
（別添）

13:30～13:40 開会の辞：内閣府（内閣府青少年支援担当）

13:40～14:55 「困難を有する子ども・若者に対する施策について」

内閣府(青少年支援担当、青少年環境整備担当、子どもの貧困対策担当）、

法務省、文部科学省、厚生労働省

15:10～16:30 「液状化するライフコース－高校中退者の追跡調査からみた問題と支援」

16:40～18:10 「不登校・ひきこもりの理解と支援」

筑波大学医学医療系社会精神保健学  教授／精神科医　齋藤 環

①

②

③

④

⑤

⑥

東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 准教授 鈴木 崇之

「日本社会の変化と若者支援の課題」

東京大学大学院教育研究科 教授 本田 由紀

12:10～ 閉会の辞：内閣府（青少年支援担当）

中央大学文学部　教授 古賀 正義

特定非営利活動法人アスペ・エルデの会 事務局長
中京大学非常勤講師、至学館大学非常勤講師　宮地 菜穂子

⑨

⑩

⑪

⑫

※午前と午後で異なる講義を受けていただきます（午前と午後に同じ講義を開催します）。
   講義を２つ選択してください。

9:30～15:00

15:30～17:30 「児童虐待時代の社会的養護」

全体講義④

＜午前の部　９：３０～１３：００＞ ＜午前の部　１４：００～１７：３０＞

⑦

⑧

9:30～13:00

14:00～17:30

分科会Ｂ

10/22
（木）

（１/３）

10/23
(金)

10/21
（水）

全体講義⑤

分科会Ｃ

「対人援助機関における職場内のチームワークを高めるために
　　　　　　　　　　　　　　　　　～スタッフトレーニングプログラムを活用して～」

分科会Ａ

9:30～17:30

10:00～12:00

全体講義③

平成27年度　困難を有する子供・若者の相談業務に携わる公的機関職員研修

於：国立オリンピック記念青少年総合センター

10/19
（月）

10/20
（火）

全体講義①

全体講義②



【全体講義】　講義摘要

　　   　 「対人援助機関における職場内のチームワークを高めるために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～スタッフトレーニングプログラムを活用して～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人アスペ・エルデの会 事務局長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中京大学非常勤講師、至学館大学非常勤講師　宮地 菜穂子

高校中退者がワーキングプアになりやすいことは多くの研究が実証するところである。中間的労働者層が失われ不寛容
な排除型社会が進展する今日の日本社会では、中退者が社会参加する包摂の道筋は容易でなく、将来への「液状化し
た不安」を訴える事例も多々存在する。そこで、都立高校中退者の退学後の移行に焦点化した悉皆調査を実施した。そ
の結果によると、①中退理由の中心には、学校ハビトゥスとしての「生活リズム」の乱れがあげられ、自己の未達成による
中退という理解が強い。②ひとり親家庭が多く、かつ就学の相談・援助的行動や文化資本が欠如している者が多い（中退
した高校タイプにより家庭環境に差がある）。③中退後に何らかの学習・就学活動に向かう者は半数におよび、学校に復
帰した者も３割に達する。他方、非正規の単純労働となりやすい就労行動を８割以上の者が経験している。移行を模索す
る期間が２年ほどを経て平均６か月もある。④しかしながら、高校タイプによって学習活動と就労行動の比重は異なり、普
通科高校等では学習活動への指向が持続しやすいものの、概して就労指向が急速に強まる。⑤リスクへの一定の不安
はあるものの、全体に支援機関の利用度は非常に低く、学習活動指向者は心のケアや相談機関の利用が多く、就労行
動指向者はハローワークの利用が少しあるだけである。全体に、直接的な経済的援助・無償による学習や職能開発など
の支援を求めている。　以上からみると、既存の高校・家庭等の資源や経験知に依拠した中退者の進路選択が行われや
すいものの、それを活動に移すための「ケイパビリティ」（将来的な移行可能性への媒介となる環境）が重要になるとみら
れる。相談・支援できる他者との関係づくりを介して選択のチャンスを活かせる環境作りが今日求められている。

