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1．合同研修前期 

期間：平成28年９月26日（月）～９月30日（金） 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 
図表 ４（合同研修前期 研修日程表） 

９月２６日（月）

１３：３０～ 開会の辞（内閣府青少年支援担当）

施策説明：「困難を有する子供・若者に対する施策について」

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付青少年支援担当

平成27年度受講者

「アウトリーチ（訪問支援）研修から学び得られた事柄と実践」

長田　美智留　氏

・熊本市ひきこもり地域支援センター「りんく」（特定非営利活動法人おーさぁ）臨床心理士

廣川　望　氏

１５：４０～１７：４５ 各研修生の活動紹介（自己紹介）　※各自５分程度（20名）

１７：５０～ オリエンテーション・宿泊利用説明、事務連絡

９月２７日（火）

９：３０～１８：００
 「地域の関係機関・社会資源を活用した支援とソーシャルワーク論」

講義・演習① 久留米大学文学部社会福祉学科　教授 門田　光司　氏

１８：１０～１８：３０ 講義・演習から学び得られた事柄に関するワーク

９月２８日（水）

「不登校、青年期の社会的ひきこもりの理解と背景にあるもの」

筑波大学医学医療系社会精神保健学  教授／精神科医

講義・演習② 斎藤　環　氏

「アウトリーチと重層的な支援ネットワークを活用した多面的アプローチ①」

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 

講義・演習③ 谷口　仁史　氏

１９：００～１９：１５ 講義・演習から学び得られた事柄に関するワーク

９月２９日（木）

「アウトリーチと重層的な支援ネットワークを活用した多面的アプローチ②」

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 

講義・演習④ 谷口　仁史　氏

１９：００～１９：１５ 講義・演習から学び得られた事柄に関するワーク

９月３０日（金）

「総合相談機関における対応とアウトリーチの実践」

沖縄県子供・若者総合相談センターsorae　臨床心理士

講義・演習⑤ 松本　大進　氏

１２：３０～ 閉会の辞（内閣府青少年支援担当）

９：３０～１２：３０


平成２８年度　アウトリーチ（訪問支援）研修【合同研修前期】日程表
於：国立オリンピック記念青少年総合センター　　

１３：４０～１４：００

・新潟県４市町村教育委員会所属（弥彦村/南魚沼市/三条市/燕市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中越教育事務所）広域スクールソーシャルワーカー１４：００～１５：３０

９：３０～１３：００


１４：３０～１９：００


９：３０～１９：００
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合同研修前期の講義・演習で学んだ事柄について研修生が提出したレポートを以下に抜粋す

る。 

 

 

図表 ５（合同研修前期‐研修生レポート／一部抜粋・語調整理） 

講義・演習①「地域の関係機関・社会資源を活用した支援とソーシャルワーク論」 

■研修生レポート（１） 

地域福祉の構築、組織化のモデルや目標について学ぶことが出来た。地域福祉は、いかに自分たち

の町をよりよい町にして行くかが目的。 

アウトリーチでの「第一回目のアプローチの重要性」がいかに重要か、それによりその後の関わり

が出来るかを学んだ。 

ストレングス視点については、日ごろから関わっている現場で痛感している。先生の「未来思考」

という言葉が建設的に当事者の前進に、自信になり後押しになることを再確認できた。また本人と一

緒に考え、本人に決定してもらう事の重要性が再確認できた。3Dで（多角的に）本人をとらえる事も

忘れがちな事であると思った。 

ケース会議演習では、改めて多機関が集まると、いろいろな意見やアイディアが出るものだと、確

認できた。 

■研修生レポート（２） 

本講義では、ソーシャルワークの起源における背景と、現代におけるソーシャルワークのあり方に

ついて学びを得た。 

「連携」とは、関係機関と連絡を取り合いながら取り組む事であるが、曖昧な関係になりやすい。 

「協働」とは、ある物事に向かって一緒に取り組んでいく、これにはチームが必要であり、チーム

として取り組む事で一体感を感じる事が出来る。 

これまでの業務（相談支援）を振り返ると、関係機関との関わりに関して、連携という言葉を使っ

ていたが、そこには具体的な中身が乏しく、まさしく曖昧な関わり方であった様に感じた。素晴らし

いネットワークや組織があっても、そこに上下関係や失敗を責める、責任を追及する様な関係があれ

ば、そこには「効果的な人間関係」は存在しない。 

当事者との関わり方だけでなく、関係機関との関わり方についても丁寧に信頼関係を作り、互いに

支え合う「効果的な人間関係」を大切にしていきたい。 

■研修生レポート（３） 

海外の状況との比較を含めた地域連携によるアウトリーチ型支援について学ぶことができ、ジェノ

グラム・エコマップ・支援計画の作成等すぐ活用できる技術、歴史的観点等についても説明を受けた。 

家庭訪問とアウトリーチの定義の違い等、あやふやだった点について整理することができた。職場

内や連携機関で、「アウトリーチ（家庭訪問）支援員」とは「結局何をしてくれる人なのか？」と疑問

をもたれることが多いため、今回の講義で得た情報を伝えていきたい。 

現在の所属機関である生活援護課では、自分の記録もケースワーカーの記録も weaknessに着目した

ものになりがちである。おのずと支援計画も本人主体よりも支援者や行政目線による「こうなるべき」

という考えに方向付けられたものとなっていた。制度が適正に利用されることは重要であるが、スト

レングス視点に基づき「当事者の向かいたい状態」はどのようなものなのか、という点を念頭に置き自

身の記録・かかわり方を見直していきたい。 
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■研修生レポート（４） 

アウトリーチ活動の前にはまず、関係機関や地域との協働が必要になってくる。協働関係が生まれ

ることで支援が必要な人が発見されたり、情報が届いたりと支援機関につながる一歩となる。 

アウトリーチということは来談意欲が低いために行うものである。アウトリーチを行うためには関

係機関と協働して支援を行い、情報を得ておきアウトリーチへの準備を行う。 

本人とはストレングス視点に着目した関係づくりをめざし、本人ができること、頑張っていること

を評価し、本人と良好な関係を築いて行く。良好な関係という基盤がなければ、支援者からの提案に

耳を傾けてくれることもない。 

さまざまな機関が協働するには機関同士のコミュニケーションが重要で日頃から頻繁に協働し、信

頼関係を築いて協働という基盤を固めておく。 

協働する上でケース会議を行い、ケースマネジメントを行っていくが、そのアセスメントの段階での

視点は未来志向的なもので、ストレングスに着目する。本人のニーズを尊重し、本人と一緒に目標設定

や支援計画を立てる。 

事例を用いて支援計画を立てるために、グループワークでブレインストーミングを行った。A さん支

援ということで、さまざまな観点から必要だと思われる支援のアイディアがあげられ、それらを分類し

た。支援計画は抽象的なものでは、人によって受け取り方が変わってしまうので、できるだけ具体的な

ものにすることが大切であると学んだ。 

ソーシャルワークは人と環境との関係性の改善を図るもので、そのためかかわる機関と協働してい

くことが求められる。グループワークを通して、同じ目標（Aさんの支援を組み立てる）に向かって視

点の違う人と協働するという体験ができたように思われる。また支援計画にも A さんのストレングス

に着目し、Aさん主体の支援をいかにコーディネートしていけるかということを考えられたように思わ

れる。この考えは支援の基盤になると思われ、実践に活かしていければと考えた。 

■研修生レポート（５） 

ストレングスの視点は日頃のサポステでの支援の際も重要と考えてはいるものの、つい課題の方に

視点が向いてしまいがちであることに気付かされました。 

一人ではどうしても偏った見方になってしまうことを考えると、支援者同士の情報共有や事例検討

は非常に大切であるので支援者同士のコミュニケーションは欠かせないと感じたところです。                            

他機関とのコラボは日常的に行ってはいるけれどもエコマップやジェノグラムを活用することは殆

どなかったです。他機関と連携していく上でとても有効なツールだという事を学ぶことが出来ました。             

■研修生レポート（６） 

支援を必要とする当事者の情報を知りえた時、どのような取り組みで支援を行っていくのか、地域

の関係機関の協働とアウトリーチがいかに重要であるかを学ぶことができた。 

地域に埋没した支援を必要とする人に対し、地域や関係機関との連携をすることで発見に繋げ、情

報を共有することでその対象者に対しアウトリーチを行うことが必要とされる。地域機関との連携に

より包括的な支援を行うことが出来る。 

また、ひとつの問題に対して専門機関が複数関わっていたとしても連携や協働、チームとしての役

割分担が正しくされていない場合、問題の解決に至らないことを実例から学ぶことができた。 

支援計画の中で誰がいつどのような支援を行っていくのかを具体的にし、チームとしての役割分担

を考えていかなければならない。 

ストレングスの視点から支援を学び、その人の課題とする弱さや問題を改善する視点だけではなく

その人の持つ強みをいかに引き出していくのかも重要となることを学んだ。 
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■研修生レポート（７） 

