があり、「ポスト青年期過ぎようとしているの方での対応は子供や若者と

はどのような違いがあるか」など受講者がより知りたいであろうことを谷口氏と

の対話でさらに深め、ひきこもりを長期化させないためにはどのようなことが大

切であるのか、ポスト青年期過ぎようとしているの方ならでは対応の難しさや、

解決への糸口などについて活発に意見が交わされ、多くの気づきと学びを得るこ

とができる内容であった。 

 

(3) センターの運営（又は設置に向けた取組）状況 

内閣府の事業以外にも、管下基礎自治体における子若協議会設置や機能向上に向け

て、県独自で下記の取組を実施した。 

・子若協議会等設置に関心のある市町村へ専門家を派遣し、市町村における子ども・

若者支援ネットワーク形成に向けた関係者の合意形成を促した。（２市） 

・子若協議会設置済み市町村に対し、運営状況や課題等を把握するため運営状況調査

を実施した。（１回） 

・本県における子若協議会の設置促進に係る事務の参考とするため、子若協議会未設

置市町村に対するアンケート調査を実施した。（１回） 

・子若協議会未設置であるが、子若協議会の設置について既に検討している、又は、

検討したいと考えている子若協議会等未設置市町村へ訪問調査を実施した。（２市） 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

・講習会では、多数の参加を得ることができ、ポスト青年期過ぎようとしているの方

に対する支援の在り方など多くの学びがあり、支援の必要性に関する気運の醸成を図

ることができた。 

・今後も研修会を継続的に実施し、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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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

厚生労働省との協働の「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「若者サポートステーション WithYou」において総合相談を

