
第12節 アウトリーチ（訪問支援）に係る現場の実践例  

１ 現場の実践例（あだち若者サポートステーションの実践から）  

現在，あだち若者サポートステーションで行っている生活保護世帯へのアウトリーチ事業の主

だった事例（１）及び（２）と，稀ではあるが今後顕在化してくるであろう事例（３），（４）及

び（５）を報告する。 

（１）「サポートステーションへのリファー（紹介）から定着⇒就労した事例」（訪問回数１回） 

● 母（うつ病と膠原病
こうげんびょう

）と本人（男性18歳）の二人世帯。本人は母に対してDVを繰り返して

いる。本人はバンドをやっており，就労との両立困難のため未就労。サポステへ誘導し，特

にセミナー等に参加するわけではなく，スタッフとの雑談や相談として利用。そのストレス

が母に向けられ入院。 

● その後なかなか就労せず，サポステにてケースワーカー（以下「CW」という。）を含め三

者面談で若者自立塾への入塾を促すも，拒否。生活保護費打切り等の駆け引きもあり，就労

開始。保護廃止となる。 

 

（２）「サポートステーションへのリファーから定着⇒就学した事例」（訪問回数３回） 

● 父（無職。怒りやすく攻撃的で子どもに包丁を投げつける。過干渉など）と，本人（男18歳）

と弟の３人世帯。高校入学当初より不登校。出席日数不足から留年確定で本人は定時制への

編入を希望していたが，通いきれる見込みが立たず。サポステ誘導を人目を気にして拒んだ

が，誘導成功し定着。人馴れが支援目標となる。 

● 高校を退学し，通信制高校への編入を勧めるが，父が手続を行えずサポート。入学後，サポ

ステにてレポート作成支援。 

 

（３）「発達障害及び精神疾患が根底にあるひきこもり事例への臨床心理士との訪問事例」（訪問回数11回） 

● 世帯は，母子家庭で姉２人と本人（男17歳）の４人世帯。母はうつ病にて通院中で，訪問サ

ポートを敬遠。そのため事前に福祉事務所にて母，CWとの三者面談を行う。本人は小１の

頃より不登校。歴任のCWが一度も本人を確認できていない。 

● 初回訪問時は，緊張しつつも席に着く。虫歯治療が必要だが外出困難のため治療を受けられ

ず，歯科医を探し紹介。顔を上げて外を歩けないが完治。 

● 簡単なテストで自分の苗字が書けなかった。学習障害の可能性が高まる。CWとの顔合わせ

コーディネート。見立てを明確にするために臨床心理士を同行し訪問。心療内科での診断を

提案し，母は承諾する。現在心療内科にて障害者認定に向け支援継続中。 

 

（４）「家庭訪問からダイレクトに若者自立塾へのリファー事例」（訪問回数２回） 

● DVの父から逃げ，母（精神困憊状態）と妹２人，本人（男18歳）の４人世帯。本人は保護



観察中で，仲間に会うことを恐れて外出できず，母，妹へのDVを繰り返している。これ以

上の同居が困難のため，世帯分離を目的に若者自立塾を促し入塾。 

● 基礎生活習慣の改善から，初期的には復学を目的とした学習支援を行う。本人希望の定時制

高校への復学動機が薄く，就労支援に切り替え，半年間の利用後に就労。 

● 訪問回数２回。自立塾利用期間半年。最終結果は就職。 

 

（５）「家庭訪問からダイレクトに保健師等医療機関へのリファー事例」（訪問回数３回） 

● 母と本人（男17歳）の２人世帯。本人は帽子を目深に被り，緊張で体を強張らせ正座してい

た。母が帽子を取ろうとするとパニックに陥り，取り乱す。 

● 不明瞭に質問の意図とは食い違う回答を繰り返す。精神疾患の疑いが濃厚であるが，母と本

人共に病識なく医療機関にもつながらず。 

● その後，動きがないため福祉事務所でCWを交えて三者面談を行い，家に迎えに行く形でサ

ポステへ誘導。移動中も帽子を目深に被り，前を見ない。サポステでも顔が上げられず来所

者の数を確認できないほど。母もショックを受け，息子の状態を理解。医療へのリファーが

決まる。 

 

