
「高知県教育委員会」が若者の学びなおしや�
就労に向けて誘導・支援�
　高知県では、不登校の児童生徒（小中学校）の割合が高く全国2位で、高校中

途退学者の割合も全国8位であるという実態を踏まえ、中学卒業後、あるいは高

校を中退して就学・就職していない若者がニートやひきこもりにならないよう、「高

知県教育委員会」が中心となり、教育、福祉、医療、労働の関係機関の連携により、

学校教育から切れ目なく、一人ひとりに応じた社会的自立支援に取り組み、成果

を上げている。そのような「高知県教育委員会」が中心となって行う各組織との

連携を紹介する。�

ニートや社会的にひきこもり傾向にある若者の自立支援を複数の組織が連携しながら行っている高知県の支援活動について、

高知県教育委員会生涯学習課の主任社会教育主事 前島正二さんにお話を伺いました。�
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高知県教育委員会生涯学習課�
主任社会教育主事�

●前島正二さん�

15歳～34歳の各年齢に約
150名いる若年無業者を就学・
就労に向けて支援�

――高知県では県教育委員会生涯

学習課が中心となり、ニートやひきこ

もり傾向にある若者を対象に、学び

なおしや就労に向けて誘導・支援を

していると伺いましたが、どのような

経緯でいつ頃からその事業を始めら

れたのですか。�

�

�

�

�

　高知県では不登校の児童生徒（小

中学校）の割合が高く全国2位（平

成18年度、956人、1.49％）で、高校

中途退学者の割合も全国8位（平成

18年度、506人、2.3％）でした。�

　また、高知県の若年無業者（15～

34歳）は3,230人（平成17年度）とな

っています。これは各年齢に平均す

ると約150人の若年無業者がいるこ

とになります。実際、中学卒業時及び

高校中退時の進路未定者は、毎年

150～200人出ていることから、このう

ちの何割かは新たなひきこもりになっ

ているものと思われます。�

　このような方たちを、早期に支援を

開始するためには、その情報を学校

教育から切れ目なく、つなげることが

大切です。�

　そこで、県教育委員会は、昨年6月

に「若者はばたけネット」という情報提

供の仕組みを構築し、学校を離れる

段階で支援が必要な方を把握できる

ようにしました。�

　具体的な支援を行う機関としては、

昨年7月に、高知県社会福祉協議会

と協働で厚生労働省の委託事業で

ある「こうち若者サポートステーション」

を開設しました。同協議会が持つ、

まえじま�せ い じ�

人　員　体　制�

・チーフ：1名�
・担当1：名�

高知県教育委員会生涯学習課�
�

（平成19年7月開設、社会福祉法人高知県社
会福祉協議会運営）�
・所長(兼務)：1名�
・コーディネーター：1名�
・支援スタッフ：3名（うち非常勤1名）�
・臨床心理士：1名（月3回）�
・キャリアカウンセラー（ジョブカフェ兼務）：1名�

