
大学生ボランティアなど同世代の若者が�
「ひきこもりの若者」を訪問支援�

　佐賀県では、大学生ボランティアを含めた20、30歳代の若者が数多く参加する

「ＮＰＯスチューデント・サポート・フェイス」が、「支援団体の情報の収集・提供のため

のネットワーク」や「就労支援のためのネットワーク」を構築するとともに、家庭訪問（ア

ウトリーチ）による「ひきこもりの若者」に対する相談支援に取り組み、成果を上げて

いる。�

　それぞれの「ネットワーク」の特徴や、「連携」を実現するためのコツなどを紹介する。�

　若者の自立支援を図るために、ゆるやかな連携ではあるが重層的なネットワークを構築している特定非営利活動法人「ＮＰＯ

スチューデント・サポート・フェイス」代表理事 谷口仁史さんにお話を伺いました。�

――大学生ボランティアなど同世代

の若者が多く参加するＮＰＯスチュ

ーデント・サポート・フェイスは、若者

の自立を支援するために、「青少年

サポートネットワーク in　SAGA」や、

「若者の味方隊」、「職親」など複数

のネットワークを構築されているそう

ですが、それぞれのネットワークの特

徴についてお聞かせください。�

�

�

�

�

�

　ＮＰＯスチューデント・サポート・フ

ェイス（「Ｓ・Ｓ・Ｆ」）を設立したのは平

成15年ですが、その当時、県内には

既に数多くの子どもの支援組織があ

りました。しかし、横のつながりは薄く、

各組織の活動情報もお互いに共有

化されていませんでした。�

　支援を必要としている子どもたち

や保護者などには、どの団体が何を

支援しているかが一目でわかるよう

な情報が必要なので、「幼児期から

青年期まで　子育てに関する相談・

支援団体ガイドブック」を作成するこ

とにしました。�

　ガイドブック作成のための情報ネッ

トワークとして、「青少年サポートネッ

トワーク in SAGA」を構築し、ガイド

ブックに掲載された支援組織がメン

バーとなりました。�

　最初のころは数十の支援組織し

か掲載できませんでしたが、2006年

度版のガイドブックでは、官民合わせ

て700件以上の情報を掲載できるよ

うになりました。�

�

――情報はどのような方法で集めら

れたのですか。�

　ガイドブックは行政から補助金を得

て作成していますが、「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が各

支援組織に、ガイドブックへの情報提

供を呼びかけました。アンケートやホ

相談支援組織情報の収集・提
供を図るために「青少年サポ
ートネットワークin SAGA」
を構築�
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・代表理事（常勤）：1名�
・事務局長（常勤）：1名�
・キャリア・コンサルタント：1名�
  （非常勤5名）�
・臨床心理士（常勤）：1名�

・家庭訪問によるひきこもり等の若者の相談支援�
・厚生労働省委託事業「さが若者サポートステー  
　ション」の運営等�
�

・精神保健福祉士（常勤）：1名�
・教員免許所持者（常勤）：1名�
・学校配置員（心の支援員・非常勤）：20名�
・支援スタッフ（ボランティア）：約100名�
  （内8割が20代、30代で大学生、大学院生が多い）�

ＮＰＯスチューデント・サポート・�
フェイス代表理事�

●谷口仁史さん�

�

◆ひきこもりの若者支援　ケース１�

ＮＰＯスチューデント・サポート・フェイス（「Ｓ・Ｓ・Ｆ」）�

�

たにぐち�ひとし�

情報誌� 人　員　体　制�活　動　概　要�

佐賀県�
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家庭訪問風景�

若者が仕事に関心を持ち始め
た時の支援ネットワークとし
て「若者の味方隊」や「職親」を
構築�

単体ではなく重層的なネット
ワークがセーフティネットに�

就労体験時の若者、職親、S・S・Fスタッフによるミーティング�

◆ひきこもりの若者支援　ケース１�

ームページ、新聞でのよびかけも実

施しましたが、これだけでは十分な

情報は得られなかったので、各地域

に「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が出向き、民生委員や

支援団体などから直接情報をいただき、

それぞれが結びつきのある組織を紹

介してもらったりしました。また、イベン

トを開催し、そこへの参加者情報を

集めることなども行いました。�

�

――「青少年サポートネットワークin

　SAGA」は「ゆるやかな連携」とい

う型をとっているそうですが、それは

どのような連携ですか。�

　各支援組織は、それぞれの活動

方針を持っているため、いきなり連携

活動を行うのは難しい面がありました。

そこで、「青少年サポートネットワーク

in　SAGA」は、まず、支援組織情報

の一元化を目指すこととしました。こ

れを「ゆるやかな連携」とよんでいます。�

　しかし、最近は、ガイドブックを作成

するための会議を通じて、不適応を

抱えた子どもたちの代わりに行政に

かけ合う活動（アドボカシー活動）な

どを連携して行おうといった動きも出

てきています。昨年度は3回、事務局

会議を開催し、イベントの開催や自助

グループの立ち上げなども行っています。�

�

――「若者の味方隊」や「職親」のネ

ットワークはどのようなネットワーク

ですか。�

�

�

�

�

�

　これらは、若者の就労支援を目的

としたネットワークです。�

　「若者の味方隊」は、不登校やニ

ートの若者が仕事に関心を持った際に、

職業について話をしていただいたり、

職場見学に協力してくださる方のネ

ットワークです。現在、100名程度の

社会人が登録していますが、複数の

職業に就いている方もいらっしゃるので、

150種以上の職種の関係者が集まっ

ています。この方々は、もともと「何か

若者のためにサポートできたら」と考

えていた方々で、それを「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が

中心となって結集しました。�

　「職親」は、若者の職場体験の受

入れに協力していただける事業主の

ネットワークです。現在、約20社が登

録していますが、登録者としては農業、

漁業、造船業の方々や、カクテルバ

ーのオーナーもいらっしゃいます。「職

親」の協力のもとに、60名を超える無

業の若者が就労体験を行い、平成

20年3月末時点で、約７割が就職活

動を始めるようになりました。�

　「若者の味方隊」、「職親」の両ネッ

トワークは、登録者の負担を軽減す

るために、会議を開いたり、登録者間

による共同活動を行うことはしていま

せん。「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が若者と「若者の味

方隊」や「職親」とのコーディネートを

行い、職場などにも付き添っていくこ

とで、登録者と若者のコミュニケーシ

ョンの円滑化を図っています。このため、

このネットワークも「ゆるやかな連携」

といえます。�

――「Ｓ・Ｓ・Ｆ」以外が運営するネット

ワークにも参加されていますか。�

�

�

�

　若者を支援するために、県教育�

委員会が事務局となっている「スクー

リング・サポート・ネットワーク（文部科

学省事業）」に参加しています。これは、

不登校児童生徒をサポートするため

の中核的機能（スクーリング・サポート・

センター）の充実を目的とした事業で、

「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が、個別に教員や適応指

導教室指導員に、家庭訪問などのノ

ウハウ提供や連携による訪問支援な

どを実施しています。�

�

�

�

�

�

 �

�

　それから、「冒険遊び場ＳＡＧＡ」

が事務局となっている「こどもといの

ちを考える会」で、広報など他団体の

後方支援も行っています。「こどもとい

のちを考える会」は、平成18年に、い

じめによる自殺を危惧した市民活動

団体やＮＰＯが設立した会です。学

校や行政に向けた情報発信を行っ

ており、「いのちの授業参観」というイ

ベントも開催されました。�

　また、平成18年3月より、県が主導

している「佐賀県若者自立支援ネット

ワーク」にも参加しています。このネッ

トワークは、就労支援機関や教育関

係機関、保健・福祉・医療機関、発

達障害者支援センター、親の会など

で構成されていますが、今年度は全



5

「協働」を実現するために、ネ
ットワークを構築�

サポートネットワーク推進会議�

体会議が開催され、「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が委

託され運営している「さが若者サポ

ートステーション（サポステ）」の事業

進捗状況や事例などの報告を行い

ました。�

　このネットワークに参加している組

織とサポステは、若者の自立支援に

おいて連携を進めています。　�

　若者支援に関する勉強や情報交

換のためにもネットワークに参加して

います。1つは、佐賀大学が開催して

いる「佐賀県教育研究ネットワーク」で、

もう1つが「若年無業就労支援者ネッ

トワーク（事務局はNPO法人青少年

自立援助センター）」です。「若年無

業就労支援者ネットワーク」は、若年

無業者を対象として就労支援を行っ

ている全国の支援団体のネットワー

クで、今年度は発達障害についての

勉強会が開催されました。�

�

――いろいろなネットワークを構築・