行うとともに、地域の若者支援の中核拠点として、他の支援機関との連携強化を図っ

ている。その一方で地域によって若者の抱える課題が異なる点も見られ、相談対応状

況に地域差が生じている現状があり、地域の実情に応じ足並みをそろえつつ、質的向

上を図る必要がある。 

また、市町村における子若協議会については未設置であることから、引き続き働き

かけを行う必要がある。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

  県内の市町村職員や支援機関を交えた連絡協議会を通じて地域の課題を共有し、若

者サポートステーション WithYou をハブとした支援に向けて、支援機関との連携強化

を図る。 

ウ 令和２年度の活動 

連絡会議セミナーを開催し、子ども・若者支援の現状について地域の課題を共有

し、連携支援の方法を検討する。 

市町村における子若協議会については、設立に向けた課題などについて、関係市町

と協議を勧め、県内で前向きな市町をテストケースとして連携を強化し、協議会設置

に向けて協議を進める。 

 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【ポスト青年期講習】 

回数 日程 テーマ 講師 

１、

２ 

令和２年 

９月６日 

ポスト青年期を過ぎよ

うとしている者のキャ

リア 

株式会社ＡＳキャリア 

 代表取締役 瀬谷俊宏 氏 

取締役   浅田実果 氏 

３ 同年 

９月 26 日 

「ひきこもり」経験か

ら伝えられること ～

地域とのつながりを考

える～ 

NPO法人ウィークタイ  

代表理事  泉  翔 氏 

４ 同年 

12月 13 日 

ポスト青年期を過ぎよ

うとしている者のキャ

リア 

株式会社ＡＳキャリア 

 代表取締役 瀬谷俊宏 氏 

取締役   浅田実果 氏 

２ 和歌山県 
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（ア）第１、２回 

a 講習会の狙い 

令和２年度より若者サポートステーションの対象年齢が拡大したことから、氷

河期世代の相談者の増加が想定される。 

今回は「氷河期世代へのキャリアコンサルティングの実際」と題し、若者サポ

ートステーション With You職員を対象に、キャリアコンサルティング・プロセ

スの関係構築・問題把握の理解について、㈱ASキャリアの講師のもとで学ぶ。 

b 担当者所見 

本セミナーは３部構成であり、今回は１・２部を合同で実施。普段の相談業務

で実践しているプロセスを改めて見直すことで、相談者（本セミナーでは CL：ク

ライアントと呼ぶ）のニーズを深堀し、相談者と支援者の両者で良い関係を構築

する。関係構築において、相談者の価値観を尊重した話し方・傾聴が重要で、相

談者のことを理解しようとする姿勢が必要であることを学んだ。 

また、支援者が把握した相談者の問題について、相談者に応答して「問題の共 

有」ができ、相談者が提示した問題に納得して「合意」となり、初めて問題把握と

なることを学んだ。 

所々で事例検討を挟むことで、より実践的な知識を習得でき、とても有意義な 

講習であった。 

 

（イ）第３回 

a 講習会の狙い 

NPO法人ウィークタイ代表理事である泉翔氏のひきこもり経験談を通して、 

ひきこもり問題の本質や支援について学ぶ。 

b 担当者所見 

まず、不登校・ひきこもり状態～現在に至るまでを丁寧に紹介いただく中で、ひ

きこもりの問題とは生きる「意欲」が失われていくことであると語られた。そして、

共に居ることで心を支える支援が大事であり、存在が受容されて初めて行動がで

きるというフレーズには、ひきこもり当事者だからこそ語ることができる言葉で

あると実感した。 

また、NPO法人ウィークタイが実施しているレクリエーション等は、当事者 

が参加がしやすく、お互いが変に気を使う必要がないような集まりで、とても良い

取組だと感じられた。 

本セミナーは、これまでのひきこもり支援の在り方、ひきこもりへの理解の仕 

方を改めて考えさせらる内容であり、これから出会う様々なケースの向き合い方 

を学ぶことができた貴重な時間であった。 
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（ウ）第４回 

a 講習会の狙い 

前回に引き続き若者サポートステーション With You職員を対象に、㈱ASキャ

リアの講師のもとで学ぶ。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、今回

は参加者全員が Webで受講。 

b 担当者所見 

本セミナーは３部構成であり、今回は最終の第３部の実施。キャリアコンサルテ

ィング・プロセスにおける「具体的展開」（目標設定と方策の援助行為）において、

「目標設定」「方策」共に相談者が納得してはじめて成立するものであり、相談者

との関係構築に有効であることを学んだ。 

また、30 代未内定者の実情、女性の就職の実情等におけるキャリアコンサルテ

ィングの課題について講師の実務上の視点からのポイントを学んだ。 

全３部の講義を通して、就職氷河期世代の相談者に対してのキャリアコンサル

ティングについて学び、大変参考になった。本機会を今後の相談活動に活かしてい

きたい。 

 