こうち若者サポートステーション�
� （平成20年7月開設、NPO法人青少年自立援助センター運営）�

・所長：1名�
・支援スタッフ：2名�
・サテライト相談員：3名�

高知黒潮若者サポートステーション�

（平成19年10月開設、NPO法人青少年自立援助センター運営）�
・塾長：1名�
・スタッフ：3名�

高知黒潮若者自立塾�

高知県�

◆若者の自立支援　ケース2
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�

進路未定者の情報を、「県教育
委員会」で一元化し、「若者サ
ポートステーション」につなぐ�

「こうち若者サポートステーション」のある�
県立ふくし交流プラザ（平成19年7月開設）�

関係機関の連絡会を通じて多
くの機関が連携�

ニート層を支援するために、連
携ネットワークを構築�

市町村の福祉行政や民生委員など

のネットワーク機能をいかして、ニート

やひきこもり傾向にある方を支援する

ために、地域との連携を進めていくこ

ととしました。�

　また、労働分野との連携については、

若年者の就職支援を行っているジョ

ブカフェのキャリアカウンセラーを、サ

ポートステーションと兼務していただき、

日常的な業務の連携を図ることとしま

した。�

　このようにして、県教育委員会が

関係機関をコーディネートした、悩み

を抱える若者を就学や就労へと導く

取組が始まりました。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

――「若者はばたけネット」とは、どの

ような連携体制ですか。�

�

�

�

�

　中学校を卒業するとき、あるいは

高等学校等を中途退学するときの進

路未定者の情報を、学校や市町村

を経由して県教育委員会生涯学習

課で一元化し、若者サポートステー

ションにつなぐのが「若者はばたけネ

ット」（次頁図参照）です。�

　進路未定の生徒が、学校を離れ

てしまうと、支援が届かなくなってしま

うという可能性がありますので、早期

に支援を開始するためにも、学校か

ら本人の同意書を提出してもらうこと

としています。本人の同意が得られ

ない場合は、保護者や親権者の情

報でも可能としています。�

�

――「若者の学びなおしと自立支援

事業」における連携について詳しく

お聞かせください。�

�

�

�

　「若者の学びなおしと自立支援事業」

における若者サポートステーションを

核とした支援は、次頁下図に示すよ

うに、ニートやひきこもり傾向にある若

者を誘導するための「誘導ネットワーク」

から若者支援の中核を担う「参加ネ

ットワーク」を経て、就学・就労の「出

口ネットワーク」に至る一連の事業です。�

　「誘導ネットワーク」は、「若者はば

たけネット」による学校教育からの誘

導と地域社会からの誘導があります。

学校教育からの誘導は、市町村の

教育委員会、教育支援センターや各

学校と連携しています。地域からの

誘導は、市町村の民生児童委員、児

童家庭相談室、少年補導センター、

児童福祉施設などと連携しています。�

　「参加ネットワーク」では、個別相談

や具体的な支援を行う各若者サポ

ートステーション、若者自立塾などが

あります。�

　さらに就学・就労に向けた「出口ネ

ットワーク」では、高等学校以上の学校、

企業のほか、就労支援機関との連携

が不可欠です。�

　これらの多くの関係機関との連携

は重要です。関係機関との連携のた

めの連絡会は、昨年度は2回開催し

(7月と1月)、今年度は5月に第1回連

絡会を開催しました。連絡会には、若

者サポートステーション、若者自立塾、

ジョブカフェ、県の健康福祉部・商工

労働部・教育委員会・警察、市町村

の教育支援センターなどから47名に

集まっていただき、事業説明や意見

交換などを行いました。�

　「若者はばたけネット」については、

市町村教育委員会に年2～3回、公

立高等学校には全校訪問したり、校

長会、教頭会、生徒指導主事会、進

路指導主事会、教務主任会のほか、

高校の校内研修会でも説明しています。�

　今秋には、精神疾患者や発達障害、

さらに非行問題などについて対象を

絞り込み、テーマに応じて関係機関

（精神保健福祉センター、福祉保健所、

療育福祉センター、少年補導センタ

ーなど）との実務者会議をそれぞれ

開催する予定です。�

　さらに、新たな連携のためのパイプ

作りとして、民生児童委員連絡協議

会研修会、教育支援センター連絡協

議会、児童福祉法に基づく法定協

議会(一部地域) などにも参加してい

ます。これらのネットワークと連携する

ことにより、さらに若者支援のための

情報が入ってきています。�

�

――若者支援事業の連携を教育委

員会が開始した理由について、もう

少しお聞かせください。�

�

�

�

　フリーター層については、ハローワ

ーク、ジョブカフェなどの雇用労働対

策が行われています。他方、ひきこも



り者のうち医療的治療を必要とする

人たちについては、精神保健福祉セ

ンターや医療機関などによる健康福

祉対策が行われています。�

　ところがこの中間層にあたるニー

ト層、すなわち社会との関係が断続

的あるいは長期的な若年の無業者

層については、これまで支援対策が

ありませんでした。そのため若者サポ