地域での支援対象者を発見し、当事者や家族に必要なサービスの提供をすること、またその中でア

ウトリーチを必要とする当事者にとってはどのような取り組みが必要なのか、ニーズは何なのかを事

前に把握し、準備する事が大切であるということを深く学ぶ事が出来た。 

そして、その支援を行う際、情報共有という観点から地域での協働が必要であるということ、それ

ぞれの機関が持つ強みを活かし、短期的、中長期的支援計画をたて具体的な支援内容を詳細に決定し

ていく方法が効率的であるということを学んだ。 

全ての人が安心して暮らせる社会を作る為に何が必要なのか、自分として組織として何が出来るの

かを常に考えていきたい。 

■研修生レポート（８） 

<ストレングス視点> 

本人の希望を実現できるように熱望・能力・自信を高めること。支援環境を作っていくことが必要

であり、本人との関わりの中で賞賛と肯定的な評価、有益な情報提供、共有話題を楽しむ、「～してみ

ませんか？」といった声掛けを取り入れる。 

 

<支援計画> 

誰がいつどのような具体的な支援を実行していくかということをチームが共通認識を持って同じ目
標に向かってできるように、誰が見てもわかる言葉や表現で作成する。協働した支援を行うには特定
の人や機関に責任や負担が偏らない配慮を全体で行うことが大切である。 

■研修生レポート（９） 

アウトリーチ、ソーシャルワークとはそもそもどのようなものなのかを教えて頂けた事が、まず大

きな学びであった。言葉として、実地、本などで学んでいるつもりになっていたところが反省点であ

る。どの様に始まり、どの様な想いが込められて現在その言葉や行動や受け継がれてきているのかを

知ることは、今後私たちが実施していく中でも非常にベースとなる考えと感じた。 

また、Strength視点、weakness視点等についても重要な学びだった。各専門分野での考え方の違い、

他職種の方々と『協働』していく上で、事例を通して本人のストレングス、アドボカシー等を再度意

識し、自分が立てておくべきアンテナの方向を確認することが出来、現場でもその視点を活かしてい

きたいと感じた。 

 同県内で、スクールカウンセラーの立場からも非常に日頃からお世話になっているスクールソーシ

ャルワーカーのアプローチについて再度学びを深める機会を頂き、大変勉強になった。 

■研修生レポート（10） 

講義でのエコマップ作成の演習ではグループ内の一人ひとりが違ったエコマップを作成したことに

驚くなど、発見することがいくつもありました。その中で、次の２つが特に印象に残りました。 

一つ目は、適応指導教室と学校との『協働』についてです。通室生が適応指導教室で担任から学ぶ

機会をつくるという例は、伴奏支援計画の作成にとても参考になりました。子供自らが学校に戻ろう

という気持ちを持つように、学校やＳＣといっしょにつくりあげていきたいと思います。 

二つ目は、「要対協」との『協働』についてです。不登校の児童生徒に福祉課に所属する家庭教育相

談員が関わっていますが、長期間引きこもり状態になっています。この課題に対し、教育相談員の訪

問支援に二の足を踏んでいました。 

しかし、研修後、町教委と話し合い、実務者会議（教委と福祉課の担当者会議）への参加など、『協

働』に向けた一歩を踏む出すことが出来ました。ありがとうございました。 
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■研修生レポート（11） 

アウトリーチ活動を行う前に、通常の相談業務について確認する。当事者が相談の意志がある場合、

当事者の方から相談機関にアウトリーチをしている状態となる。相談機関は関係機関を紹介するなど

して支援につながる。 

一方、当事者が相談機関に対してアウトリーチできない場合はどうなるのか。地域の量力関係が希

薄なところでは、各家庭がつながり合う事がなく、生活に困りごとを抱えている家庭は発見されにく

い状態になる。地域福祉の考え方では、地域のネットワークで当事者を包み支え、励まし、つなげる

地域の取組みが行われている。 

アウトリーチは社会福祉の実践が形成される起源である。当事者には来談意欲が低く、職員が出向

いて、関係機関の協働支援を築いていく。その為、職員には高いコミュニケーション力が求められる。

相談者とは、ストレングスの視点に着目した関係づくりを目指す必要がある。 

 ストレングス視点の反対の意味として『弱さ(weakness)の視点』がある。ストレッサ―と言う言葉

を考えたとき、人はストレッサ―からストレスを感じることにより、悩む、体調不良などの症状がで

る。この場合は、ストレッサ―に弱い人という事になる。Aさんと Bさんに同じストレッサ―があった

場合に、A さんは『気にならない』、B さんは『気になる』となった場合に、大抵は B さんは『弱い人

だな』『もっと強くならないと』という事になる。 

問題の内容は専門職によって定義づけられることが多い。治療は問題の核心である欠陥を克服する

ことに視点が注がれる。第三者が問題と考えているが、当事者は問題と考えていないことが多い。第

三者が(問題行動を)『困る』『困らない』で判断する事になる。 

これら二つのモデルは医学モデルと言われる原因を探る視点である。医学モデルへの疑問点として

は、人間の抱える問題が個人の要因にあるとし、その原因を専門家が確定(診断)し、取り除く(治療)

ことが専門家主導の視点として重要視される。専門家主導では、指導やアドバイスが優先されて関係

性の壁が生じる結果になる。 

 ストレングス視点は、その人の持つ長所、才能、良さ、努力を認めて、その人の言う事に耳を傾け

ることにより信頼感を得る。多角的な支援環境をつくることによって、その人の持つ力が増強される。

人により、支援によって増強される結果になる。これらのストレングス視点に立ち、ケースに対して

の共通認識をもったうえで協働していく為に必要なのがケース会議である。ケース会議にて協働を発

展させる要因としては『お互いの役割と責任を知る』『意欲的な参加』『オープンで誠実なコミュニケー

ション』『信頼と相互尊重(パートナーシップ)』である。 

 ケースマネジメントをおこなう上でアセスメントは重要である。アセスメントでの視点になるポイ

ントは、状況の分析と本人のニーズ、およびストレングス視点に立ち、協働をつうじてどのような取

組みが必要かを一緒に考えていく事である。専門家による勝手な支援計画では本人は動かない結果と

なる。 

■研修生レポート（12） 

ストレングス視点は、それぞれ個人の能力や性格によって変化することを改めて考察することが出

来た。 

協働という言葉、連携という言葉それぞれのニュアンスの違いが支援への取り組み方への違いを意

味しているという部分に共感が持てた。 

それぞれの機関が当事者の問題を責任感と協力の意思を持って解決していくことが大事であること

を再確認できた。支援する際には、支援者それぞれに個性があり、持つ視点のくせがあることを念頭

に置きその当事者の為にも、視点のくせに出来た隙間を補うため様々な関係機関の方との協働が必要

だと強く感じた。 

また、その視点が、常に当事者にとってのストレングスであるよう、常時その考え方で物事を見る

ことも必要だと改めて感じることが出来た。 
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■研修生レポート（13） 