表５－10 18年度委託ケース実績表 

新規支援依頼数 53名（14名は訪問につながらず中止） 
訪問に結びついた 
人数 39名 

延べ訪問回数 78回（延べ稼動スタッフ数約150名，平均訪問回数一人当たり1.45回） 
サポステに誘導で 
きた人数 24名（延べ来所数は309回，一人平均12.0回） 

サポステ以外での 
接見 

10名（延べ接見回数は16回，喫茶店での面談や就労・就学関連施設への
同行見学など） 

若者自立塾の入塾 
者数 入塾５名（就労４名・就学１名） 

全日制  
定時制 ２名 
単位制 ３名 

就学した人数 

通信制  

計５名 28名 
（約71.8％） 

就労した人数 23名  
支援継続している 
ケース 18名 

 



表５－11 19年度委託ケース実績表 

新規支援依頼数 26名（６名は訪問日程調整中，４名は訪問につながらず中止） 
訪問に結びついた 
人数 13名 

外部機関情報提供 
によって支援に結 
びついた人数 

５名 
計18名 

延べ訪問回数 13回（延べ稼動スタッフ数約20名） 
サポステに誘導で 
きた人数 12名（述べ来所数は57回，一人平均4.0回） 

サポステ以外での 
接見 ４回（主にハローワークや就労支援機関への動向見学など） 

若者自立塾の入塾 
者数 入塾１名（現在，就労に向けて入塾中） 

全日制  
定時制  
単位制  

就学した人数 

通信制  

計０名 

就労した人数 ２名 

２名 
（約12.5％） 

支援を継続してい 
るケース 16名 

※平成18年9月～平成20年1月までのデータに基づく。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------●  NPO法人青少年自立援助センター  

 



２ 現場の実践例（思春期ひきこもり等相談モデル事業）  

福岡市こども総合相談センター（以下「センター」という。）は，０歳から20歳までの子どもや保

護者を対象に子どもに関するさまざまな問題に対して，保健・福祉・教育の分野から統合的専門的な

相談支援を行っている。平成15年のセンター開館にともない思春期相談担当が新設され，関係機関と

連携をしながら相談に対応している。中でも，中学校卒業後の思春期後半のひきこもりは子どもの自

立につながる重要な課題である。当センターにおいては，平成16年度より思春期集団支援事業に取り

組み，一定の成果を得ることができた。この事業は，センターの一室を活動の場とし，子ども相互の

交流やスタッフとの関わりを持ちながら集団での支援を行うもので参加者は年々増加している。平成

19年度からは，センターに来談できない子どもへの訪問支援を開始したので報告する。 

 

（１）思春期ひきこもり等相談モデル事業の概要 

本事業は，①ひきこもり等子どもへの相談員派遣事業，②ひきこもり等ピアサポーター交流･研

修会，③ひきこもり等保護者交流会の３事業から構成される。本人への相談員派遣と保護者支援と

を並行しながら行うことは，本人のひきこもりからの回復を支える家族の調整を行ううえで大きな

意義がある。また，４回シリーズの思春期訪問相談員養成講座を実施するとともに，ひきこもり経

験のある当事者をピアサポーターとして登録するための研修会など，支援内容の充実を図っている。 

（２）ひきこもり等子どもへの相談員派遣事業について 

ひきこもり気味の子どもの家庭に思春期訪問相談員を派遣し相談に応じるもので，相談受理から

の支援の流れは図５－10のとおりである。 

電話による保護者からの相談後，保護者の来館による面接を継続する中で，家庭における本人の状況を

把握し，保護者の悩みに対して助言を行いながら，相談員の派遣について提示し，派遣時期等を検討する。 

 

図５－10 相談の流れ 

（電話相談） 
   来談による保護者面接，申込書受理 
   派遣事前会議 相談員のマッチング 
（派遣開始） 
   訪問（初回は原則思春期担当職員同伴） 
   活動予定書，活動報告書 
   保護者にはｾﾝﾀｰにて担当者が面接実施 
   派遣6か月会議 支援方針等の見直し 
 （派遣終了） 

 

