
○佐藤氏 皆様、こんにちは。ただいま御紹介いただきました、新潟県の三条市青少年育

成センターのセンター長をしております佐藤隆司と申します。よろしくお願いいたします。 

 このたび、事例発表させていただくに当たりまして、まだまだ先進的な取組みをされて

いるところも多くあると思いますが、三条市を御指名いただきまして、本当に感謝申し上

げますし、またこういう機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。  

 このたび、ここにあります三条市子ども・若者総合サポートシステムということで、内

閣府さんを始め、県やあるいは関係機関、とりわけ視察をさせていただいた各自治体の方

から多大な御協力をいただきまして、三条市としてこの場をお借りしまして、厚く感謝を

申し上げたいと思います。  

 さて、子ども・若者育成支援推進法ということで、施行に際しまして各市町村に総合的

な支援が求められているところであります。三条市では、これまで行政の縦割りによる壁

を乗り越え、関係者による真の連携を実現して、総合的に子ども・若者を支援するシステ

ムを構築してきたところでございます。  

 これからその考え方、システム、情報共有について御説明を申し上げたいと思います。  

 子育てにはいろいろな悩みがあります。親の思い過ごしとか、疑問とか、そういうこと

であれば１回の相談で済むわけでございますが、現実的には発達障害あるいは病気が隠れ

ていたり、そこに不登校あるいはひきこもりなど、学校を卒業してから家族からの長期に

わたる相談も増えている現状があります。  

 県内的にもデータを通して非常に深刻な状態であるということで、関係機関の方の認識

は非常に深まっているところでございます。  

 これまでも三条市では、各セクションがさまざまな支援を行ってきました。しかしなが

ら、子どもの支援ニーズが多様化、複雑化している今日においては、縦割り型で行われて

きた支援を変えていく必要があると考えて、システムの構築に着手をしました。  

 いろんな支援がございますが、「すまいるランド」という赤字でくくってある部分ですが、

昨年４月に教育委員会の同じ建物内にオープンしたところでございますけれども、ここに

は子どもの遊び場があったり、あるいは子育て相談、一時保育なども行っています。隣に

図書館もあり、子育ての拠点としてオープンしたところでございます。  

 組織の縦割りを乗り越えて連携して、本当にその子に合った必要なサポートができ得る

のかどうか。あるいは子どもの成長に合わせた、切れ目なく一貫したサポートになってい

るかどうか、だれかがやるだろうとか、ここまでしかうちはできないとかというスタンス

ではいつまで経っても現状は変えられないということでございます。  

 そこで、子ども若者という三条市民に必要なサポート体制をつくるのは、三条市の責任

だという理念に立ちました。  

 この似顔絵は三条市長の国定勇人、37 歳でございます。市長は４年前になったんですが、

最初のころは一番若くて、全国で最年少市長と言われていましたが、今は５番目かそのぐ

らいだと思うんですけれども、非常に決断が早くて、我々もそのスピード感に乗っている
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という感じでございます。  