対人援助機関における支援は、職員個人の知識・技術の向上と共に、職員間でコミュ二ケーションをとり、お互いに助け
合うチームワークによって、より可能性が広がり質的に向上していきます。このチームワーク支援の基礎として、自己と他
者を客観的に理解する技術（自己覚知と他者理解）を高めることは、非常に重要であると考えます。また、利用者やクライ
アントに対して、共通認識に基づく一貫した支援を行うためには連携する職員同士が、相手にしてもらいたいことを分かり
やすく伝え、正しく理解し合う必要があります。これは当然のこととされていますが、実際にどのようにすれば「分かりやす
く」「具体的に」伝えることが出来るのでしょうか。本演習では主に社会的養護現場で活用されているスタッフトレーニング
プログラムをご紹介しながら、「行動で捉える」とキーワードに、作業課題やペアワーク、グループワークを通してチーム
ワーク支援に必要となる基礎的技術の修得を目指していきます。

保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養
育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことを「社会的養護」と言います。本講演ではまず、社会問題化がなされて
久しい児童虐待について、近年の統計データを元にして日本の児童虐待の特徴について説明します。さらに、児童相談
所の機能と役割、家族分離となった後の子どもの居場所である社会的養護の施設等の現状と課題について概説していき
ます。最後に私自身の現場経験を元に、困難を有する子ども・若者の相談業務に携わる公的機関職員に持っていて欲し
いと感じている知識と技術について論じていきます。

全体講義
【⑤】

１０/２３
（金）

１０：００
～

１２：００

全体講義
【①】

１０/１９
（月）

１５：１０
～

１６：３０

全体講義
【②】

１０/１９
（月）

１６：４０
～

１８：１０

　　　　　　　　　「不登校・ひきこもりの理解と支援」
　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学医学医療系社会精神保健学  教授／精神科医　齋藤 環

不登校人口は、２０１４年に再び増加に転じ、依然として１１万人以上の高い水準を維持している。不登校の一部は遷延
化して長期に及ぶひきこもり状態に至ることが知られており、内閣府はわが国のひきこもり人口は約７０万人であると報告
している（２０１０年）。こうした思春期・青年期の非社会的問題行動は、若者の相田に広がる「コミュ力偏重」や「承認依
存」、「自傷的自己愛（斎藤環）」の問題と深く結びついている。不登校・ひきこもりの支援は、家族の支援にはじまり、個人
療法を経て集団への参加につなぐ形式でなされるが、常にテーマとなるのは当事者の「居場所」作りである。まずは家
庭、次いで支援機関、そして本人が選ぶコミュニティへと、居場所は変化する。居場所に照準した支援のあり方を、事例を
もとに検討したい。

全体講義
【④】

１０/２１
（水）

１５：３０
～

１７：３０

戦後日本社会は、高度経済成長期に成立した「戦後日本型循環モデル」が石油危機後の安定成長期に普及深化を遂
げ、バブル経済崩壊後の1990年代以降に様々な破綻が顕在化するという形で変容を遂げてきた。その結果、現状におい
ては、家族・教育・仕事の接続関係が格差・貧困と社会的排除を再生産する悪循環と化し、そのしわ寄せは新しく社会に
参入する世代である子どもと若者に顕著に表れている。様々なデータからそうした現実を理解し、それを踏まえて今後は
いかなる社会設計が必要となるかについて議論する。

　　　　　　　　「児童虐待時代の社会的養護」
　　　　　　　　　　　　　　　　　  東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 准教授 鈴木 崇之

　     「日本社会の変化と若者支援の課題」　　東京大学大学院教育研究科 教授 本田 由紀

全体講義
【③】

１０/２０
（火）

１４：００
～

１７：３０

　　    　　「液状化するライフコース－高校中退者の追跡調査からみた問題と支援」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央大学文学部　教授 古賀 正義

