
うきは市不登校・
引きこもり対策相談
支援事業

・ひきこもり研修

・日々の福祉活
動の協同



～不登校・ひきこもりの人達への相談・支援事業を
スタート
◯
うきは市社協では、平成22年度から「

」を市の受託事業として開
始しました。

地域福祉活動を通して、うきは市社協では地区の
座談会や民生委員・児童委員等からの情報で、地域
に不登校やひきこもりで支援を必要としている子ども
や家族がいるという実態をつかんでいました。



【

学校卒業後、学校の支援が及ばなくなるという制度の
限界や、市内における不登校・ひきこもり支援でのマン
パワー不足、当事者を中心に社会資源を横に繋ぐとい
う仕組みがないなど支援における課題が多くありました。
そのため、学校を卒業と同時に社会との接点を失ってさ
らにひきこもる可能性があるため、うきは市社協では、
把握した実態や課題をもとに行政との話し合いをすすめ
ました。



そして、平成22年度から市が不登校やひきこもりの
人への相談（ ）
事業を立ち上げ、社協が委託を受け、運営を始めま
した。専用相談ダイヤルを設置し、専任相談員1名
を置いて相談を受け付け、電話やメールでの相談、
家庭訪問等を行いました。
さらに平成23年度からは、総合福祉センター内に

。平日の午後をフリース
ペースとして開放しています。フリースペースに出入
りしているのは、現在はおおよそ4～5名で10代後半
から20代が中心。フリースペースにはマンガ本等も
そろえられ、アットホームな雰囲気となっています。



( )

第1条 不登校・引きこもり者（義務教育課程の児

童及び義務教育課程終了後の１５歳以上の者で
原則として６月以上家庭にとどまっている者）に対
する支援機能を強化し、不登校・引きこもり者本人
及び家族等（以下「対象者」という。）を支援するこ
とにより、不登校・引きこもり者本人の自立を促進
し、対象者の福祉の増進を図ることを目的とする。



( )
第2条 市長は、対象者を支援するため不登校・引きこもり対
策相談支援員（以下「支援員」という。）を配置する。
2

とともに、対象者
の相談内容等に応じて、医療、保健、福祉、教育及び労働
等の適切な関係機関等へつなぐものとする。この場合にお
いて、支援員は、必要に応じて当該機関等と情報交換を行う
など、対象者の支援の状況把握に努めるとともに、適切な支
援方法について検討を行うものとする。
( )
第3条 、保健師若

しくは社会福祉主事等の資格を有する者又は施設、病院、
その他支援機関で相談援助の実績がある者とする。



第6条 対象者の相談内容等に応じた適切な支援を行うた

め、
（以下「協議会」という。）を設置する。

( )
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不登校・引きこもりになるケースの対応に関すること。
(2) 義務教育課程及び教育課程修了後の対策に関するこ
と。
(3) 不登校・引きこもり対策のための関係機関等による
ネットワーク構築に関すること。
(4) その他、不登校・引きこもり対策を推進するために必
要な事項に関すること。



( )
第3条 協議会は、委員２０人以内をもって組織し、次の各
号に掲げる者をもって構成する。
(1) 市内精神科医療機関関係者
(2) 北筑後保健福祉環境事務所関係者
(3) 民生委員児童委員協議会関係者
(4) 社会福祉協議会関係者
(5) 教育センター関係者
(6) 家庭児童相談員
(7) 小学校・中学校校長会関係者
(8) 福祉・医療・保健分野において専門資格を有する者
(9) 適応指導教室（キーノート）関係者
(10) 福祉、保健、教育等行政職員
(11) その他、委員会において必要と認められた者



【

事業開始後、相談事業が知られるようになり、関係機関
との連携も広がり、相談件数も増えていきました。内容別
では、不登校の相談が約6割、ひきこもりに関する相談が
約4割となっています。
家族からの電話での相談があっても、本人に会って話を
することができない場合も多く、さらに本人がフリースペー
スに出てきてくれるようになるまでには長期間かかり、丁寧
な関わりが求められます。中には訪問支援（アウトリーチ）
やフリースペース利用を繰り返す中で、少しずつ話ができ
るようになり、最終的には、登校開始やアルバイト等の就
労につながる例も出てきています。