(3) センターの運営（又は設置に向けた取組）状況 

県内３箇所の「若者サポートステーション WithYou」において相談業務を行っている。

令和２年度は前年度に比べコロナ禍の影響を受け、特に非対面での相談件数が増加して

いる。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

就職氷河期世代の相談者に対するキャリアコンサルティングやひきこもりの実情に

ついて学ぶことで、「若者サポートステーション WithYou」における相談員の資質向上に

つなげることができた。今後は「地域若者支援連絡会議」など支援団体との連携の機会

を通じ、支援ノウハウの共有につなげていく必要がある。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

令和元年度の相談者の内訳を見ると、新規相談者は 20～30代、次いで高校生が多

い。主訴としては、不登校、次いでひきこもりの順に多い。不登校・ひきこもりの

背景に、発達障害があるケースは多く、発達障がい理解の視点が共有されること

で、状況の改善が期待されることも多い。また、そこに心的外傷体験が重なると、

さらに見立て・対応に高い技術が必要となる。そのため今後、相談者の知識・技術

の向上が課題である。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

今回の強化推進事業を活用し、職員の技能向上を図り、支援の質を向上させる。

また、相談者の課題が長期化しないように、他機関（学校、就労支援機関等）と連

携を図り早期解決に努める。 

ウ 令和２年度の活動 

熊本県は支援地域が広範囲の為、当センターまで来所することが困難な相談者の

方も多い。そのため、月に２回程度、各地域に出向き、出張相談会を実施してい

る。また、不登校やひきこもりで悩んでいる保護者を対象とした家族支援セミナー

を月に１度開催し、そのような悩みを持つ家庭が孤立しないよう取り組んでいる。

その他にも、熊本県と熊本県子若協議会が連携し、県央、県北、県南にてそれぞれ

年に１回ずつ、困難を有する子供・若者に寄り添うというテーマのもと、シンポジ

ウムやイベントを開催。 

 

(2) 令和２年度実施内容 

【ポスト青年期講習】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和２年 

12月 21 日 

ポスト青年期を過ぎよ

うとする方々へのトラ

ウマの理解とケア 

アート・オブ・セラピー代表 

公認心理師 浅井 咲子 氏 

（ア）第１回 

a 講習会の狙い 

レジリエンス力（さまざまな環境・状況に適応し、生き延びる力）が弱く、社会

適応を困難とする相談者に多く出会う。その背景に、過去のいじめや虐待など、ト

ラウマを抱えていることも少なくない。そのため、前に踏み出すためには、トラウ

マへの対処が必須。心の不調と回復を神経系の調整からアプローチする分野で、日

本の臨床実践のパイオニアの一人でもある浅井咲子氏から、ポスト青年期の相談

者の癒しを進めていくに当たっての方法を学び、支援に役立てる。 

３ 熊本県 
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b 担当者所見 

個々人の対人関係の取り方の癖を、神経系の側面から捉える視点を得る機会に

なった。当センターの利用者についてはもちろん、利用者以外の身近な人や、支援

者自身についても、どの状況でどの神経系が優位に動いているのか、それぞれに考

えを巡らしながら研修を受けた。自分の状態をモニタリングし、調整することや、

利用者の神経系の作用の癖に対して、潜在的にアプローチする関わりや方法を学

ぶことができた。 

 

(3) センターの運営（又は設置に向けた取組）状況 

常勤職員３名（キャリアカウンセラー、精神保健福祉士、認定心理士）と、非常勤

職員２名（臨床心理士・公認心理師、キャリアカウンセラー）にて日中（８:30～

17:30）の相談業務・周知広報を行っている。夜間（17:30～21:00）の電話相談につい

ては、夜間窓口担当の非常勤職員(社会福祉士、精神保健福祉士)が対応。保護者セミ

ナーについても、経験の豊富な非常勤職員（家族カウンセラー）が講師として対応し

ている。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面接や家庭訪問による対応が一時できな

くなり、月ごとの相談者実人数は、11月までの累積で、前年同期の 81.6 %に減じてい

る。その中で、相談者を他の支援機関につないだ件数は、前年同期の 123 %に増加して

いる。当センターが開設されて５年を過ぎ、他の支援機関とのつながりができ、実情

も徐々に把握できつつあることから、よりスムーズな連携が可能になってきているこ

とが背景として考えられる。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用、消毒、ソーシャルディスタ

ンスの確保、アクリル板の活用、換気などを徹底しているものの、オンラインでの面

談の実施は未だできていない。オンラインでの面談が可能になれば、県内でも遠方に

在住で、これまで電話やメールでの対応を余儀なくされていた利用者に対しても、顔

を見ての対応が可能になり、頻度も確保しやすくなる。そのためのシステムの導入が

課題である。 
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(1) 地域における子供・若者支援に関する状況と課題、目標と活動 