（２/３）



「子どもを支える相談体制～スクールソーシャルワークの視点から～」
大阪府立大学人間社会学部人間社会学研究科 教授 山野 則子

居所不明、少年事件など表面化している課題の背景に存在する子どもたちをめぐる現状はどのようになっているのか。なぜそのようなこと
になるのか、どのような仕組みを作っていけば少しでも防げるのか。現状から課題への対応、相談体制までを視野に、自分たちの目の前
に起きていることを１０年先を見据えてとらえなおし、今できることをそれぞれが考えれるように時間を使いたいと思います。

「不登校の子どもへの心理教育的アプローチとチーム援助　―子どものWantsとNeedsの観点から―」
東京成徳大学応用心理学部臨床心理学科・大学院心理学研究科 教授 田村 節子

不登校に陥ると子ども達には学習空白が生まれ人間関係や自尊心も損なわれ学校生活の質は著しく悪化します。さらに自殺念慮も伴う
など子どもや家族の心理的負担は大きく援助が欠かせません。ここではおもに発達障害の疑いがある子ども、親子関係や自立の課題が
背景にある不登校の子どもを取り上げ子どものWantsとNeedsを考慮した心理教育的アプローチ（一人ひとりの個人のニーズに応じる心理
学的援助であり、個人の成長を促進する教育活動）について解説します。前者では簡単な疑似体験を、後者では親子関係についてケース
に活かせるワークも取り入れ理解を深めます。さらに、保護者や教師、援助者等とチームを組んでの援助や話し合いのコツをお伝えしま
す。

「萎縮する人生観～激減する少年犯罪の裏で～」　筑波大学人文社会系　教授 土井 隆義

日本の少年犯罪は激減している。少子化の影響という意見もあるが、少年の人口比で算出しても同様である。刑法犯で検挙された少年
は、実数でみても比率でみても、この10数年間ずっと減少しつづけている。少年の再犯者率の上昇が問題とされることも多いが、それは
初犯少年の減少幅のほうが大きいからである。再犯少年の実数もその少年人口比も、やはり減少している。こうして社会が安全になった
のは望ましいことに違いない。しかし、一面では薔薇色に見える現象でも、他面では別の色を放つことがある。そこでこの講演では、日本
の少年犯罪が激減した社会背景を探り、それが別の局面で別の問題の背景となっている可能性はないのかを検討してみたい。

「　ひきこもりの理解と支援の基礎～地域の中核機関として必要な視点と方法～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白梅学園大学子ども学部 教授 長谷川 俊雄

ひきこもり支援の困難さは、当事者へのアクセス、ゴール設定、親の高齢化、支援の長期化、活用できる社会資源の少なさなどに求めら
れます。地域のひきこもり支援の中核機関として機能することが公的機関に求められています。地域における公的機関のひきこもり支援
にとって必要不可欠な視点と方法について、ソーシャルワークの専門性を踏まえた講義と演習によって取り組みます。日常の支援活動へ
の実践化・汎用化に目標に置くため、演習はグループワークやロールプレイなどの方法を用いたワークショップ形式で行います。

「アンガーマネージメント」　早稲田大学教育学部　教授 本田 恵子

キレるとは、自然な感情の流れがキレると同時に人間関係を断ち切りやすい。アンガーマネージメントは、引きこもりやいじめ、非行、暴力
等の衝動行動生じるメカニズムを生理的、認知的反応として理解した上で、マイナス行動を引き起こしやすい歪んだ状況のとらえ方を変容
し、向社会的行動を練習してゆく構造化されたプログラムである。日本では、矯正教育やいじめ・暴力を繰り返す児童、生徒向けに学校内
でも実施されている。講座では、若者が衝動的になっている場面で冷静に対応する方法を学ぶと同時に、衝動行動を繰り返す若者に対す
る構造化されたアンガーマネージメントプログラムの進め方を学んでゆく。また、近年課題になっている発達障害のある若者への対応につ
いても学ぶ。