アウトリーチ…地域で支援を要する人を発見し、家庭に出向き、当事者及び家族にサービスの情報

やサービスそのものを提供する。 

→当事者は来談意欲が低い。第一回目のアプローチが重要。 

 

【ストレングス視点に着目した関係づくり】 

医学モデルは、問題が個人の要因にあるとし、診断、治療、専門家主導。個人の欠陥、失敗、欠点

を仮定。 

ストレングス視点は、本人の強み（熱望、能力、自信）がエンパワメントになる。利用者主体。 

I am empowered by … 支援の環境によって動いていく。 

social work for ではなく social work with 

どうしていきたいかは本人の意志。 

 

【支援を考えるとき】 

個人の変容をもとめるか、又は個人が抱える状況の改善に取り組むか。 

ソーシャルワークは人と環境との関係性を改善するもの。 

 

【協働 collaborationするとき】 

それぞれ支援のクセがある。視点を変える。多機関、3Dの視点でコーディネートを行う。 

多機関が協調した資源の在り方を探る。 

 

【ケースマネジメント】 

…支援と活動のネットワークを組織し、調整し、維持することを計画する人orチームの活動 

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） 

 

・支援計画のポイント 

①だれ（人・機関）が、いつ（いつまで） 

②どのような具体的な支援を実行していくか 

 

・留意点…特定の人・機関に過剰な責任や負担がかからないよう全体で配慮 

情報共有→共通認識→目標設定→役割分担 

■研修生レポート（14） 

門田氏の講義からは、特に「チームでの支援」という点において考えさせられることが多かった。 

当日行ったグループワークを通じて、その大切さを改めて実感した。例えば、自分だけでは浮かん

でこない支援のアイディアに出会えたり、整理しきれていない部分がチームであることによって整理

されていったりするプロセスを体感することができた。「多角的な視点」でもって支援に臨んでいくこ

との重要性がそこに現れていたと感じる。 

 しかしながら、普段の自分の仕事に立ち返って考えてみた時、「チーム」として支援を進めていくこ

との難しさを痛感しているのも事実である。同僚同士での共有がまだまだ甘いと感じる部分も多々あ

り、ましてや他機関との協働となると、課題ばかりが思い浮かぶ。                           

 協働関係の築き方についてのアイディアを、今後はもっと学んでいきたいと強く感じた講義であっ

た。 
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■研修生レポート（15） 

門田先生の講義は、社会福祉士の視点からの内容であったと理解する。その中で印象に残ったこと、

今後使えると感じたことは次のとおりである。 

 

① 協働とはコラボレーションで、目的に向かって２人以上が一緒に取り組むことで、チームが必

要となり、連携とは違う。個人に教育を保証しているところは Attendant officer がいて、学校

にこない子に対応する職員がおり、学校に呼び出しており、こないと逮捕されたりしている。こ

のシステムは日本にはないので、不登校の問題は日本で考えるしかない。 

 

② ストレングスとは、本人の強み、良さを意味し、ひきこもり、不登校、ニートへはストレング

ス視点で対応し、weaknessの視点ではない。 

 

③ 途中で、色々な症例研究を提示し対応策を示していた。 

提示された症例から「ストレングス視点」（言い換えれば、プラス思考、ポジティブ思考）で対

応策を考えることに興味を持つとともに、これなら問題解決できると実感した。 

私個人としては、ケースを考える時、悪者になっている対象者にも良い点があるのにと感じ、

発言してきた。例えば〈仕事ばっかりして子供のことはほったらかし〉でも【働き者の母親、生

活力がある】など。 

 

④ 要所要所で話しかけ方の実例、例えば「一緒にしてみませんか」「～をしてみませんか」等、取

り組み姿勢や努力を賞賛するなどは参考になった。今まで関わって来た子供から「アルバイト先

の店長の『君なら出来る』と言われ、やる気が出た」とか私が通っているスポーツ教室の担当者

の『今日来たあなたが素晴らしい』等のプラス発言には頭が下がる思いがあったので特にそう感

じた。 

 

⑤  また、支援方針、支援計画（短期目標・長期目標）、支援計画の実行、ＳＳＷの支援 経過、支

援計画の評価や、エコマップを描く、ジェノグラム、本人のニーズとストレングスの視点、現在

の関係状況（ストレス関係、状況の改善の必要等）の考え方や、ＳＳＷ、ＳＣ、ＰＳＷの協働の

仕方は参考になった。 

 

⑥ 私個人は、ＳＳＷ、ＳＣ、ＰＳＷではないので、ＳＳＷ資格取得を目指してみようと感じさせ

られた講義でもあった。 

■研修生レポート（16） 

普段よりストレングス視点での支援を心がけてはいたが、支援が計画的に進まなかったり、効果が

期待できないような流れになってしまうと、本人の弱さの部分に目が向いてしまったり、環境に原因

を求めてしまいがちである。 

あくまでも行動を起こすのは本人であり、本人がエンパワーされる状況でなければ一歩前に進むこ

とはできない。また、支援をしていく中で他機関との繋がりを持たず、事業所内だけで抱え込んでし

まうケースも少なくない。 

「連携」よりも「協働」を、との言葉が重く響いた。ただ単に情報を共有するだけで、それぞれが

同様の動きをしてしまうと、支援として機能しない。それぞれの支援者が得意分野で役割分担をし、

同一の目的を持って支援していくことがソーシャルワークの基本であると改めて気づかされた。その

中でも、物事の捉え方は人それぞれであり、共通認識を持つことの難しさを感じた。 

ケース会議など多くの支援者が集まる際には、適切に支援の方向性を確認できるように、コーディ

ネート役が関わっていくことも重要だと思った。 
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■研修生レポート（17） 

私は、ソーシャルワークの視点として「協働すること」の重要性を学んだ。 

支援者同士のみならず、本人・家族等も含めて、様々な視点を持ち合って一緒に協力して動くこと

が、解決の糸口となる。支援をする者－支援を受ける者、専門家―非専門家などは上下の関係になり

やすく、それに伴う影響力等も発生しがちである。 

それらは時に有効であるが、複雑困難なケースが目標を達成するには多職種・多機関がチームで協

働し、役割分担をしながらチームで対応することが求められる。 

所属機関の他部門と協働することから、地域の支援者との協働に至るまで、所属機関と地域をつな

ぐ役割を担うには、コーディネート力が求められるだろうと感じた。 

また、物事の捉え方は人それぞれであり、具体的なやりとりの大切さを体感できたことも学びの１

つとなった。 

■研修生レポート（18） 

①ストレングス視点の重要性 

課題を抱えているケースは本人の欠点に目がいきがちであり、その修正や治療といった考え方

になるため、本人も拒否的な対応となることが多い。特にひきこもりケースは対人恐怖があり、

外部の人間とつながりにくいので、ストレングスから本人とのつながりを持っていくことがカギと

なると感じた。 

 

②協働の重要性 

一つの支援機関で本人をトータルに支援していくことは難しい。どんな機関があり、どのよう

なことに強いのかを支援者が把握しておくこと、またケース会議において、各機関がどのような

ことができるのかということを確認することが必要だと感じた。 

また、エコマップを使うことによって支援機関や家族内の関係がわかり、どこから本人にアプ

ローチをかけていくか見極めることができるので、とても有効な手段だと感じた。 

■研修生レポート（19） 

「協働」の大切さをじっくりと学ばせて頂きました。 

ソーシャルワークの基本から入り、一つ一つの事例を丁寧に見ていく事が出来、その過程の全てが

現場に役立つものばかりだったと思います。 

また、海外のソーシャルワークの状況や捉え方等とても興味深いお話しも各所に散りばめられてい

て、今までにない視点も持つ事が出来たと感じています。 

ストレングス視点については改めてその重要性を考えましたし、ケースのみではなくスタッフ間に

も必要な事だと痛感したところです。 

毎日のケース会議に於いても今日の様に「リラックス」した雰囲気が大切で、その雰囲気によって

沢山のアイディアも出て来るという事を再確認致しました。早速現場で活かしていきたいと思います。 
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■研修生レポート（20） 