 ちなみにもう一つ紹介していきますと、この似顔絵を描いた人物は三条市教育委員会の

教育部長で、古川教育部長といいまして、ともに 30 代ということで行政のトップが非常

に若いということで、スピード感があるということでございます。  

 これは資料に入ってございません。組織機構の見直しということで、20 年４月１日から

教育委員会に子育て支援課を設置したわけでございますが、今までいろんな分野がありま

したけれども、それを子どもの福祉を担当する子育て支援課をつくり、子どもの支援の中

核的組織になったということでございます。  

 見直しの前と見直しの後でございますが、社会福祉課、健康推進課、保険年金課とか、

障害福祉課も入っていますが、それが右側の教育委員会の子育て支援課として、一昨年ス

タートしたわけでございます。  

 該当の子どもや保護者については、行政がどういう機構であるかどうかはどうでもいい

ことで、わかりやすければそれでいいという気持ちだと思います。そんなことで壁を乗り

越えて、この中核的な子育て支援課が誕生したわけでございます。  

 子育て支援課の組織図なんですけれども、いろいろ係がございますが、家庭教育、児童

扶養手当、医療費助成の事務も行っております。この総合サポートシステムも総合支援係

が担当しております。乳幼児健診、保健指導とか、そういった相談もございます。保育所、

私立幼稚園、児童館、児童クラブ、放課後子ども教室などもここに含まれております。青

少年育成センターが健全育成事業、青少年相談、非行防止活動とか、そういったものが含

まれております。これがすべて教育委員会内にあるということでございます。  

 若者を含め企画して誕生したのが、三条市子ども・若者総合サポートシステムというも

のでございます。これが今日お配りした資料、マニュアルになっております。このマニュ

アルは、 10 月 20 日にスタートしたんですが、今バージョン３ということで、３月２日に

改訂しております。  

 先ほどの若いトップの方とか、またいろいろと実務者レベルで相談している中でこうい

った方がいいというようないろんな意見が出されまして、そのたびにバージョンを上げて

いるということでございます。  

 ですので、最初に決めたからこれがすべてではなくて、いいものは取り入れて、また課

題について解決したものについては更新をしていくということでございます。  

 三条市総合サポートシステムというフローがございますが、各関係機関が市民からの情

報や相談の中から必要な情報を共有し、個々に応じた切れ目のない支援を行うものであり

ます。  

 従来の虐待防止ネットワークあるいは問題行動等防止ネットワークを統合しまして、障

がい支援、若者支援を加えて三条市子ども・若者総合サポート会議という名前にしており

ます。  

 この会議は児童福祉法第 25 条の２で規定されております要保護児童対策地域協議会と
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この４月に施行されます子ども・若者育成支援推進法第 19 条に則った子ども・若者支援

協議会を兼ねるものでございます。  

 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議という３つのシステムで構成されていま

す。実務者会議は虐待防止部会、問題行動対応部会、障害支援部会、若者支援部会の４部

会から成っております。  

 個別ケース検討会議はそれぞれの児童や若者について、具体的に支援を考えていく場と

いたします。こういった仕組みをまたあらゆる機関が認識していることが重要であります。

そこで各機関の団体の代表者あるいは小中学校長ばかりでなく、例えば学校の生徒指導担

当とか、来週から市の職員の研修が始まります。市の職員の研修については、今日出席し

ております子育て支援課の職員も講師となって説明をする予定でございます。そういった

ところでいろんな方がこのシステムを共有することは大事だと考えております。  

 ライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援を行うには、子育て支援課が調整機

関として、可能な限り調整をしていくということでございます。障害、ひきこもりなど、

支援が途切れてしまう、または他の関係機関の支援も検討する必要があるという場合につ

いては、必要な支援を検討するため、保護者等の同意を基に情報収集の対象といたします。  

 保護者向けのサポートアイテムとして、子育てサポートファイル。「すまいるファイル」

は出生時に全世帯に渡して、母子手帳と一緒に配っている「 enjoy！パパ手帳」とともに子

どもの成長記録、診断歴あるいは子どもの成長の写真とか、そういったものと一緒に保護

者が楽しみながら記入していったりファイリングしていったりするものでございます。  

 いざ支援が必要になったときは、このファイルを参考にして情報共有に使用させていた

だくというものでございます。  

 ここで全員というのが重要で、障害者手帳的に配付すると支援のバリアーになるという

可能性があるとの考え方からであり、また必要になったとき手元に子どもの情報がそっく

りあるというのがベストだと考えております。  

 そこで「すまいるファイル」の説明をさせていただきます。全員には渡っていなくて大

変恐縮ですが、後ほどまた私のものを差し上げますので、是非お持ち帰りいただきたいと

思います。  

 この「すまいるファイル」は、実は先ほど紹介した教育部長が文科省の特別支援教育課

の時代に、特別支援ファイルとして作成、活用を全国に広めようと取り組んだ事業でもあ

ります。ただ、支援が必要と思われる方の個人情報については、マニュアルの 19～ 26 ペ

ージにありますように、本人や保護者の同意書が必要になってきます。  

 対象者については、乳幼児期からおおむね 35 歳。ここでは 35 歳までとなっております

が、一応おおむね 35 ということにしております。内容的には、とりわけひきこもりなど

学校を卒業すると支援がなくなったりして、大人の扱いになる。そういった支援が極端に

少なくなっているわけでございますが、支援を必要とする世帯にアプローチできる体制づ

くりが進められることになりました。  
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 では、従来の支援とどこが違うのかということでございますが、主たる支援機関が自主