ア 派遣対象者：中学校卒業後のひきこもり気味の子 

どもで保護者の了解があり本人の強い拒否がみら 

れない。 

イ 活動内容･派遣要件：原則として，活動は家庭 

内とし，保護者が在宅の時間とする。 

ウ 思春期訪問相談員：思春期のひきこもり支援活 

動についての知識と理解があり､こども総合相 

談センター主催の思春期訪問相談員養成講座を 

受講した者。同じ経験を持ったピアサポーター 

として活動をしている相談員もいる。 

  

相談員に対しては、年２回の研修会や、情報交換会を開催したり、臨床心理士や保健師などの専

門家から適切なアドバイスを行うなどの支援を行っている。 



派遣開始後の本人の変化としては，生活リズムの改善，外出頻度の増加，家族への反抗的な態度

の軽減，家族との会話の増加，家庭内での役割を積極的にするようになった等の改善がみられ、復

学・就労に結びついた人もいる。また家族においても本人に対しての理解が深まるなどの良い変化

がみられた。保護者面接と並行しての支援であることが，タイムリーで本人・家族のニーズに応じ

た支援につながっている。 

 

（３）思春期訪問相談員養成について 

思春期訪問相談員の養成に当たっては，４回シリーズの養成講座や、事例検討会、ピアサポーター

交流・研修会などを開催しながら適切な支援に向けて取り組んでいる。思春期訪問相談員の登録に

際しては、思春期訪問相談員養成講座の受講を義務づけている。受講対象者は，ひきこもり支援に

関しての活動の経験がある者や同じひきこもりの経験を持つ者である。 

以下が思春期訪問相談員の養成講座の概要である。１回から３回までは平日に実施し、４回目は，

ひきこもりの子どもの保護者を対象にした講演会であり、土曜日の昼間に実施した。保護者と同時

に受講することで，家庭における様子や状態像を学ぶには良い内容であった。会場はすべて，こど

も総合相談センターにおいて開催している。 

表５－12 思春期訪問相談員養成講座 

【１回目】  
 

内容：「訪問支援の技術 その①」 
   ・ひきこもりの理解と思春期訪問相談員の役割 

・ ワーク「親の気持ち・子どもの気持ちの理解」 
講師：臨床心理士  
時間：18:30～20:30 

【２回目】  
 

内容：「訪問支援の技術 その②」 
   ・訪問場面の経験 
講師：臨床心理士  
時間：18:30～20:30 
 

【３回目】  
 

内容：・事業紹介 
・ ひきこもりに関する社会資源の紹介 

講師：思春期ひきこもり事業担当者 
時間：18:30～20:30 

【４回目】  
 

内容：“思春期ひきこもり講演会” 
     「思春期のひきこもり支援～１歩を進めるために～ 

「ひきこもりの当事者として、ピアとして・・・」 
講師：NPO スチューデント・サポート・フェイス 谷口仁志 
            ピア・サポーター    三村吉郎          
時間：13:30～15:30 

 

１回目，２回目では，講師の実際の活動や今後の自分たちの活動に関しての質問が多く聞かれた。 

また，養成講座を受講した結果，訪問支援のイメージを受講者各自が持つことができたことは成

果である。また，すでに訪問支援の経験がある受講者からの意見なども，受講者相互の連帯感や仲



間意識を図るに当たり貴重なものとなった。 

 

（４）今後の課題 

思春期のひきこもり支援は，当センターにおいてもまだまだ課題が多く検討の余地がみられる。

今後，多くの事例に関わり、支援のあり方を、ピアサポーターを含め、多職種間で１人１人丁寧に

検討していくことが、より良い結果につながると思われる。 

また，相談員派遣事業とピアサポーター交流・研修会に関しては，NPO等の関係団体と連携を持

ちながら実施しているところであり，今後も共働の取組を視野に入れながらの事業展開が必要と考

えている。 

          

-------------------------------------------------------------●  福岡市こども総合相談センターこども相談課思春期担当主査 井上尚子  