ア 子供・若者支援に係る現在の状況と課題 

 子育て・教育・医療などの他部署で支援対象とならない若者のひきこもり、若年無

業化を防ぐことを目的に、平成 30年７月から「奈良市若者サポートセンターRestart

なら（リスなら）」を設置し、15 歳以上の若者に重点を置いた相談・支援を行ってき

た。相談によっては他部署へのつなぎを行っているが、引き継ぎの程度にバラつきが

あり、相談者の負担も大きい。また、民間の医療機関などの受診に関しては相談者自

身に任せるしかなく、解決の糸口がつかめないケースなども散見される。そのため、

来所相談の充実、訪問支援の試行、支援方針の検討会議などの相談体制の充実及び、

本人の意欲や不安軽減のための居場所の実施などが課題に挙げられる。 

イ 上記課題を克服するための令和２年度の目標 

①来所相談日の拡充を図る。 

②庁内横断的及び外部支援者と協働した、ケースの支援方針検討会議（インテーク会

議等）を実施し、多様なセクターに参加いただくことで、ひきこもり支援の考え方を

共有していく体制づくりを図る。ケースについては、主体的な多機関協働を生み出す

ため、世代の枠を超えて検討を図る。 

③訪問相談の試行により、令和３年度の事業化を目指す。 

④当事者が多様な人と出会うことができる居場所の事業化とサポーターの登録。 

⑤ポスト青年期の支援を拡充するための講習会（（仮）専門職サポーター講座）の実施

により、医療・福祉分野との連携強化を図る。 

ウ 令和２年度の活動 

①来所相談の拡充による相談体制の充実。(オンライン相談の検討） 

②子若協議会ケース会議として、支援方針検討会議の開催（専門職員の派遣アドバイ

ザー） 

③訪問支援の試行的実施（専門職員の派遣） 

④多様な人と出会うことが出来る居場所の事業化とサポーター登録の仕組みづくり。

⑤専門職サポーターの養成により、新たな活動者のネットワークを広げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 奈良県奈良市 
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(2) 令和２年度実施内容 

【専門職員等派遣】 

回数 日程 業務 派遣専門職員等 

１ 令和２年 

９月３日 

専門職派遣についての

調整・準備・顔合わせ等 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子氏 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

２ ９月 10 日 ケース支援方針検討会

議について 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

３ ９月 11 日 同行訪問について ・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

４ ９月 24 日 同行訪問について ・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

５ ９月 25 日 同行訪問について ・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

６ 10月５日 同行訪問について ・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

７ 10月７日 同行訪問について 

 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

８ 10月８日 ケース支援方針検討会

議について 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

９ 10月 14 日 同行訪問につい ・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

10 11月２日 同行訪問について ・社会福祉法人寧楽唯の会 

福田陽子 氏 

11 11月５日 ケース支援方針検討会

議について 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

12 11月６日 同行訪問について 

 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

13 11月 10 日 同行訪問について 

 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

14 12月３日 ケース支援方針検討会

議について 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

15 12月 10 日 同行訪問について ・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 
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16 12月 14 日 同行訪問について 

 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

17 12月 21 日 同行訪問について 

 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

18 令和３年 

１月７日 

ケース支援方針検討会

議について 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

19 １月８日 同行訪問について ・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

20 １月 15 日 同行訪問について ・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

21 １月 19 日 同行訪問について ・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

22 ２月１日 同行訪問について ・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

23 ２月２日 同行訪問について ・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

24 ２月４日 ケース支援方針検討会

議について 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

25 ２月９日 同行訪問について 

 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

26 ３月２日 同行訪問について 

 