的な連携を組んでおりましたけれども、果たしてその支援が継続しているかどうか疑問だ

ったわけです。しかし、先ほど説明したように、国定市長の施策により教育委員会内に子

ども行政を集約化されましたけれども、子育て支援課がハブ組織として情報を一元管理す

ることといたしました。  

 追加事業として今年度３年目にしてぎりぎり滑り込みさせていただきましたモデル事業

です。三条市が今年度受けたことによって、そのサポートシステムの構築がより補強され

たということは言うまでもありません。現行の個人情報保護法の制度の中で、関係者がい

かに子ども・若者の情報を共有できるかがこのシステムの大きな鍵である。そこでマニュ

アルの 14～ 26 ページに記載をさせてもらっています。  

 14 ページ、ここで情報共有についてお話をさせていただくのですが、個人情報保護法の

範疇でどう情報を共有するかが大きな乗り越える壁である。関係者と協議して様式２、16

ページのようにまとめてさせていただきました。教育委員会にある組織については共有で

きるとしております。  

 例えば児童虐待のところ、教育委員会、子育支援課、学校教育課の真ん中に点線が引い

てあります。これについては共有できるとしております。虐待に係る事例については、同

意がなくてもよいため、その認識を改めて共有できるよう整理したというところでござい

ます。必要なときは同意書をとり、引き継ぐこととしております。  

 15 ページの方ですが、情報の一元管理のために子育て支援課で個人の支援台帳、子ど

も・若者支援台帳、様式１を作成して、各支援機関の協力により随時情報を更新していく

こととしております。  

 総合サポート会議において個人情報に関する各種法令等を遵守するは勿論でございます

が、児童福祉法や子ども・若者育成支援推進法の地域協議会として守秘義務が規定されて

おりますので、個人情報の取り扱いには十分留意して対応したいと考えております。  

 なお、児童虐待や問題行動といったことについては早期に対応しなければいけないとい

うことから、保護者等からの同意書を求めることなく、関係機関と連携して迅速に対して

まいるということでございます。  

 17～ 18 ページですが、障害、ひきこもりなど支援が途切れしてしまう。または他の関係

機関の支援も検討する必要がある場合など、保護者等の信頼関係が構築されており、相談

時に総合ポートシステムの説明ができる場合については、保護者用説明書をお渡ししてお

ります。  

 ちなみにサポートシステムに登録しませんかというチラシでございますが、もう一枚実

は案内があったんですけれども、それについてはこの３月に市内小中学校全部に配りまし

たし、またそれぞれ高校、特殊学校含めてすべてに配付をしたところでございます。  

 子育て支援課が教育委員会の中にあることのメリットを最大限に生かしたこの形態は、

全国的にもたしか例はあると思いますが、この三条方式というものについては、今後市町
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村における組織づくりの１つのモデルケースではないかなと考えております。  