３ 現場の実践例（三重県若者自立支援センターの実践から  
    ～ボランティア（ユースアドバイザー（三重県）及びユースサポーター）との連携を中心に～） 

三重県では，無業の状態にある若者やその家族などに対して，早期の社会参加に向けた若者の自

立のための相談・支援を行うため，平成19年９月に三重県若者自立支援センターを設置し，対象者

に応じたアプローチを用い，アウトリーチに取り組んでいる。 

（１）高校中退者や進路未定で卒業した若者 

県教育委員会や県立高等学校と連携し，中途退学等で学校を離れて１年以内の若者の状況把握に

努めるとともに，学校関係者が該当者に支援のニーズを確認したうえで，当センターは学校と連携

して支援情報を提供するなどして，途切れない支援が行われるよう当事者に働きかける。 

（２）地域の若年無業者やその家族 

ユースアドバイザー及びユースサポーターを市町単位に配置し，地域の若年無業者やその家族を

把握して早期に支援機関へとつなげる。具体的には，地域活動の中で，自立に関して悩みを抱えて

いる当事者または家族を把握し，支援情報などの提供を行い，当事者または家族による支援機関へ

の相談を促す。 

アドバイザーやサポーターの配置の基準は，各中学校区当たり各々１名を目指しており，本県の

若年無業者の推計値と中学校区数を考慮すると，アドバイザー，サポーターそれぞれ１名で約50名

の若年無業者の支援を行うことが可能であり，センターや各支援機関による直接支援では捕捉でき

ない者を対象とすることができ，効果的な手法である。 

なお，アドバイサーやサポーターは，市町による推薦のもと，一定の養成研修の後，県から委嘱

を行っている。民生児童委員の就任が多いため，地域活動の一環として取り組んでもらいやすいも

のと考えている。 

※アドバイザー 活動費は有償。支援情報の提供に加え，簡単な相談に応じる。 

※サポーター  活動費は無償。支援情報の提供を行う。 

  

-----------------------------------------------------------------------●  三重県生活・文化部若年者自立支援特命監（当時） 濱條政則  