この講義では、アウトリーチの実践を行う上で重要なことをソーシャルワークの視点から、学び整

理することができた。 

まずは、地域福祉システムの構築である。 

現在は、多くの地域で「受けの福祉」が主流である。それは、地域福祉活動の土台が育っていない

からであると再認識した。しかし、いつもここで考えることは、どのようにしたら、地域が育ってい

くのかという実践の具体化であるが、一つ一つ丁寧な積み重ねで繋がる力を育てていくことが大切で

あり、それは、ケースカンファレンス以前の関わりの中で、お互いを知ること、関係性を育てていく

ことであり、さらに協働できる関係づくりへと地域が発展していく、それは日々の地域福祉支援の全

体の向上にもなると理解できた。 

次にアウトリーチ活動の基本である。 

当たり前の事であるが、「当事者は来談意欲が低い」そこに職員は出向いて行くのである。これは、

本当に難しい支援である。普段の福祉は、相手から要求が少なからずあって関わりがスタートするの

で、土俵が違う。 

また、支援を実施するにあたり、ストレングスの視点を大切にしていると自身について思っていた

が、医学モデルが入り込んでいることに気づかされた。そして、対象者との関係性がスタートできる

よう、自身の話題提供の引き出しを増やす努力も必要と改めて感じさせられた。「SW WISH」あなたと

一緒に歩けるよう、普段の実践を振返る機会となった。 

 事例検討をグループで実施する中で、お互いの意見を出し合い整理する作業がケースカンファレン

スの実際においても活用できると感じ、ブレインストーミングで現場のカンファレンスを実践してみ

ることは合理的であり、双方メッセージとして関係機関のコミュニケーション力も高まるのではない

かと思った。 

全体を通し、ソーシャルワークの視点から自身の日々の支援について振り返り、丁寧にできている

ケースは一握りで、野放しのケースも多く、どうすれば効率的に取りこぼしなく関わりをしていける

のか、見直しをする必要があると考えさせられ、良き機会となった。 

 

 

  



- 17 - 

講義・演習②「不登校、青年期の社会的ひきこもりの理解と背景にあるもの」 

■研修生レポート（１） 

思春期問題の多くは対話不足から来ることが勉強になった。 

親としてはしてしまいがちな、一方的な決めつけや判断の押しつけ、叱咤激励が、思春期には良く

ない事が理解できた。思い起こすと、自分もそれが大変だったと痛感できた。就労支援でもこの話は

気を付ける点だと確認できた。 

具体的な不登校者への対応をわかりやすく示して頂いた。不登校になると、同世代との関わり、規

律を学ぶ場がえられない。本人へは「学校へ行け」は家族から言ってはいけない事や、本人との時間

を外出や食事、遊びで多くし、対話をすることが重要と分かった。人の目を非常に気にすることが分

かった。 

長期のひきこもり者が、知り合いに居たので必要であれば情報を出せる事を、さっそく連絡するこ

とができた。 

■研修生レポート（２） 

「対話」とは面と向かって、声を出して、言葉を交わすこと、一方的な決めつけ、判断の押しつけ、

叱咤激励、相手の心をこじ開けようとする事は「独り言」であり、独り言では相手からは信頼されな

い。 

相談支援に関する業務経験を重ねていくとその経験から、面談の場面で相手の話始めからその先の

悩みや困り事、ニーズを予測した内容になる事が多く見られる。 

アウトリーチを実践する上では当事者だけでなく、ご家族等の関係者との信頼関係も非常に重要で

ある。面談の中で「対話」をした先と「独り言」の先が同じ結果（解決策等）になったとしても、そ

の過程でどのような関わり方をするのかで、相手の気持ちや信頼関係は大きく違ってくる。 

今後の面談では、丁寧な対話を行う事で、相手の不安を取り除き、この人なら話してもいいかなと

思ってもらえる様な確かな信頼関係をつくることを大切にしたい。 

■研修生レポート（３） 

思春期問題における「対話」の重要性、そして一方的な意見の押しつけではない双方向的な「対話」

について講義を受けた。 

また、スクールカーストや不登校、発達障がいバブル、ひきこもり等、一般に広く認知されながら

誤解も多い現代的課題について深く切り込んだ内容であった。 

特に不登校と社会的引きこもりの治療的対応については事例を基に非常に実践的な説明を受けるこ

とができた。 

現在、自身がアウトリーチを行う上で当事者と長期間会えないケースも多いため、保護者に対する

相談支援と環境調整の有効性を学べたことは心強く感じた。 

処遇困難事例や家庭内暴力への対処法の部分もいざという時に冷静に対処するための心構えとし

て、定期的に資料を見返したい。 

また、ひきこもりのライフプランが保護者支援で必要とされているという観点は新しい発見であっ

たので、職場のファイナンシャルプランナーとの連携を深める重要性を再確認した。 

Open Dialogue（開かれた対話）の要素は、面談の場面で取り入れ、関係性の構築と当事者に自分の

状況に対する客観性を持ってもらうために活用していきたい。 
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■研修生レポート（４） 

思春期問題にはまずは対話が重要とのこと。しかし一方的な決めつけ、叱咤激励などは対話ではな

く独り言になってしまう。 

対話とは相互性のあるもので、1対 1では独り言になりやすく、チームで対応することによって対話

を行う。よい対話は不安を取り除き信頼感を増し、本人の気持ちを活性化する。 

また、不登校に対して家庭訪問などの登校刺激は常にタブーではない。訪問に対して本人の拒否を

尊重し押しつけにしない。そのような訪問は学校から忘れられていないと本人も感じる場合もあり、

つながりを意識する機会になることもある。しかし再登校を目標とせず、本人が元気になることを目

標とする。 

ひきこもりに対して介入は必須。介入なしでは長期化してしまう。 

支援の中の一つの方法としてオープンダイアローグを利用する。本人の話をチームで興味をもって

聞き、本人の体験を共有し、深めていく。 

その後本人の前で支援者が本人の話をするリフレクティングを行い、評価や方針を伝えつつ、本人

にもそれを聞いてどうかなど確認して進めていく。 

オープンダイアローグは初めて知り、非常に勉強になった。本人と支援の方向性を検討し本人とチ

ームを組んだ支援のように感じられた。医療的な見立ても重要だが、それには本人との関係性が基盤

になると実感させられた。 

■研修生レポート（５） 

親支援の場でも良くモノローグとダイアローグについて説明する機会は多く、今回の斎藤先生の講

義ではモノローグの有害性を伝えることが重要だと学びました。また、そもそもそれを伝える際にも

ダイアローグを意識していくことを忘れないことを自身に刻みました。 

オープンダイアローグのワークでは、私自身としては新しい技法ですぐにこの技法の良さは理解出

来ました。複数であることで支援者にゆとりができること、質問形式であることで教えてもらう姿勢

になれること、事前の情報が無いことでシンプルな質問をすることができる等。                            

リフレクティングでは、色んな支援者が自分について一生懸命であることが伝わり、また自分を認

めてくれていることが伝わってきました。考えているだけで実行にできていないことに対して前進す

る勇気も持てると感じました。                            

不登校については、本人は学校に行きたいけど行けない、行けない自分を責めていることが前提に

あることを忘れてはならないこと、いじめにおいては①謝罪②処分③納得、ここをスピーディーに必

ずクリアすることの働きかけをするという支援者として具体的に教えて頂いたことは非常に良かった

です。 

日頃から親支援を行なうことで改善するという考え方でありましたが、今回の講義で確信できたこ

とも大きかったです。サポステ事業を推奨頂いていることは心強く感じ有り難かったです。 

■研修生レポート（６） 

不登校・ひきこもりの背景について学び、顔と顔を合わせた「対話」についての重要性を再認識さ

せられた。 

支援者として当事者に対し一方的な意見の押し付けるのではなく、まずは本人の考えや思いを受け

止め共有することが重要であることを学んだ。また、対話を実施する環境作りも重要であり、当事者

だけではなく、その親に対しても支援していく必要があることを学んだ。 

オープンダイアローグの実施について統合失調症治療の実例を学び、グループワークで実際に体験

することができた。この技法によって学んだことは、当事者の主観と第三者の主観を共有することに

よって、お互いが何を考え、何を求めているのかの意味を深めることができることを実感した。 
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■研修生レポート（７） 