 次に今年度から実施したモデル事業なんですけれども、青少年育成センターが中心とな

って、従来からの支援の形に若者支援を加えて、若者支援部会という形をネットワークと

してプラスしております。  

 現在、すでに研修は終わりましたが、ユースアドバイザーの研修を行いまして、アウト

リーチに将来的にはつなげていくということでございます。  

 三条市では数少ない若者の居場所ということで、若者サポートステーションにつなげて

いく。そこではカウンセリングは勿論ですが、ジョブトレーニングや職場体験などのメニ

ューを用意しまして、就労に結び付けるサポートを確立しつつあるところでございます。  

 なお、実務者会議の内容は、子どもを中心にした真ん中マップです。真ん中マップとい

うのは資料にも入っておりますし、また「すまいるファイル」の中にも入っておりますの

で、後ほどごらんいただきたいと思います。  

 法の施行と相まって、22 年度は三条市においても協議会を軸として、更に支援のネット

ワークを強固にしていきたいと考えております。三条市のポイントを資料の一番最後につ

づってございますが、ポイントということで６つ項目がございます。その 1、市が子ども・

若者という市民の支援体制の構築について責任を持つという理念に沿ったこと。  

 ２つ目に教育委員会内に福祉系組織、子育て支援課があり、調整組織として機能してい

ること。  

 ３つ目に内閣府、文科省、厚労省がそれぞれ推奨する虐待、障害、問題行動、ひきこも

り等への支援ネットワークを統合していること。  

 ４つ目として、三条市は人口 10 万人ぐらいですので、市内というより県内と見ていた

だきたいと思いますが、国の機関、県の機関などの外部機関との情報共有化について、整

理がなされており、現行の個人情報保護法下の中で機能できるようにしていること。  

 ５つ目として保護者支援ツールとして、子育て支援ファイル、「すまいるファイル」をす

べての子どもを対象に配付していること。  

 ６つ目として、中学校卒業後もフォローできるよう、対象者を若者までとしていること

がポイントかなと思っております。  

 このシステムはまさに昨年スタートしたばかりでございます。このモデル事業も始まっ

てからスタートしたわけでございます。冒頭に申し上げましたが、いきなりパーフェクト

とならないわけでございますので、今まで光が当たらなかった部分についての解消に、第

一歩を踏み出したと考えております。  

 １つの成果として、今まで連携していなかった担当者同士が顔の見える関係ができたこ

と、これが非常に大きな成果だと思います。本当にいろんな機関の仕事が担当者を通して

制度とか仕組み、そういったものを理解することができたということが非常に大きかった

かなと考えております。  

 口幅ったい言い方になりますが、このシステムが三条市のみならず、全国的に広がって、
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該当する子ども・若者が国内どこに移っても同じような支援ができることが望ましいので

はないかと考えております。  

 時間が参っておりますが、最後にこの事業を通して、本当にいろんな方の協力があって

進めていくのだなと感じておりますし、また、このモデル事業の中でいろいろアドバイス

をいただいた先生方に感謝を申し上げながら、三条市の発表ということにさせていただき

ます。  

 どうも御清聴ありがとうございました。（拍手）  

○司会 ありがとうございました。引き続き、質疑応答に入ります。御質問の際に、県名

または市町村名とお名前をよろしくお願いいたします。  

○愛知県豊橋市（伊藤氏） 愛知県豊橋市教育委員会青少年課伊藤と申します。ありがと

うございました。  

 ホームページ等で見させていただきまして、すごい参考になったなと、こういうのがあ

ったかなということで非常に目からうろこが落ちたような気分でした。すごいなと思った

んですけれども、私ども教育委員会で地域若者サポートステーション、推セン並びに青少

年センターで実施しております。市町村部局ではレアなケースというんですか、まだ事例

としては余りないように聞いています。  

 県では高知県とかがやられているように聞いていますけれども、そういった中で今回、

機構改革まで含めてなんですけれども、今まで私が思っていたのは、どちらかというと子

育てに関係するものが集まって、子ども未来部局とか、そういった部局として立ち上がる

ものが多いのかなと感じておったんですけれども、市長部局の中で教育委員会に福祉系の

子育て支援課を持ってきたポイントと、今までのところのメリット、問題点というのが今

の時点であれば、お聞かせ願えれば参考にさせていただきたいと思います。  

○佐藤氏 機構改革のポイントという点では、詳しくないのですが、教育委員会そのもの

というのは子育ての基本だと思います。小中学校がありますので、そこといかに連動させ

るかというのがポイントだと思います。  

 子育てというのは小中学校ばかりではなくて、幼稚園、保育所、本当に生まれてからと

いうことが基本になってくると思います。そこですべて一貫してサポートするにはどうし

たらいいかということで、トップの英断だと思います。生まれてから今の 30 代まで一貫

してサポートしていこうということが基本となっておりますので、教育委員会に置いたと

いうのはそこの小中学校を切り離せないといいますか、教育としてそれを進めていくんだ

と。福祉だけではなくて、そういったものも全部含めて進めていくということだと思いま

す。  

 教育委員会にあることによって、例えば教育部長の判断１つで物事がすばやく進んでい

くということがあると思います。単なる部や課をまたいでの連携だと調整等でむずかしい

面もあると思いますが、三条市の場合は部長の判断で物事が進んでいくということになる。

その辺がメリットかなと思っております。  
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 課題としましては、皆さんのところと多分同じだろうと思いますが、やはり学校を卒業