・NPO法人ふぁーちぇ 

刀根治久 氏 

27 ３月４日 ケース支援方針検討会

議について 

・社会福祉法人寧楽ゆいの会 

福田陽子 氏 

 a 専門職員等派遣の狙い 

  （専門職員派遣調整・準備・顔合わせ等） 

令和２年度に実施する職員と同行訪問支援に従事していただくケースについて

の情報共有とスタッフ間の顔合わせ及び当事者との連絡調整など、訪問支援のた

めの準備を進め、職員との同行支援いただくことで職員の訪問支援のスキルや視

点の向上、ネットワークの拡充を狙いとした。 

  （ケース支援方針検討会議） 

奈良市若者サポートセンターRestartならでは、子若協議会ケース会議として位

置づけた本会議において、当センターの来所相談及び訪問相談のケースを対象に、

これからの関わり方針を多機関で検討し、協働を広げていくことを目的に開催し

ている。 

専門職員派遣として、本ケース会議のアドバイザーとして関わっていただき、訪
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問支援の大切な視点や考え方などのサジェスチョンをいただき、支援者が孤立せ

ずエンパワメントされながらモチベーションを上げることで、支援の質を高める

こと及び協働を広げることを目的とする。 

（同行訪問） 

専門職員と複数名体制の訪問を行うことで、支援の質を高めること、ダイアロー

グ（対話）を活用し、リフレクションなどを訪問支援に取り入れることを目指した。 

    b 担当者所見 

  （専門職員派遣調整・準備・顔合わせ等） 

令和２年度の訪問支援の「つながり続ける支援」「評価しない、価値観を押し付

けない」「本人や家族の今の状況の強みを感じ、リスペクトする姿勢」などの考え

方を、スタッフ間で共有するとともに、ケース当事者への連絡と可能な当事者へは

顔合わせ調整を行ったことにより、当事者や家族及び支援者が孤立しないスター

トが切れた。 

（ケース支援方針検討会議） 

 本会議を実施する中で、子供・若者支援に関わる、行政関係課（子育て相談課、

教育支援相談課、障がい福祉課等）と、解決につなげる支援とつながり続ける支援

の視点や地域における協働者（当事者団体、地域活動団体、有志活動者等）の力を

共有することが出来た。行政だけでは見通しが持てないことが、つながり続ける力

を持つ、民間団体の力と繋げていけたことが、協議会としての成果があったと感じ

る。 

 また子供・若者支援だけに限らず、8050問題や医療が必要なケース等について、

保健所や訪問診療を進める医療機関、地域包括支援センターなどの主体的参加も

あり、年代や分野を超えた重層的支援体制の基盤づくりにもつながった。 

（同行訪問） 

 同行訪問により、これまで支援者個人が抱えてきた悩みが、支援現場で吐露され、

支援者が自然体で対話に参加できることで、当事者や家族にもポジティブな空気

が流れる良い効果があった。 

 また、職員のつながり続ける視点が向上されたり、対話により、支援者や当事者

及び家族がエンパワメントされるケースが全てのケースで見られた。 

 令和３年度は、生活困窮者自立相談におけるアウトリーチ支援員や重層的支援

体制整備のアウトリーチの取組に生かしながら、複数でのチーム訪問ができる体

制を確立していきたい。 
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【ポスト青年期講習】 

回数 日程 テーマ 講師 

１ 令和３年 

２月 13 日 

社会的孤立を向き合う

専門職へ「抱え込まず多

様な支援のネットワー

クを拡げよう」 

三家クリニック 三家英明 医師 

２ 令和３年 

２月 16 日 

社会的孤立を向き合う

専門職へ「抱え込まず多

様な支援のネットワー

クを拡げよう」 

三家クリニック  

関晋太郎 作業療法士 

社会福祉法人寧楽ゆいの会  

福田陽子 氏 

ＮＰＯ法人ふぁーちぇ 刀根治久 氏 

(ア)第１回 

a 講習会の狙い 

これまで養成したひきこもり市民サポーターを協力・連携して活動を行う専門

職サポーターの養成が目的。社会的孤立に関わる市内及び近隣地域の専門職の

方々が。孤立したり抱え込んだりせず、支援のネットワークを広げることを今回の

第一義的な目的とする。 

１回目は、ひきこもり支援の総論を先行的な実践として、三家クリニック及び地

域連携の話をいただき、奈良の状況やこんなことがあったらいいなを参加者から

表現いただく。 

b 担当者所見 

今回の講座は、市内の専門職が 90名以上参加する。包括支援センター、障害者

福祉関係者、教育関係者、公民館職員、医療関係者、専門士業の方など、普段から

ひきこもりなどの社会的孤立の課題に向き合っている方々の強い思いを感じた。 

三家クリニックの先生から、ひきこもり支援の視点や考え方など、多機関連携の

必要性などを共有。大量の質問があり、１回目だけでは回答しきれず２回目に持ち

越す。 

 