不登校、ひきこもり、このような様な状況に陥っている子供若者については、精神・身体的症状を

訴えてくる者がいる。 

その様な子供若者をまずは放置しない事、外的な原因の有無、精神症状の有無を確認する事や医療

が必要な場合は治療的介入も大切であり、子供においては適応指導教室や児童相談所、思春期青年期

の方においては集団適応支援団体や就労支援団体等、支援者は当事者が今必要としている社会資源を

知識として知っておくことも必要であるという事を学んだ。 

ダイアローグという開かれた対話の手法を知り、体感したのは初めてだったが、目から鱗であった。

（押し付けでない働きかけを行うことが出来る為） 

斎藤先生の講義を聞き、家庭での自分の在り方なども考える良いきっかけとなった。 

■研修生レポート（８） 

『対話』と『モノローグ(独り言)』について 

 

『対話』とは、面と向かって、声を出して、言葉を交わすことである。現在、メールなどの代替手

段があるがそれらにもたれすぎないようにする事が必要である。 

家族の対話や対面での対話の価値や、対話を促進することが状況を変える大きな力になることを再

認識する必要がある。思春期問題の多くは『対話』の不足や欠如からこじれていく。思春期問題を完

全に予防はできないが、こじれることの予防は可能である。 

 

『モノローグ(独り言)』とは、一方的な決めつけ、判断の押しつけ、叱咤激励は『対話』ではなく

『独り言』である。 

対話には相互性がある。主観と主観の交換である。言っている事が正しいとかの問題ではなく、支

援者として如何に相手の主観に寄り添えるかが大切である。同時に、支援者の言う事を分ってくれな

いではなく、分らせられないという謙虚さが必要になる。 

二者関係での対話はこじれやすいため、訪問に際してはチーム(二人以上)で対応することが望まし

い。良い対話は、不安を取り除き、信頼感を増し、本人の気持ちを活性化する力を持っている。加え

ワンストップで対応する。連続性のある支援が必要となる。 

 不登校への支援としては、『再登校』を目標とするよりも『どうすればこの子が元気になるか』を目

標にする。不登校の最中であって、一緒に遊ぶなど、ストレスの高い活動はできなくても、ストレス

の低い活動であればできる事もある。そこに『変な価値観』をあてはめないことが必要である。 

 

 

『不登校とひきこもりの関連性』について 

不登校については文部科学省『不登校に関する実態調査』によると５年後の時点で就学・就労して

いないとの回答が 18.1％であった事から不登校問題の８割以上はなんとかなっていると考えられる。

反対に、10％から20％程度が長期の社会的ひきこもり状態に至ることが推測される。 

 

社会的ひきこもりの治療的対応としては三段階がある。 

①家族相談(情報提供) 

家族関係よりもシェアハウスと考える。愛情よりも親切に接する事が必要。ほとんど対話がな

い家庭環境。顔を見たことがない。対話を復活させる。親の姿勢を変える。始めは一方的な話し

かけから始める。ドアの外から語りかける。まずはまめに挨拶する。相手に対して悪意がないこ

とをアピールする。家族全員で挨拶をする。 
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②個人治療(個人精神療法・薬物療法) 

お手伝いを頼む、洗濯物を入れといて、高いものを取って、しゃべらないけど手伝ってくれる。

対話がなくても動く。家族に対しての『恨み半分、感謝半分』ネガティブからネガティブな感情。

丁寧にお願いすると丁寧に対応する。本人に判断する『余地』を残す。指示命令が気に入らない。

余白を残しておく。十分に残したうえでお願いをする。『～もしよかったら～してくれる？』断り

やすり頼み方をする。我がことの人間関係を再構築する。やっている事は半人前でも判断は一人

前であることを認める。対話を始めると、本人から堰を切ったように『恨み、辛み』が出てくる。 

それを一旦吸収する。感情と共に共有する。訂正しても始まらない。言いたいことを言わせてお

く。毎晩聞かされると言う事は、ちゃんと聞けていないという事。 

 

③集団適応支援(デイケア・たまり場) 

お小遣いは必ずあげる。外出してお金を使うという事は社会参加すること。 

どういうことをアドバイスするか。目標は『本人が家の中で安心して生活できること』不安を掻

き立てて追いつめないとこの子は動かないと思う親。ストレスフルな状況。叱咤激励の毎日。両親

の一致した意見。母は熱心でも父は逃げているなど。本人からすれば父母はワンセット。一致団結

した意見である方がいい。対話こそが安心の源。放置・放任は間違った考え方。 

非難はモノローグ。距離感が大切。過干渉、密着過ぎてもひきこもりから出られない。家族の距離

感が大切。自分の子供とは思わずに自分の仲のいい友達の子を預かっていると思えるといい。 

 

『家庭内暴力』への対処法 

高い専門性は必要ない。子供は弱者であることを念頭に、基本的な対処法が必要。子供から親への

暴力は、親が子供を刺激しているから起こる。 

親に対して『あなたが子供を刺激していませんか？』を尋ねる。家庭内暴力を予防するには退行さ

せない事が重要となる。スキンシップ、抱きしめる等は暴力を促進する。全受容はまちがい。暴力は

全面拒否する。家族が暴力は嫌だと宣言する。 

家族の責任と捉えて、暴力を受け入れてしまう事はまちがい。『ダメ』と伝えるのではなく『嫌だ』

と伝える。どうしてもこの事が言えない人は警察に通報や避難する。『今度やったら○○するよ』と予

告する。おさまらなければ即実行する。タイミングを逃さない。報復を恐れて出来ないではなく恐れ

ずに実行する。９割は鎮静化する。深刻なものは通報する。 

いやがらせ程度は避難する。避難直後は本人に電話連絡する。暴力に耐えられないから避難します。

暴力がおさまれば戻ります。帰宅のタイミングは本人が謝れば戻るではない。１週間後など一時帰宅

を繰り返す。心配しているとのパフォーマンスとして、衝動ではなく手順として行う。 

 

以上、暴力を深刻化させない為の手順として家族と共有する。 

■研修生レポート（９） 

不登校、ひきこもりの対応 

「どのようにすればこの子が元気になるのか」を目標とする。十分な休養期間を保証し、本人の拒

否権を尊重。 

15～30分程度の雑談の訪問でも十分である。家族の関わり方が治療にもなるので、適切な接し方を

助言し、取り巻いている環境を改善することが重要。拒否的であっても実は助けを求めている場合が

あるため、言っている内容ではなく行動に着目する。 

オープンダイアローグの技法 

意味の共有、リフレクティング、選択肢の創造、重要な決定は目の前で行う等、信頼関係の構築や

エンパワメントにもなっている。 
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■研修生レポート（10） 