ートステーションや自立塾などでこの

中間支援を行うことを目的として、関

係機関の連携ネットワークを構築し

てきました。�

　教育のネットワークを持つ教育委

員会が中心となって、教育・福祉・医療・

労働の関係機関と連携して中間層

の若者支援を行うこととなりました。�

�

――「参加ネットワーク」の活動の中で、

「出口ネットワーク」に近い企業など

との連携についてお聞かせください。�

�

�

�

�

　若者サポートステーションを利用し

ている若者が段階に応じて緩やか

に職場体験などができる場の提供の

ために、企業、事業所、個人商店など

を募集・開拓してきました。平成20年

8月末現在で、登録していただいた

企業や事業所は27社となりました。�

　生涯学習課では、19年度は文部

科学省委託事業として「問題を抱え

る青少年のための継続的活動のた

めの場づくり事業」を実施して、活動

の場をつくるために、企業開拓のた

めのコーディネーター3名を雇用し、

県西部と県中央部の企業などの開

拓を行うことができました。�

――若者たちは、実際どのように職

場体験を行っていますか。�

　託児所では、子どもたちと一緒の

お遊戯や折り紙作りを、障害者福祉

施設では野菜作りや園芸作業をして

います。また、自分を見つめ直す時間

を持つためにお寺での座禅なども行

っています。さらには、大手コンビニエ

ンスストアの新任者研修プログラムへ

の参加もしています。�

�

�

�

�

�

　ニートやひきこもり傾向にある若者

は社会性が育っていないと他者との

関係を作るのが苦手ですが、託児所

では、かわいい子どもと一緒に遊ぶこ

とを通じて心を開いていくという変化
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職場体験の場を提供する企業
や事業所は27社（平成20年
8月末現在）�

子どもたちとのふれあいを通
じて、若者は傍観者ではいら
れず心を開く�

託児所での共同作業�

【学校からの切れ目のない支援ネットワーク（「若者はばたけネット」のしくみ）】�

【関係機関（教育・福祉・医療・労働）や地域社会と連携したネットワーク】�

◆若者の自立支援　ケース2



がみられます。子どもと一緒にやらね

ばならないから傍観者ではいられない。

これが自立する上ですごく効果があ

るのではないかと思います。�

�

�

�

�

　障害者の福祉施設での野菜作り・

園芸作業や袋詰作業では、障害者

たちは、若者サポートステーションを

利用している若者が来るのをたいへ

ん楽しみにしています。若者が障害

者とかかわっていく中で、障害者を

指導している職員が「私たちは逆に

彼らが来ることでエネルギーをもらっ

ています」と言ってくださったときはと

ても嬉しく思いました。�

　参加している若者と受け入れてく

れる事業者の間で、よい人間関係が

できているのが特色といえます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

　また、清掃ボランティア活動は非常

に効果があると、若者サポートステー

ションの支援スタッフから伺いました。

今まで自分自身をうまく認められなか

った若者が人のために何かやってい

るということで、肯定的に物事を考え

られるようになり、良い方向に向かっ

ています。�

　これらのほかに、土佐海援丸（県

の実習船）で、豊かな海の自然体験

をしながら、船の仕組みや操船のた

めのさまざまな作業などを学ぶ、日帰

りの体験航海も行っています。�

　これらは、出口の就労に至る前段

階での活動ですが、それぞれの場所で、

それぞれの社会環境の中で、一歩

ずつ社会性を身に付けながら進んで

いますので、さらに発展させていきた

いと思います。�

�

――高知県全域にわたって「若者の

学びなおしと自立支援事業」を展開

されるそうですが、どのように行おう

とされているのですか。�

　高知市にある「こうち若者サポート

ステーション」に通所して支援を受け

られる若者たちは、人口が集中して

いる高知市のほか、その周辺地域に

住んでいる若者たちに限られています。�

　そこで、今年7月に「高知黒潮若者

サポートステーション」を新たにに開

設しました。このサポートステーション

には現在、3か所のサテライトがあります。

さらに4番目のサテライトを開設する

予定で進めています。サテライトは月

に2回から4回の割合で定期的に開

所し、個別相談や支援を行います。�

�

�

�

�

　「高知黒潮若者サポートステーション」

ではサテライトを開所するほか、全県

で家庭訪問による支援を行います。

多くの人たちにご協力をいただきな

がらサテライト業務を行うと同時に、ニ

ーズがあればどこへでもでかけ、全県

域をカバーするように進めています。�

�

――「若者の学びなおしと自立支援

事業」について、今後のあるべき方

向に向かってどのように進めていく

お考えですか。�

�

�

�

�

　先ほど述べました「高知黒潮若者

サポートステーション」とサテライトで

県域を網羅する支援体制を充実し

ていきます。�
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市町村の既存の機関を軸とし
た就学・就労に向けた支援シ
ステムの構築�

若者と受け入れる事業者との
間には、良好な人間関係が構築�

「高知黒潮若者サポートステーシ
ョン」は全県にわたる家庭訪問へ�

障害者施設での園芸作業�

【若者サポートステーションによる県域を網羅した支援体制】�
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地域の子どもは地域で育てる
ことが大事�

●高知県の基礎データ�
○人口�
　・高知県：796,292人�
　・15歳～34歳：171,905人�
○若年無業者数（15歳～34歳）�
　3,230人（※）�
（※）若年無業者は、非労働力人口のうち、家事も通学も
していない者として集計�
 　　　　　　　　　　（出典：平成17年度国勢調査）�

�
●「こうち若者サポートステーション」の�
　利用実績�
（平成19年7月－平成20年6月末累計）�
○登録者数 ：155人�
○来所者数�
・延べ人数 ：2,458人�
・延べ相談件数：1,244件�
○進路決定者：36人�
・正社員：6人�
・派遣社員・アルバイト・パート・�
職業訓練：17人�
・進学・復学・予備校など：12人�
・高卒認定：1人�
　　　（出典：高知県教育委員会生涯学習課提供資料）�

（本文に掲載の写真及び図は高知県教育委員会生涯学習課提供）�

◆若者の自立支援　ケース2

◆高知県教育委員会生涯学習課�
http://www.pref.kochi.jp/̃syakai/shoh
gai/�

◆こうち若者サポートステーション�
http://www.pippikochi.or.jp/kochi-
welfare/saposute/�

◆高知黒潮若者サポートステーション�
http://kuroshio-yss.blush.jp/�

◆高知黒潮若者自立塾�
http://jiritsu109.littlestar.jp/�

問合せ先�
�

　これに加えて、各市町村、県の教

育委員会・健康福祉部・商工労働部

と一緒に協力しながら、地域や学校

教育から確実に誘導し、若者の身近

なところで早期に支援できるようなシ

ステムを構築することが望まれます。�

　その方向として、例えば各市町村

で既に設置されている児童家庭相

談室、教育支援センター、少年補導

センターなどが「子ども相談窓口」に

なると、身近なところで支援を受ける

ことができるようになりますので、でき

れば各市町村に相談窓口と支援機

関があればよいと考えています。�

　教育支援センターは、義務教育期

間中の不登校生などを支援の主な

対象としていますが、最近では卒業

生が悩みを抱え戻ってくることもあり、

中には、成人するまでを対象とする

教育支援センターもあります。�

　この状況を見ると、例えば20歳ま

での支援には、高卒の資格を取るよ

うに、教育支援センターが学びなおし

の拠点となって教育支援していく。

20歳未満で就職を希望する人や20

歳を過ぎた人は就職が大きな課題に

なると思われるので、最寄りのサテラ

イトや若者サポートステーションで支

援を受け、ジョブカフェやハローワー

クと連携しながら就労を目指すような

システムができると非常によいと思っ

ています。�

　そのためのコーディネートは県教

育委員会が中心になるにしても、各

市町村の関係機関の支援や協力が

不可欠で、市町村の教育支援センタ

ーや児童家庭相談室でなどと一層

連携しないといけません。�

�

�

�

�

�

　「地域の子どもは地域で育てる」と

いうことが大事だと思います。なかな

か一歩が踏み出せないで孤立して

いる子どもたちが、より身近なところで

的確な支援を受けられるようにするこ

とが必要と考えています。子どもが自

己実現できず、やがてひきこもり傾向

になり、それを長期化させないためには、

できるだけ身近なところに相談窓口と

支援する場所を設けること。そして、

学校教育や地域社会とのネットワー

クを確実にすること。これにより、より

多くの子どもたちが社会に羽ばたい

ていけるようになると思っています。�

　　　　　　　　　－平成20年9月取材－�
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