「ひきこもり問題をかかえる親との面接について」  首都大学東京都市教養学部 教授 永井 撤

青年期のひきこもり問題は、本人に自分の状態を変えようとする動機つけがないために、なかなか支援に結び付かない現状があります。
そのような中で、実際に支援が始まるのは、親との間に信頼関係をつくることが重要なポイントになります。ここでは子どもの問題の把握と
ともに親をどのように理解に、どのように関わったら良いのか、そのあたりの親面接のあり方について基本的な見方や考え方を取り上げて
みます。親に説明できる本人の問題の理解、その対応、さらには子どもに対応する親自身の問題把握について解説し、さらに後半では具
体的な事例と取り上げて、現実的な課題についての対応について、理解を深めていきたいと考えています。もし参加者で同じような事例を
かかえている方がいる場合には、その話をしていただき、検討をする時間も設定したいと考えています。

「支援困難事例へのアプローチ」　大阪市立大学大学院生活科学研究科　教授 岩間 伸之

困難を有する子ども・若者への支援には高い専門性が求められる。「困難」は多様かつ個別的であり、その背景要因には個人的要因のみ
ならず社会的要因も深く関与している。その相談業務においては、個別性の高い多様な人たちを対象にすることとなる。そこでは他の人と
同じ支援は通用せず、一人ひとりの状況に合わせた支援を組み立てる必要がある。その際、その「根拠」（理論）を意識化することが求め
られる。本分科会では、そうした困難を有する子ども・若者を含めた支援困難事例へのアプローチについて理解を深めることにしたい。支
援困難事例のとらえ方を確認したうえで、具体的な支援方法とそれを導き出すための枠組みについてとりあげる。

「子どもの問題を発達から考える」　北海道大学大学院教育学研究員 准教授 加藤 弘通

本講義では、子どもの問題を発達という視点から考えて行きたいと思います。具体的には子どもの自殺や発達障碍、非行や不登校などの
事例を考えながら、それぞれの事例を発達心理学の視点から理解し、具体的な支援策を考えていきたいと思います。講義に際しては、映
像を視聴したり、簡単な心理学実験を体験したり、事例を話し合うことを通して、子どもの問題を見る際の私たちの視点を少し変えてみると
いった体験をしてもらいたいと思います。

「複合的な課題を抱える生活困窮者への支援　―生活困窮者自立支援法の目指すものとは―」
厚生労働省社会・援護局　地域福祉課生活困窮者自立支援室　自立支援企画調整官　鏑木 奈津子

本講義は、平成27年度から施行された生活困窮者自立支援制度の概要と支援の実際について、包括的に学んでいくことを目指す。ま
ず、講義の前半部分において、本制度創設の背景や概要、事業内容等を説明する。ここでは、本制度が目指す支援のあり方や事業実施
体制等の大きな方向性を示していく。その上で、講義の後半部分では子ども・若者への支援を行う実践者から、複合的な課題を抱える生
活困窮者への支援の現状、連携体制のあり方について説明をしていく。講義全体を通して、受講者自身に生活困窮者との関わり方や支
援機関との連携の可能性について主体的に考えてもらい、それを地域で実践してもらえるようになることを期待する。

分科会

【Ｂ】

10/21
（水）

9:30
～

15:00

④

⑤

⑥

（３/３）

分科会

【Ｃ】

10/22
（木）

<午前>

9:30
～

13:00

***

<午後>

14:00
～

17:30

午前

⑦
午後

⑩

午前

⑧
午後

⑪

午前

⑨
午後

⑫

【分科会】　講義摘要

分科会

【Ａ】

10/20
（火）

9:30
～

13:00

①

②

③