【対話】 

対話（ダイアローグ）…面とむかって、声をだして、言葉を交わすこと。 
独り言（モノローグ）…決めつけ、押しつけ、叱咤激励、自問自答 

治療的対応とは、モノローグをダイアローグに開くこと。 
バーチャルに馴染めば馴染むほど、face to face の価値が感じられる。 

 
【社会的ひきこもり】 

自力で抜け出すことはほとんどない。 
介入必須。介入が専門家によるとは限らない。 

 
社会的ひきこもりの治療的対応 

①家族相談（情報提供）②個人治療 ③集団適応支援 
・家の中で安心できる環境を整える 
相手に対して家族全員で悪意のないことを示す 

×放置、放任…不安をかきたてる ×叱る、責める 
距離感が大事。ex挨拶、お願いごと（丁寧に、人を動かすとき余白を残すこと） 

支援にあたって、連続性が大事。できるだけ同じメンバーが関わり続けること。ひきこもりに
とって、世間体、近所の視線は脅威。 

 

【発達障害バブル】 

空気が読めず孤立しがちな変わり者＝アスペルガーというレッテル化。共感性がないことと空間
における立場がわからないことは別。 
診断を下すことで本人の自己洞察が深まり、生きやすさが増すようであれば診断には意味がある。 

 

【ひきこもりデータ】 

初発年齢平均20.3歳、初診年齢平均27.3歳、現在年齢平均 32.6歳 

→ニーズの掘り起こしの必要性 
 
【オープンダイアローグ】 

dialog＞discussion 

本人の専門家は本人。本人にいろいろ教えてもらうという姿勢を持つこと。 

オープンダイアローグ…（対人）ネットワークを基盤とした言語的アプローチ。 

自分の中から興味、好奇心を持って、ていねいにきく態度が大事。 

メンバー全員でどんな発言も重要という雰囲気が共有されていると感じさせることが、当事者に最

大の安心をもたらす。 

■研修生レポート（11） 

全体として斎藤先生の発表自体に衝撃を受けた。 

不登校、ひきこもりの方々への視点、社会的ひきこもりの特徴、本人と家族への対処法など、半日

で受けたご講義と思えないほどの学びを頂けたと思う。 

 講義を受けながら改めて気づいた点として、家族対応について特に私は勉強不足であると反省した。 

本人との個別面談にこだわり過ぎて、そもそも本人が生きていく上で一番関わりの深いご家族への

日頃からの関わり方、視点にアプローチしていく事の重要性が最近手薄になっていた様に感じた。 

 オープンダイアローグについては、実際グループを通して学びを深めることが出来た。このワーク

を通して、（本来使い方は違うとは思うが）スタッフ同士で『対話』することの大事さを実感した。お

互いが良いフィードバックをきちんと言語化し伝え合うことで、利用者にとってもスタッフにとって

も、良い雰囲気が築かれていくのではないと思う。 
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■研修生レポート（12） 

斎籐先生の講義は、精神科医としての立場からの内容であったと思う。 

以下は特に印象に残った内容を記載した。 

１ 家庭療法が入っている 

 

２ 一般論 

 ・ＬＩＮＥやメールに親しめば親しむほど「対面での会話の価値が分かる」 

 ・わかってくれない→支援者の能力がない。 

 ・二者関係は危険、複数チームで訪問してほしい（転移が生じる）。 

 ・同じメンバーが関わる方がいい。１人の人が総合的支援、判断を下す。 

 

３ 不登校 

 ・2002年に減少した（学校５日制になったから）。 

 ・ポケモンＧＯは無効だ。 

 ・重いスティグマになりそうだ。 

 ・不登校の分類は、身体症状があるか心の症状があるだけで十分。 

 ・いきなり説教するのは、不安な支援者がすることだ。 

 ・ドクターショッピングは、ウインドウショッピングと同じ。 

 ・支援する人が関われば状況は変わる。 

 ・加害者の謝罪、加害者の処罰をクリアして訪問する。 

 ・訪問活動は、信頼関係を築き、忘れていないことを示し、登校刺激をしてもいい（おそるおそる

出されるもの）。 

 ・この子がどうすれば元気になれるか、家の中で元気になれるかを考える。 

 ・「対話を増やし」「共通体験を増やす」こと。 

  ・医者の治療に移したから、関わってはまずいと思う必要はない。  

 ・スクールカーストを知る（クラスの決定権は上位層が持っている、教員は上位層と親しくなるの

で、カースト制を解体すること（小人数制を頻繁にかえる、席替えをする）が必要。 

 ・いじめ問題の対応（いじめは後遺症になる、一生に関わる）。 

 ・不登校といじめの関連性。 

 

４ 社会的ひきこもり 

  １／３発達障がいというが、過剰診断で私は１割と思う。 

  １／３精神疾患 

 ・わかりやすいのは「反発すること」→助けを求めている→見込みがある。 

 ・社会参加できない若者は、ホームレスかひきこもりになる。 

 ・何もしていないと長期化する。 

 ・不適切な診断は両親、本人を絶望させる。 

 ・引きこもりの初発年齢（20.3歳、初診 27.3歳、診察までに７年かかっている。） 

 ・家族相談のアドバイス（居場所を確保、不安をかきたてられない所）。 

   まめにあいさつ、お願い事をする。 

 ・すると、長年の恨み、辛みを話し出す（とりあえず聞く）。 

   うろたえずに聞けるかどうか。 

   でも対象者はいろんな形で親に気をつかっている（戸締まり、電気の節約等）。 

 ・お金の問題 

   親が渡す小遣いは２万円（自由に使えるお金）は必要。 
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 ・家庭内暴力への対処方法 

     全面拒否してあげた方がいい。 

   初期暴力は、変な嫌みを言わないこと。（暴力の前に何か刺激してないか？） 

   慢性暴力へは、家族が「暴力は嫌だ」と言う。 

   通報 肉体的な暴力は通報→通報する前に予告する「今度すると通報する」 

   通報・避難のタイミングは、治まったその日のうちに、直後に通報、避難する。 

   避難した直後に本人に連絡する→本人が自暴自棄にならないように 

   最低１週間は逃げる→一次帰宅する→暴力しなければ帰る 

   この方法で治らない人は、やり方が雑だから。計画的にやる。 

 

５ オープンダイアローグ（開かれた対話）の手法 

 ・治療チームは危機にあるＣＬの自宅に赴き、危機が解消するまで、毎日会い続ける。 

 ・治療のプロセスにＣＬや家族を巻き込み、臨床家達は個人ではなくチームで動く。 

 ・導入は、1980年の家族療法の手法が導入されている。 

 ・実施の条件：24時間対応、毎日ミーティング 

 ・対話の手法：本人の目の前で、全員に発言の機会を、発言は open questionで。 

 ・なぜ有効なのか：家族システム理論 

 ・対話を続けると治った。 

 ・可能な限り、開かれたものでなければならない 

 ・前もって目的等は決めない。 

 ・インタビューは患者の発言に問いかけの形で答える。 

 ・対話において、現実を志向する必要なない。 

 ・発言に興味と関心を示しつつ会話を生成する。（本人に教えてもらう） 

 ・対話を通じて患者もその家族も修復的で復元的な新しい会話を構築するプロセスに参加する。 

 ・実践のための12項目 

   ２人以上のカウンセラー、ＣＬ、家族とネットワークメンバーの参加、開かれた質問をし、   

ＣＬの発言に必ず答える、今この瞬間を大切にし、幻覚・幻聴を否定せず、体験を「共有」   

「交換」する、ミーティングにおいて専門家同士の会話（リフレクティング）を用いるなど 

 

６ リフレクティング研修 

   「ちょっとこのままお待ちいただけますか？わたしたちの間で話したいので」と言って本人に

も聞こえるが（ＣＬの目をみない、見てないふりをする。）専門家同士で話をする。８割が全体の

話合い、２割がリフレクティング。 

  リフレクティングをしたあとで、ＣＬ役の人にその時の感じを発言してもらった 

 ・ 関心をもってくれる人がいる、という感覚があり、よくなりたいと思った 
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■研修生レポート（13） 

