
１７.高校連携（地域若者サポートステーション）
●(サポステの）アウトリーチ事業をめぐる現状での課題（抜粋）
・サポステ自体に対する社会的な認知度の低さ

・中退者等に対する個人情報の取り扱い

・高校側の単年度事業に対する継続性の不安

・教育委員会におけるアウトリーチ事業に対する理解不足

・支援対象者の掘り起こしに向けた高校以外のルートの開拓

「2011年度高校中退者等アウトリーチ事業に関するアンケート調査より」

●現場感覚

中退をしていく生徒への支援は難しい。

中退をさせない、早期支援の取組を高校は必要としている。

中退リスクのある生徒については在学時からの関係作りが有効。
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【参考】
神奈川 定時制２１校、通信制２校
2012年度 中退者１７９０人 （４月在籍者比率１４％）
（全日制 １０７０人）

「平成24年度公立高等学校生
徒の異動の状況」集計結果(概
要と統計表)」より作成



１８.高校連携（地域若者サポートステーション）
地域若者サポートステーションの利用者像（平成24年４月～８月末
実績） （資料出所）厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援室
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県内のあるサポステの利用者
２０１２年度 利用者３１５名中
高校在学中３名 高校中退２３名

生活保護世帯は全体の１０％
ケースワーカーの紹介が多い

高校連携によってここを増
やすことが可能になった。

本校では、ケースワーカーとの
連携を模索している。

例は少ないが連携して支援も
行った。
※横浜市青少年局の対応



１９.高校連携（「横浜市子ども・若者実態調査」より）
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調査対象：横浜市内に居住する満15 歳以上39 歳以下の男女個人
標本抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出
有効回答数：1,386 人（46.2％）
調査時期：平成24 年８月27 日∼９月17 日

(12) Q40「あなたはふだん悩み事を誰に相談しますか。（○はいくつでも）」について
・上位５位までの回答は、「友人・知人（64.1％）」「親（49.7％）」「配偶者（28.9％）」
「きょうだい（19.4％）」「職場の同僚・上司（14.1％）」となった。
・機関に相談する者は、「都道府県、市町村などの専門機関の人（0.3％）」
「NPO など民間の相談機関の人（0.1％）」であった。

(13) Q41「あなたは子ども・若者支援に関する以下の機関や事業を知っていますか。
知っている項目に○をつけてください。（○はいくつでも）」について
・「青少年相談センター（17.8％）」「青少年交流センター（9.4％）」のほかは、
5％未満の認知率であった。・「知っている機関は無い」者は 72.1％であった。
わかものサポートステーション2.5％ 地域ユースプラザ1.9％

（資料出所）横浜市子ども・若者支援協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/ikusei/kyougikai/高校連携 就職支援を軸とし

た若者支援によってここを延
ばすことが可能



２０．高校連携（地域若者サポートステーション）
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（資料出所）厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援室

本校における就労支援を軸と
した若者支援にほぼ重なる



２１．バイターン（2011・2012年モデル事業）
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体験（３日） 7名

 体験予定（面接） 1名

体験前辞退 4名

有給研修 15名

採用 2名

合計 29名

2013　6月現在

バイターン登録企業数

約４０社

新しい公共モデル事業

※現在は企業のＣＳＲとして継続実施

１・２学年 保護者から学校へ相談→校内教育相談・外部の相談機関へ

７月 １０月 １１月 １２月 ５月
美容室バイターン 見習いで採用

転居
田奈Ｐａｓｓ

３
学
年
就職活動に不参加

従来の進路指導だとここから本人の自由意志、卒業後フリーターか無職

キャリア
カウンセリング

就活開始
求人票を
見るだけ

卒
業

参加生徒（例）
３年女子：アルバイトは面接で１０回前後落ちた、１度だけ採用されたが１週間で解雇



２２．キャリアカウンセリング（教育メンター）
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２０１２年度　キャリア・コンサルタント

相談件数
延べ相談回数 延べ相談人数

男
子

女
子

男
子

女
子

男
子

女
子 50 20

0 7 1 2 14 26

1年 2年 3年

相談内容概略
ＢＴ　トライアル結果（不合格）を受けて 自動車教習所の指導教官になりたい
ＢＴ継続不可について 事務職について
ＢＴ事前研修（５） 社会人への心構え
ＢＴ準備 就職、目標設定について
BT説明 就職説明会参加準備
ＢＴでの様子 就職はしたくない
ＢＴ振り返り（２） 職業訓練校志望
ＢＴ面接準備 進学、就職決めかねている
ＢＴ面接振り返り（３） 進学断念、職種について。
ＢＴを辞めたい 進学をあきらめた。今後の相談。
３社受けたが不合格、今後について 世帯分離について
アパレル業界について 専門学校進学希望
医療事務の資格について 内定、結果報告
お笑い芸人になりたい バイトでも良いから入りたい会社がある
求人票検索～介護職 面接、作文準備
合同面接振り返り 面接、試験準備
ココルルでバイト→社員を目指す？ 面接失敗をどう受け止めたらよいか
混乱、辛さ、受け止め 面接準備（２）
自己アピール、事務職について 面接練習（３）
自己分析

ＢＴ：
バイターンの略



２３．田奈PASS （地域若者サポートステーション）
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2012年度　田奈Pass相談実績