参加されているのはなぜですか。�

　ニートの若者は、複合的な問題を

抱えていることが多く、また、不登校

の若者においても、その原因は、学

校でのいじめもあれば、家庭での虐

待や、発達障害の場合もあり、解決し

なければならない問題はそれぞれ異

なります。このような若者を支援する

ためには、教育、医療、福祉などさま

ざまな分野の関係者のノウハウが必

要となります。このため、機能的・目的

別にネットワークの構築・参加を行い、

重層的なネットワークとなるようにして

います。�

�

――「ゆるやかな連携」ということで

あれば、ネットワーク化しなくても、個

別に協力を依頼する方法もあると思

いますが、あえてネットワーク化した

のはなぜですか。�

�

�

�

　「協働」を目指したいからです。若

者が抱える課題に対症療法的に対

応するだけでは、その原因となってい

る社会的な問題を改善することはで

きません。あらゆる人々が共通の認

識のもとに「協働」を進めることが、社

会全体の改善につながるので、ネット

ワーク化することが必要と考えています。�

�

――ネットワーク化は、最初から上手

くいきましたか。�

　最初は大変苦労しました。「Ｓ・Ｓ・Ｆ」

は大学教授などが理事となっていま

すが、実働しているのは若者なので、

行政や各支援団体に「青少年サポ

ートネットワーク in　SAGA」への協

力をお願いしても、耳を傾けていただ

けないこともありました。しかし、「活

動は子どものため」と話し続けること

により、情報共有という「ゆるやかな

連携」を開始することができました。�

�

――「ゆるやかな連携」を持続させる

ために、何か工夫をされていますか。�

�

�

�

�

　第一には、ネットワーク参加者に負

担をかけないようにしています。会議

を開催する際もタイムリーな話題以

外は不要な会議は行わず、例えば、

「ゆるやかな連携」を持続する
ためには、参加者の負担を軽
減することと活動状況の報告

【「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が構築・参加しているネットワーク】�



青少年事件が問題になるなど各団

体の関心や必要性が高まった時に

開催するようにしています。�

　「味方隊」や「職親」については会

議を開きませんので、電話連絡で状

況を伝えたり、新年の挨拶を兼ねて、「Ｓ・

Ｓ・Ｆ」の活動状況について年賀状な

どで報告したりしています。�

�

――連携して若者を支援するために、

若者の個人情報を他の組織に伝え

ることはありますか。伝える場合は、

本人や保護者から承諾書をいただ

いていますか。�

�

�

�

�

　他の組織に、若者の個人情報を

伝えることはありますが、承諾書を保

護者や本人からもらうことはしていま

せん。理由は、書類にサインをするこ

とを嫌う若者や保護者が多く、「書類

へのサインが必要ならば支援はいら

ない」と断る方たちがいるためです。�

　他の組織に若者の引継ぎを依頼

する際は、まず「こういう状況の人が

いますが、そちらでこういうことをして

いただけますか」と問い合わせます。

その時は若者の名前など、個人が特

定される情報を伝えることはしません。�

　他組織に若者を引き継ぐと決まっ

た際は、「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が若者に付き添っ

て行きますので、本人が自分につい

て引継ぎ先に話すことができない場

合は、「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が代弁します。それ

を引継ぎ先の担当者が必要に応じ

てペーパーに記録したりしています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

――サポステでは開所以来の434日

間で、424件の若者を他組織に引き

継いだそうですが、引き継ぐ際、若者

に付き添うとなると、少ないスタッフ

で対応しきれるのでしょうか。�

　サポステが支援している若者は、

付添いが必要な若者ばかりではなく、

自分一人で行ける若者もいます。若

者の状況をよく見て、それぞれの若

者に合わせて、対応方法を変えるこ

とが必要と考えています。�

　また、「Ｓ・Ｓ・Ｆ」の事務所は佐賀

市から車で50分ほどかかる武雄市

にありますが、サポステの事務所は、

時間を効率的に使えるように、佐賀

市のジョブカフェと同じビルに借りました。

県庁などにも近く便利な場所にある

ため家賃は高く、「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が家賃を

負担しなければならないため、反対

の声もありました。しかし、連携先に

歩いていけるというメリットを考えて決

めました。�

�

――連携を推進するために、連携組

織が集まる場所や予算など、課題と

なっていることはありますか。�

�

�

�

　佐賀市には、市民活動のために借

りることができる会議室もありますし、

関係者のいずれかの組織に集まるこ

ともできるので、場所についてはそれ

ほど困っていません。若者の個人的

な状況について話をする場合は、実

名を出さないようにし、資料をつくる

場合も、万が一資料が外に出た場合

に備え匿名にして作成していますので、

若者の個人情報が外部に漏れるこ

とはありません。�

　しかし、予算については課題が多

い状況です。例えば、連携会議に参

加するとしても、交通費やそのため

の人件費が支給されるわけではない

ので、民間団体などは会議に出席し

にくい状況にあります。�

　また、サポステの正式な名称は「若

者自立支援ネットワーク整備モデル

事業」で、支援ネットワークの構築・維

持を行うことが目的となっていますが、

連携のための費用が考えられていま

せん。このため、若者に新たに紹介

した組織が遠くにある場合、そこへ

の交通費などの負担が大きくなるた

め行かなくなるという問題もおきてい

ます。�

�

�
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連携組織への若者の個人情報
の提供は、「Ｓ・Ｓ・Ｆ」が口頭で
説明�

連携を推進するには、連携に必
要な予算を考慮する必要あり�

さが若者サポートステーション�
�

◆ひきこもりの若者支援　ケース１�



――今後、若者の支援のために各

組織が連携して実施しなければいけ

ないことはありますか。�

�

�

�

　若者を支援するための資格やノウ

ハウを持つ人材の不足を解消するた

め、各組織が連携して人材育成を行い、

ネットワーク全体のレベルアップを図

る必要があると考えています。�

　教員採用試験でボランティア経験

が評価されるため、大学生ボランティ

アの数は少なくありません。しかし、

子どもたちと遊べるような楽しいボラ

ンティア活動にはたくさんの学生が集

まりますが、ひきこもりや障害者のた

めのボランティアは専門知識を要す

ることもあり、なかなかボランティアが

集まりません。このため、支援組織間で、

ボランティアの取り合いのような状況

も起きています。 �

　ひきこもりなどの若者の支援者を

増やしていくためには、大学・大学院

教育と支援団体が連携し、教育、医療、

福祉などに関する実践的スキルを持

つ人材を育成する必要があります。�

　先ほどお話したように「Ｓ・Ｓ・Ｆ」は、

佐賀大学文化教育学部付属教育実

践総合センターが事務局となってい

る「佐賀県教育研究ネットワーク」に

参加していますが、今年、そのネット

ワークの会議で、「不登校、ニート等

不適応問題に関する総合的な支援

体制の確立」と題し基調講演を行い

ました。その後の討議では、LD、

ADHD等の発達障害及び若年無業

者の自立支援の推進や、戦略的な

支援者の育成の必要性が、参加者

間で確認されました。�

　各支援団体で、このような活動を

積み重ね、大学とも連携して、若者を

支援する人材を育成することが、今

後必要と考えています。�

�

――これから連携を開始しようとす

る方々にアドバイスがありましたらお

願いします。�

�

�

�

�

　ひきこもりの若者の支援は、最初

は個別対応となりますが、若者が家

を出られるようになると小集団活動を

始めます。この活動に馴れると、仕事

の体験をして、そして就職にといった

流れで自立していきます。�

　若者の状況により、支援に適する

組織も変わるため、支援者は、どのよ

うな支援組織が地域にあるのかを把

握しておく必要があります。そのため

には、まず地域内の支援団体情報を

集めることから始めるべきと思います。

一度、情報を集める仕組みを作れば、

やがて自然と情報が寄せられるよう

になります。小集団活動を行う際は、

地域のイベントの手伝いなども行いま

すが、こういったイベント情報も自然と

寄せられるようになってきました。�

　地域にはさまざまな組織がありま

すが、最初からそれらを評価すること

は考えないで、地域全体の情報を一

元化することから始めればよいでしょう。

そうすれば、やがて各組織がどのくら

い若者を自立させているかなどの実

績もわかるようになります。�

　支援活動には戦略的なビジョンを

持つことが重要ですが、そのために

も情報を把握する必要があると思い

ます。�

　　　　　　　　　―平成20年９月取材―
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連携を開始するのであれば、
まず地域の支援団体情報を集
めること�

今後は、連携による人材育成

支援スタッフ会議� シンポジウム�

●佐賀県の基礎データ�
○人口�
・佐賀県：866,369人�
・15歳～34歳：199,718人　　�
○若年無業者数（15歳～34歳）�
3,081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）�

�
●「NPOスチューデント・サポート・フェイス」
　利用実績（平成19年度）�
○電話相談件数：4,223件�
○面接件数：3,260件�
○派遣家庭件数：534件�
�
●「さが若者サポートステーション」�
　利用実績（平成18年度～20年6月累計）�
○来所者延べ数：7,956人�
○延べ相談件数：12,076件�
　　（出典：NPOスチューデント・サポート・フェイス提供資料）�

�

◆NPOスチューデント・サポート・フェイス
　事務局�
http://www1.odn.ne.jp/faith1019/�

問合せ先�
�

（本文に掲載の写真及び図はＮＰＯスチューデント・サポート・フェイス提供）�
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