小児期のいじめ被害が成人後の健康面で高いリスクを抱えること、不登校の 2 割は引きこもりにな

るなど、訪問支援の重要性をいろいろな角度から話され、とても心が引かれながら受講しました。そ

の中で、次の2つが印象に残りました。 

 一つ目は、「再登校を目標としない。どうすればこの子が元気になるかを目標にする」かのところで

す。私が勤務している適応指導教室では、本年度から不登校児童生徒の訪問支援が活動の柱となりま

した。引きこもっている家庭に対して、叱咤激励を改めさせることや一緒に行動するなどの具体的な

助言はとても参考になりました。 

 二つ目は、家庭内暴力への対処法です。感謝の気持ちがあることや指示や命令には反発することか

ら、あいさつをしたり、もしよかったらと手伝いを頼んだりする方法。暴力に対して「だめだ」では

なく「嫌だ。警察に通報する」と予告し実行する方法。これらの成功事例の紹介を聞いて、今後の訪

問支援に向けて、力強く背中を押されたように思いました。 

■研修生レポート（14） 

斎藤氏の講義の中で、最も印象に残っているのは「リフレクション」である。シミュレーションと

はいえ、このような具体的手法について学び、体感できたことはとても大きかったと感じている。 

また、「対話」という、ある意味曖昧なもの、決まった型のないものが、治療として使われるまでに

有効なものであるということは、とても参考になったと同時に、自分自身の支援について振り返るき

っかけともなった。                    

 そして、私は普段から不登校生徒と関わる機会が少なくないが、その支援についても、考えさせら

れる点多かった。例えば、「疾患があると判った途端に医療機関に投げるのはよくない」「家庭訪問は

学校とのつながりを意識する機会であり、“常に”タブーとは限らない。見放していないサインにもな

る。」という齋藤氏の言葉は印象に残っている。他機関との丁寧なつなぎや、（頻度は変われど）一貫

した関わりの大切さを改めて考える機会となった。 

■研修生レポート（15） 

まず、普段当たり前のように使っている「対話」と「コミュニケーション」という言葉の厳密な違

いについて、今後の支援の中では意識して使い分けていかなければならないと思った。アセスメント

場面においても、家族や友人と「コミュニケーション」が取れているだけなのか、「対話」ができてい

る関係性なのかまでは聞き取れていなかったように思う。 

また、支援を始めるタイミングについても、私たちは相談が来た時点からすぐに取り組める目標設

定をして動くことにばかり気を取られ、本人と信頼関係を作るというプロセスをおざなりにしていな

かっただろうか？と反省した。 

オープンダイアローグの手法は以前から知っていたが実践したことはなかった。クライエントの前

ですべて話していくということは、支援者の手の内を見せてしまうことであり、自分たちの逃げ道が

なくなってしまうのではないだろうかと考えてしまったからだと思う。その時点で支援が自己中心的

であり、クライエント主体ではない。「ゴールをあえて設置しない」「想定を保留する」「開かれた質問」

という特徴についても、発達障害の方には見通しが立たず、パニックの原因になるのではないか？と

も考えた。（もともと統合失調症のケア技法ではあるが） 

こういった手法を支援に取り入れる前に、クライエントとの信頼関係を構築する事、そして本人に

対して興味・関心を示し、様々な視点から本人を見つめるこの「対話」こそが、最大の安心につなが

り、リフレクティングの手法により、「ひとりじゃない」と感じることを演習の中で学んだ。 
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■研修生レポート（16） 

スクールカーストの位置決定を左右するのはコミュニケーション能力であり、対人評価もこの能力

に一元化する、という点が印象的であった。コミュニケーション能力に必要な「自己主張力」「共感力」

「同調力」のうち、特に「共感力」と「同調力」について、ASD傾向のある思春期の子供が獲得するこ

とは難しいだろう。 

いじめにまで発展することがなかったとしても、学校集団の中で自己肯定感・効力感を得ることの

困難さは容易に想像がつく。スクールカーストの怖さは、上位層がカーストを決めているわけではな

く、対象者全員が関与した「空気」が決め、自発的に身分構造ができる、という点である。ASD傾向の

ある者が思春期をどう乗り越えていくか、大人はそれをどう支えていけばよいのかについて、改めて

考える機会となった。 

■研修生レポート（17） 

①ひきこもりの理解や具体的な対応について。 

過去先生の話を２回聞いたことがあり、復習にもなり理解が深まった。特に家族の関わり方だけ

で本人が変化をしていくことは、現在自分が行っているひきこもり家族教室の意義を改めて肯定さ

れたように思えた。また、発達障害の診断が多いということは日々の業務でも実感しており、発達

障害の枠で見てしまうと、本人への支援を狭めてしまうことにつながることを感じた。 

 

②リフレクティングについて。 

とても画期的な支援法。自分の業務の中でも、なるべく自分の感じたことや所としての支援方針

を伝えるようにしているが、リフレクティングはそれも含めて本人をエンパワーするような内容を

話すことで、今後の支援への安心感や自己肯定感を上げることにつながると感じた。ただ、これを

職場で広めるには上司の理解が必要。職員間で試してみるのも一つの方法である。 

■研修生レポート（18） 

「対話」という事を深く考えさせて頂く事が出来ました。特にオープンダイアローグ、リフレクテ

ィングのロールプレイでは、クライアントの立場を体験する事が出来ましたが、とても感動的な体験

となったと思います。 

自分の事をこんなにも真剣に考え話し合ってくれている人達が目の前にいる時の、嬉しさや感謝の

気持ちは言葉では表現できない程のものでした。その流れの中でおそらくクライアント自身ももっと

沢山話したいという気持ちになるであろう事も想像できましたし、この手法がどれだけ効果的かとい

う事も実感できました。 

以前、先生の著書の「オープンダイアローグとは何か」を拝読させて頂いておりましたが、今ひと

つ掴めていなかった事が、この体験を通してスーッと入って来た様な想いです。更に学びを深めてい

きたいと考えております。ありがとうございました。 
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■研修生レポート（19） 