(イ)第２回 

a 講習会の狙い 

２回目は、前回の質疑応答の続きから、三家クリニックの先行的な実践を医療機

関と地域連携して行っている事例を深めるとともに、奈良市内で行われている専

門職サポーターの動きの長所や短所を参加者と共有しながら、今後の支援の在り

方を協議する。 

b 担当者所見 
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２日間のセッションで、以下の視点を整理いただいた。 

①支援とは何か（支援とは変化の触媒になる行為）、環境を整える、タイミングを

つかむ、ネガティブケイパビリティ、不確実性への耐性、壁の前でうろうろする

力の必要性 

     ②時代の流れなどのマクロの視点  

ひきこもりを社会背景、社会構造から考えるマクロの視点（物質的に恵まれて

いる、人との関わり、地域のつながり希薄） 

30年前 統合失調症、精神疾患、20年前 精神疾患ではない社会的ひきこも    

り、10年前 社会的ひきこもりに発達障害を有する人たちの存在が増え始めた。 

    ③当事者を理解する 

・劣等感＋罪悪感＝自己否定感 

・当事者は、ひきこもりという自己防衛をせざるを得なかった人として、下地をつ

くる、土足で入らない、価値観を押し付けない（ゴミ箱の話） 

・当事者は、どうせわかってもらえないという思いを感じている背景があり、その

気づきからチャンネルを合わせて、本人にとって安心感・信頼感を持ってもらえ

るような自分になれるか 

    ④支援の視点 

     ・自分を社会化する取組、自分自身がエンパワメントされるストーリーは？ 

・社会不安障害の当事者から（自分の味方になってくれていることがよくわかる

人、障害を病気として自分の苦しみをわかってくれる人、批判的ではなく温かい

人） 

・楽観的と悲観的のいいところどり（気分的には楽観、思慮深く洞察して準備は怠

らない、多様性のあるチーム） 

 

 ※終了後、今回で顔の見える関係をつくった緩やかなネットワークを持続可能

な連携になるよう、みんなでつながり合う「つながり応援団」を結成し、有志の

会として、restartならとの連携を構築することができた。 

 

(2) センターの運営（又は設置に向けた取組）状況 

令和２年４月設置予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、それら

に伴う業務調整のため、令和３年２月の代表者会議後の令和３年３月１日から子供若者

総合相談センターとして運営する。 

 

(4) 令和２年度の取組の成果と今後の課題 

来所相談及び訪問相談支援の試行、世代の枠を超えたケース会議の実施により、子供・

若者支援及びひきこもり支援の知見や経験値を積み重ねることで、今後の協働相手であ
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るひきこもりサポーター及び専門職サポーターの取り組みに生かしていく基盤整備を

令和２年度の成果とする。 

具体的には、令和２年度の専門職員等の派遣を通して、アウトリーチのノウハウやコ

ーディネートの在り方を共有してきた。令和３年度は、生活困窮者自立相談支援機関と

して、アウトリーチに具体的に取り組むため、職員だけでなく、令和２年度に養成した

専門職サポーターや市民サポーターの方に奈良市社協の登録相談員になっていただき、

子若センターからのアウトリーチの担い手を拡充・充実させていく計画である。 

それらの取組により、アウトリーチや居場所の拡充など、世代や分野を超えた横断的

で重層的な地域共生の取組に波及させていくことが課題と考える。 
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