学年 相談人数 回数 人

１学年 9 中退 障がい 1 26

２学年 12 学力 病気 2 6

３学年 12 進路 貧困 3 5

その他 11 労働 生保 5 2

計 44 家族 その他 7 1

延べ相談回数 130 外国 8 1

16 2

21 1

総計 44

主な相談事由

図書室の自由相談は含めず

今年度の事例から
・里親家庭からの自立 児相を入れてのケース会議
・中退して施設を出たい生徒
・中退リスクが高い生徒 軽度のネグレクト バイク事故 法テラスへ
・施設から登校 卒業後の進路 児相を入れてのケース会議
・子どもだけの家庭、生活保護からの自立 サポステジョブトレなど
・発達障がい ・統合失調症 ・卒業生 生活保護 転出の相談



２４．田奈ＰＡＳＳ（地域若者サポートステーション）
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•生徒情報共有 諸連絡１校時

• ２名対応 進路室B 相談室２校時

• ２名対応 進路室B 相談室３校時

• １名対応 進路室B４校時

•自由相談 昼食 図書室昼休み

• １名対応 進路室B５校時

•図書室 自由相談６校時から

•振り返り 次週に向けて１６時から

１学年全クラスでワークショップ
写真入りポスター掲示
打ち合わせで紹介
文化祭参加
昼の放送ＤＪ
若手教師の相談相手
校内研修会講師
本校学校評議委員
職員との懇談・懇親会etc



２５．介護プログラム
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№ 年度 アルバイト研修 卒業後 備考

1 腰痛のため途中辞退 アルバイト

2 研修（10月より）
採用
継続

田奈Ｐａｓｓ

3 研修（10月より）
採用
継続

田奈Ｐａｓｓ

4
研修状況不良のため打ち切り
本校より辞退

アルバイト 田奈Ｐａｓｓ

5 研修不許可（指導的判断） 介護内定

6 研修（１１月より） 採用 田奈Ｐａｓｓ

7 研修辞退 民間内定 田奈Ｐａｓｓ

8 研修辞退 介護内定

9 研修（10月より） 採用 田奈Ｐａｓｓ

2012

2013

家庭の事情で進学ができない、または様々な事情を抱えた生徒に紹介
するプログラム
在学中：インターンシップ→アルバイト研修生 卒業：正規雇用

生徒の課題を施設と共有しな
がら支援する。

問題が生じた場合は、施設か
ら横浜市に連絡が入り、

担当教諭と横浜市の担当者が
面談に出向く。

田奈Ｐａｓｓが卒業後もカウンセ
リングに入る。

湘南医療福祉専門学校
高齢者施設ゆうあい



２６．保育プログラム（横浜市青少年局・認可保育園）
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保育士希望だが、家庭の事情で進学できない生徒に紹介するプログラム
（資格取得のための学習支援、２年後の生活支援について横浜市と調整中）

◆採用までの流れ（参考）

受入先の選定
（各区園長会

議）

区こども家庭支援課へ連
絡

（局青少年育成課）

面談
（受入
園）

内定
事前協議
（局保育運
営課）

アルバイト雇用

執行伺

・必要書類のとりま
とめ

・健康診断の受診
依頼

（局青少年育成課）

4月1日 採用
（区こども家庭支

援課）

2012年卒業生 ３名参加 ２名継続中 （１名民間）
2013年卒業生 ４名参加 ４名継続中
現３年生 ４名参加 ２名アルバイト希望（２名 就活）

卒業後、半年に一回担当教諭と横浜市担当者が園を訪問し、面談



２７．障がい 全日制普通科 本校の支援例
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・全日制普通科としての課題
受容 訓練 求人 教員etc

・就職活動で内定を得ること
ができなかったため、特例
子会社への就職を目指
したが、それも失敗。
現在就労移行訓練中。

教育相談
学校生活支援

田奈Ｐａｓｓ
障がい受容

精神障害者保健
福祉手帳取得に

向けて

診断書（初診から

６ヶ月）

手帳取得

ハローワーク求職
登録 校内で実施

障害者雇用一般求
人票 合同面接会

可能性があれば高
卒求人票へ変更

受験 内定

４月採用

職業体験 1週間程
度

特例子会社

卒 業

就労移行（面接は
在学中） 支援継続

×

× ×

×



２８．生活保護 支援例
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生活保護家庭からの進学
担任の面談 キャリア支援センター
への相談
→世帯分離 奨学金などの説明

生活保護家庭での就職
家庭からの依頼があればケースワー
カーと連携

→就活交通費 資格取得 転居の相談
など

→収入認定について

その他

教職員に対して生活保護世帯の生徒
の進学・就職についての情報提供



２９．進路未決定者の減少
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～2009授業料 ～2012安全振興会(在籍生徒中）
進学者に占める奨学金受給率

免除

奨学金

進路多様校

進路未決定者



３０.進学のリスク
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本校が該当

労働施策研究・研修機構「学卒

未就職者に対する支援の課題」
2012年 より



３１．課題（思いつくまま、まとめに代えて）

・困難を有する生徒には教育と労働と福祉を一体化した支援が必要

・全日制普通科には支援のツールが少ない

・困難を有する生徒が多く在籍する高校への人的、物的支援

・卒業で途切れない若者支援の構築 卒業後も継続する伴走支援

在校時からサポステを利用する態勢の工夫

サポステの高校連携の継続と充実

・全日制普通科から円滑に職業へと移行するための方法

・リスクの高い進学と向き合うためには

・若者支援と世帯への支援（困難の背景、原因としての世帯の困窮）

・教師の意識転換→教育者としての役割と社会 （外部資源）と学校を

つなげる調整者としての役割を併せ持つ存在へ
31
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以上なります。
ご静聴、ありがとうございました。
個人に関わる報告は本研修会限りでお願いします。
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