不登校 ひきこもり 合計

支援実人数 １８ ２１ ３９

相談（電話・メール・来所）
回数

４２５ ２６９ ６９４

訪問支援（自宅訪問）
回数

９４ ６２ １５６



経過（不登校） 人数 経過（ひきこもり） 人数

進学決定 ４ 就労開始・継続 ６

登校開始・継続 ７ 進学・資格取得支援 ２

就労支援 ２ 支援開始 ３

不登校傾向 １ 他機関へ移管 ２

全欠状況 ３ ひきこもり気味 ４

ひきこもりへ １ ひきこもり ４

合計 １８ 合計 ２１



利用者 人数

不登校 ７

ひきこもり ６

家族・関係機関 ２１

利用者 回数

不登校 ２８７

ひきこもり ２１７

家族・関係機関 ２０９



【

ひきこもり期間が長期化している人の中には、障害が疑わ
れる場合もある。市社協では障害者自立支援法の相談支援
事業を実施しており、障害者地域支援センター( ほっとスペー
スうきは）も設置しているため、すぐに連携が可能。また、多く
の因子が絡む不登校・ひきこもり支援においては、関係する
公的機関や支援者との支援体制を作りやすい環境にある。社
協の特徴である地域福祉活動での見守り体制の強化により、
地域係職員と連携し、地域で困っている家族や当事者の相談
へと結びつける。不登校・ひきこもりの当事者にとって、過ごし
やすいうきは市へとなるためにも民生委員・児童委員との関
係性を強化している。



H23年度



【

不登校・ひきこもり対策相談支援事業のもう一つの柱は家
族会である。「 」と共
催する家族会は、月1回定例開催され、平成23年度は延べ
12 回開催、94 名の参加があった。毎月第3水曜日の夜、親
や家族が集まり、同じ立場の者同士が話をし、悩みや不安
を共有する場を持っている。

社協がこうした相談支援事業を始めたことで地域住民か
らも気になる子どもや家庭についての相談や寄せられる情
報が増えていった。不登校やひきこもりに関するセミナーも
開催し、住民への理解も呼びかけている。



うきは市不登校・ひきこもり相談室へ

保護者及び民生委員等の地域住民

アウトリーチ

家庭訪問（許可後：保護者・本人）

フリースペース（外出支援）

地域福祉活動への参加（認められる体験）
公民館活動・高齢者宅訪問・街頭募金参加・他

就労支援へ（内職のシェアステーション）
若者ワークステーション・ハローワーク・福祉就労



うきは市不登校・
引きこもり対策相談
支援事業

社会福祉協議会

行政

医療機関

地域住民

福祉委員

生活保護課

区長



と

環 境（社会・地域）

＜家族システム＞
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＜家族システム＞

環 境
・保育所

・姑、親族、近隣
・子育てサークル、他

子育て情報 子育ての
助言を求める





アウトリーチ

アセスメント(ニーズ把握)

支援計画

アドボカシー

支援計画の実行

評価(モニタリング）



直接的出向いて心理的なケアとともに必
要とされる支援に取り組むこと

アウトリーチ



急性期精神科医療の現場で、30 歳以下の初診患
者のうち22％がひきこもりを呈しており、その診断は
「 」「 」「

」（中島ほか，2009）がほぼ同
数だったという報告もあります。



1位：アスペルガー症候群
2位：高機能自閉症
3位：軽度知的障害

近藤直司・他(2010年）の調査結果

広汎性発達障害

思春期に入った小学校高学年から中学生で、仲間集団
からの孤立、からかいやいじめの対象になることが多く、
それを契機にひきこもることがある。いじめられた経験
の頻回なフラッシュ・バックとそれに伴うパニック的な興
奮、社会への関心の乏しさ、ゲームなどへの没頭が生
じやすく、それらが社会から孤立したPDD の若者がひき
こもりに向かう強力な推進力となっていると思われます。





環境（社会・地域）

＜家族システム＞

境界

は、①システムと環境を分けるこ
と、②システムの機能に影響を及ぼす環境に
対して諸要素を保護することにある。
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環境（社会・地域）

＜家族システム＞
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