してからの情報というのがなかなか現在担当者の中で苦慮しているところでございます。

まず今やっていることは、こういったシステムがあるということが三条市民、支援を必要

としている家庭にまず届くことが大事だと思っております。  

 支援を必要としている家庭が相談してくれればいいんですが、まだ相談するまでもない、

あるいは二の足を踏んでいるとか、そういったケースがあると思います。それについては

こちらから積極的なアプローチができるような、例えば情報共有とか、そういったことが

これからの課題かなと思っております。  

○愛知県（伊藤氏） どうもありがとうございました。  

○新潟県三条市（蝶名林氏） 新潟県三条市の蝶名林といいます。補足させていただきま

す。  

 なぜ教育委員会に入ったのかということですけれども、学校教育そのものを市長の事務

にできなかった。現行ではできないということから始まっているんです。というのは、私

ども子育て支援課の職員は、福祉事務所と教育委員会の２枚の看板を持っていまして、兼

務辞令で仕事をしております。95％が市長の事務をやっているところでして、私ども子育

て支援課の隣に小中学校の担当課である学校教育課というのがございまして、そちらとの

連携を図るということで、市長の事務をもって学校教育課と連携するという必要性から教

育委員会の中に入ったということでございます。  

 学校教育というのはそもそも教育委員会の事務でございまして、市長の事務の方に移行、

委任ということは現行法律の中でできないことになっておりますので、そういうことで御

理解いただきたいと思います。  

○司会 ほかにございますでしょうか。  

○神奈川県川崎市（土屋氏） 神奈川県川崎市の青少年育成課の土屋と申します。よろし

くお願いいたします。  

 非常に貴重なお話をいただけて、各機関が連携をとられていらっしゃる様子がわかって、

すごく参考になったんですけれども、子育て支援課の方で情報もハブ化で一元化をされて

いるなどというお話ですごいなと感じたところなんですけれども、法が想定している中で

ワンストップ窓口というのも想定されておられるかと思うんですけれども、その辺の考え

方などはどういった形を取られていらっしゃるのか御教示いただければと思います。  

○佐藤氏 ワンストップというと現在相談窓口が幾つかある中で、それを１つに統合する

というのはなかなか調整が難しいと思っております。２つの意見があると思うんです。  

 １つはだれもがまず相談をする窓口ということで、１つにまとめるあるいはそこの場所

ですべて解決するというのが理想かもしれませんが、もう一つはいろんな相談窓口があっ

て、そこで例えば総合サポートシステムは、それぞれの相談窓口で全部職員が把握してい

るということであれば、そのサポートシステムの中でより効果的な方法はどれかというこ

とを検討できるということでありますし、なかなか今すぐにワンストップということの検
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討は見送っている状態です。  

 その担当の子育て支援課の課長補佐がおりますので、その辺もし補足説明があったらま

たお願いをしたいと思います。  

○新潟県三条市（蝶名林氏） 引き続き済みません。名指しでございますので。  

 資料の 16 ページをごらんいただきたいと思います。児童虐待とか問題行動とか障害、

ひきこもり、それぞれ相談の入り口ということで右側の方に明記させていただいておりま

す。現在こういうところで相談の入り口と私どもでは考えておりまして、相談の入り口と

いうのは何か所あってもいいのではないかというのが私のそもそも考えです。ただ、集約

するということも必要かもしれません。でも、いろんな方がいらっしゃるわけで、いろん

なところに相談に行きたいという方もいらっしゃるわけで、相談できる窓口がいっぱいあ

るということは、それはそれでいいのではないかと私は思っております。  

○佐藤氏 組織全体としてまだ私見ということで発言がありましたが、全体としてもう少

し、これから本当に立ち上げたばかりなので、さらに議論を重ねていく中でよりよい方向

を探っていきたいと思っております。  

○司会 ほかにございますでしょうか。なければ、引き続き次の講演に移ります。佐藤先

生、ありがとうございました。（拍手）  

  