４ 現場の実践例（あすくるの実践から）  

（１）高校生への支援事例： 入学から中退，中退後の支援 

≪支援開始当初の様子≫：中学校卒業直前から支援開始。中学校では怠学傾向だったが，進学意欲が強く，

高校受験を目指して学習支援をした。少年は将来を考えて高校に進学したいとの思いを語っていた。 

≪連携≫ ：  中学校，高等学校，保護者 

≪支援内容≫ ：  高校に進学することができたので，少年が順調に登校して卒業できるように入学

直後から電話と家庭訪問による相談活動を継続した。夜間定時制高校であったため，登校前にあ

すくるへの通所を促して話を聴くなどの支援をした。 

また，規則正しい生活を維持するためと生活の安定のために就労支援をした。本人は働く意思を示し，紹介

した企業の面接を受けることもあったが，給与やさまざまな条件を出してなかなか就労しなかった。 

その後，入学して数か月後に事件を起こして逮捕され，少年院に入ることになったため，通信と

面会によって支援を継続した。面会の場で本人が高校への復帰を強く希望したので，少年院退院後

の復帰について高校と相談した。保護者には面会時の様子・本人の言葉を伝えて退院後の相談をし

た。 

少年院に入っている間に担任が本人，保護者とそれぞれ話をして学年末に退学するということに

なったため，退院後はすぐに就労支援を開始した。 

≪高校との連携≫：入学後，半分程の日数しか登校していなかったので，高校を訪問して担任，副

担任と面談して支援方法を相談。担任は本人と話したり，登校を促す電話をしていたが，それを

更に継続して授業に向かう気持ちを持たせるようにし，あすくるは本人の気持ちを聴き，規則正

しい生活ができるようにアルバイト就労の支援を含めた生活面での支援を継続することにした。 

ケース会議を開き，担任が出席。学業を順調に進め，単位を取得して卒業できるための支援に

ついて検討した。 

本人の高校生活の実態を把握したうえで支援するため，中学校教諭と一緒に卒業生の高校生活

参観という形で授業中や休憩時間中の様子を参観した。毎週，高校に電話して出席状況を確認し，

担任と学業継続のための支援について相談した。 

事件後，少年院で担任が面会し，登校時の本人の状況や単位取得の困難さを考えて退学を促し

たが，本人・保護者の学校復帰の希望が強く，あすくるからも本人の意向を話して休学という形

になった。その後も担任が面会し，保護者とも話をして，学年末を機に退学することになった。 

担任があすくるに来所して退院後の支援を相談・検討。就労支援に絞って支援することになった。 

≪結果・考察≫ ：  高校と連携して卒業を目指し，学業継続のための支援をしたが，少年院に入る

ことによる学業の中断を経て退学ということになった。再び受験して高校に入学することも可能

ではあるが，本人の強い意思と家庭からの支援体制が必要である。 

高卒資格取得の希望はあるが，学業への興味がないためそのための努力はできないというのが

実状であった。退学後は本人の自立を促し，生活を安定させるために就労に絞って支援した。 



（２）高校生への支援事例： 不登校の生徒に対する支援  

≪支援開始当初の様子≫： 中学時代に学校で暴力事件，学外では窃盗事件を起こし，不登校になった。 

≪連携≫ ：  出身中学，在籍高校，家庭（電話，来所，訪問） 

少年も保護者も出身中学の教師を信頼しており，少年の状況を教師に伝えている。少年が退学

を考えて悩んでいる時には出身中学の教師が電話や家庭訪問をして対応した。 

≪少年への支援≫ ：  中学時代は不登校になってからの通所であり，高校進学を目指しての学習支

援が中心だった。学習の合間には卓球や対話をして少年の気持ちを聴いていた。受験までの２か

月程はほぼ毎日通所していた。 

高校進学後は退学したいという本人の気持ちを聴き，高校生活を続けられるように相談にのり，

高校を訪問して担任と本人への対応を相談した。トラブルを起こした際の謹慎中は高校からあす

くるに通所してレポートをするように指示されたため，レポートを仕上げられるように支援した。 

≪保護者への支援≫：少年の生活や事件に関する相談。少年が高校を中退したいと言ったときには進

路の相談。少年はＡＤＨＤ（注意欠陥/多動性障害）と診断されていたので発達障害についての相談。 

≪相談方法≫ ：  少年，保護者ともに電話，来所，家庭訪問での相談対応。少年と保護者別々に対

応することもあるが，少年と保護者同席で対応することもある。 

≪アウトリーチ≫ ：  少年，保護者のいずれからも相談の電話やメールがあるが，内容によって緊

急性を感じるときには家庭訪問をして直接会って話を聴く。また，少年が精神的に外出しづらく，

あすくるへの通所ができないときにも家庭訪問をして会って話を聴くことがある。 

直接会って話を聴くと少年は安心するのか電話ほどの緊急性が感じられないことが多い。また，

充分に話を聴いたと思えるときにもこちらが帰ろうとすると，もっといてほしい，と懇願するこ

とがある。一緒にいること，話を聴いてくれている，ということで安心するようである。 

少年が家庭訪問を求めて来てもその度に訪問しているわけではなく，緊急性を感じないときに

は電話で済ませたり，来所するように促している。少年が自転車で来所することもあるし，場合

によってはこちらが送迎してあすくるで対応することもある。電話内容やそこから感じ取れる少

年の様子によって判断し，対応を変えている。 

保護者から少年の様子を先に聴いて，それを踏まえて少年に電話することがある。そうするこ

とでより的確な話を少年にすることができる。 

≪結果・考察≫ ：  電話・メール，家庭訪問など，いずれの場合もこちらからのアプローチは少年

や保護者にとって，相談相手・機関が自分のことを気にかけてくれている，という思いをもてる

ようだ。そのため，相手が負担を感じない適度なアプローチは信頼関係を増すことになる。そし

て，困ったときには相談すればいい，という思いにつながり，相談者が一人で悩みを抱え込むこ

となく，相談相手や機関に気軽に相談できる雰囲気を作ることができる。 

過度なアプローチは相談者の負担になるので気をつけなければならないが，急に疎遠になれば

相談者にとって相談相手や機関から見放されたような気持ちになるので，このことも注意しなけ

ればならない。相手の状況や心理を充分に考えたアウトリーチが求められる。 

----------------------------------------------------------- ●  草津市立少年センター・あすくる草津支援コーディネーター 佐野正明  