最初に「対話」について丁寧な説明があった。思春期問題に対応するための支援の大切なポイント

だと感じた。支援者である私自身、日々の支援に丁寧さがかけているのかもしれないとも振り返れた。 

対話をきちんと持つことの意味を認識し、本人を取り巻く環境にも、きちんと対話で働きかけていか

なければならない。それが、常識の範囲での基本であり、大いに役立つ予防策なのである。 

 また、「対話」の中で、「開かれた会話は３人以上」との考え方に衝撃を受けた。確かに一対一は転

移関係になりやすいことは事実であるが、一般的な面接イメージからは外れた形である。 

しかし、ある意味、本人にとっても支援者にとっても安心な場を構築しやすくなるのかもしれない

と感じた。 

 そして、「スクールカースト」について学んだ。これは小学校から中学校時代における学級運営に大

きな影響を与えるであろう人間関係の構造であるが、そこでの成り立ちは「個人のコミュニケーショ

ン能力に一元化」されており、他の能力評価は少ないということ、また、全一致で自発的にできてし

まうものであること、それを解体するには多くのエネルギーが注ぎ込まれなければならないことなど

から、先生の上手な学級運営手腕にかかる部分の大きさを認識した。 

いじめ体制にも発展する可能性を考え、早期の対応方法を先生方へきちんと伝えていくことが大切

なのであろうと思った。 

 不登校における訪問の重要性については、「本人が忘れられていない」という実感ができるメッセー

ジが大切なのであることを再認識させられた。この話から、様々なケースが頭を巡り、ケース検討の

際に、「学校へ対し、訪問指導の必要性とその対応について具体的な指示が必要である」と考えさせら

れた。多くの間違いを繰り返している教育現場は多く、学校へ丁寧に伝えていくことが不登校解消の

近道であること、どのような方法で伝えていくかは視点の違いからも見立てる必要があると感じた。 

 そして、「こどもから親への暴力対応の実践編」は大変学びとなった。「子供のほうが弱者であり、

親が子供を見離したら終わりになると子供はわかっているのだ」との説明に、暴力で親子の力関係で

逆転現象が起きたように考えていたので、私自身はっとさせられた。また、暴力が起きないよう具体

的な方法を説明いただいたので、今後は実践してみたいと思った。 

 最後にダイアローグという面接技法を学んだ。この方法は、「本人が大切にされている気持ちをもて

ること」を実感でき、相談の主人公がきちんと存在しながら支援がすすめられることも素晴らしいと

感じた。きちんと文献を読んだうえで、実際の面接場面などで活用を図ってみたいと感じた。 

■研修生レポート（20） 

当事者との対話無くして問題は解決しないということを改めて考えることが出来た。対面で対応す

るということの価値の高さを考えると同時に、その対話には状況を改善する力があるという言葉が非

常に心に残った。 

当事者の持っている力や言いたいことをどれだけ引き出すか、そこにアウトリーチの重要性が出て

くる。その為にはその問題を本気になって解決するという強い思い、信頼関係を作るための努力、当

事者と共に歩むという姿勢が大事だと感じた。                        

 テクニックの面ではオープンダイアローグの手法、チームで動くことを指導して頂いた。私の場合

はまず親の会の支援者としてオープンダイアローグ、リフレクティングを現場に落としていきたいと

思った。また、学校現場でのいじめに対する対応について①加害者の謝罪、②加害者の処分、③被害

者の納得。この順番で対応することを念頭に置き対処していきたいと思った。  
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講義・演習③④「アウトリーチと重層的な支援ネットワークを活用した多面的アプローチ①・②」 

■研修生レポート（１） 

子供・若者育成支援推進大綱について知ることができた。また子供の置かれている現状や、追い込

まれている子供の切迫した状況を画像や動画で、目の当たりにすることができた。支援機関に繋がっ

ても、システム的に不十分で対応できない部分がある事が理解できた。アウトリーチに繋がるケース

は困難ケースの割合が高い事も知ることができた。 

実際の初期の導入期段階では、本人との関係構築を重視し、対人恐怖や猜疑心の強い本人に、安心

や有効な人間だと分かってもらう事が重要、支援前には十分な情報を調査した上で介入していく事が

必要。 

また誰から本人へ、どのように導入を話すかも重要であることが分かった。初めから目的へ誘導す

るのではなく関係性が固まってから、次のステップに移行しなければいけないということがわかった。 

さらに、環境調整も大きなカギで、総合的に本人を取り巻く環境を把握し、改善していく事が必要

な事もわかった。移行支援者自身の自己分析も相手に、どのような印象を与えるかが大きく関わって

くるため確認しておく必要がある。後から本人に聞いてみるということが本当の気持ちが聞け有効と

感じた。 

機関に誘導するのか、関与を継続していくのかを見極めることも支援の方向性を考える上で必要な

事がわかった。本人より一歩も二歩も先を読んで、仕掛けをしていくと効果が上がる。またそのヒン

トを事例を使って示して頂いた。 

安定期では、関係作りの自己開示の重要性、秘密の共有、支援ツールとしてストレス軽減の為の遊

びも必要。いろいろな情報収集、ツール（ゲーム、アニメ等、興味のあるもの）の活用が参考になっ

た。 

展開期では、関係者との連携と孤独感がでない関わりの引き方が勉強になった。画像や動画が現場を

イメージしやすく、具体的で参考になりました。 

■研修生レポート（２） 

本講義では、アウトリーチを行う上でていねいな事前準備の大切さについて深く学びを得た。これ

までの相談支援の業務でも事前の情報収集は行っていたつもりだが、本講義で理論と実践について具

体的な話を聞く事で、これまでは何となく情報収集をして、何となく情報を取捨選択していた事に気

づいた。 

一つ一つの情報には意味があり、無駄な情報は無いこと、これらの情報を活かすための視点を複数

持つ事の大切さ、又、実際のアウトリーチでも得られた情報を基に、ていねいで適切な配慮を重ねる

事の大切さを学んだ。 

 行政における相談支援機関として、ケースの情報共有（引き継ぎ等）や認識、とらえ方の統一は重

要な課題の一つであるが、「FIVE DIFFERENT POSITIONS」を活用することで、当事者のとらえ方を統

一する、統一するまでの過程で意見交換等が生まれる、意見交換等が生まれる事で相談支援員として

の確かな経験が積み重なるとともに、働きやすい職場づくりにも繋がると感じた。 

当事者等との関わり方、これを通した地域づくりや相談支援員の職場づくりはすべて繋がっており、

これらには「ていねい」が大切なポイントである事を学んだ。 
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■研修生レポート（３） 

非常に内容の濃い講義で、法律的なマクロの視点から「困難場面で自分ならどう対処するか」という

疑似体験まで、幅広く学ぶことができた。講師である谷口先生の 13年を超える実践のノウハウをご指導

頂くにはあまりに短い時間ではあったが、心構え・綿密な下準備による価値観のチャンネルあわせ・制

度や地域機関の活用について等、アウトリーチ支援全般を網羅して頂き、現場実践の第一人者の熱意を

直に感じられたことが大きな収穫であった。 

また、アウトリーチの展開過程を導入期・安定期・展開期・終結期に分け、それぞれにおける具体

的な留意点や困難ケースについての説明、既存の枠組みだけでない柔軟な対応の必要性、コーディネ

ーターと相談員の両方の視点と役割を学んだ。 

今後特に留意したいと感じたのは、過去の支援の失敗や保護者からの聞き取りにという事前準備の

重要性である。今まで子供と保護者同席で初回面談を行うことがあったが、今後は必ず、まず保護者

との聞き取り面談、その後本人との面談を行うようにする。 

 また、「家庭教師方式の学習指導法」や「関係機関の利用に対して抵抗感を持つ方の誘導方法」につ

いてなど、課題に対して具体的な対処法を示して頂けた。 

可能であれば録音させて頂くべきだったと後悔するほど、現場で困っていたことに対しての解答が

詰まっている講義であった。改めて自身の支援のあり方、困難を抱える当事者とのかかわり方につい

て振り返る貴重な機会となった。 

■研修生レポート（４） 

アウトリーチが必要になるケースは従来の施設来所相談では対応できないケースとなり、困難事例

や相談意欲が低い場合や関係性が複雑だったり、危険性が高いケースになりやすい。 

アウトリーチする前には事前に情報収集を行い、十分に配慮をする。そのためにはネットワークを

構築し、環境に直接アプローチしていく。 

また本人支援には本人の価値観のチャンネルに合わせていくことが必要。その価値観のチャンネル

を合わせる為に、事前準備は重要になり、親や家族などから情報を十分に得ておく。またその価値観

のチャンネルに合わせた支援は枠組みにはめ込む形でなく、本人に合わせたものにする。 

事例を具体的にあげてくださり、どうしてそのようになったのか、アウトリーチの危険性や留意点

を事例に沿って説明されたのでイメージしやすかった。またアウトリーチを行う前にさまざまな準備

を行い、関係性を構築するために具体的にアウトリーチの方法を練っていくことが必要と感じた。ま

た本人の価値観のチャンネルに合わせた支援は、従来の枠組みにとらわれていては難しく、柔軟な思

考でアイディアを出して支援を作り上げていくことが求められるのだと実感した。 

■研修生レポート（５） 
アウトリーチは訪問を始める前から始まっているという言葉が印象的だった。 
アウトリーチの成功の鍵である事前の情報収集、アウトリーチを行っていく際に考えられる事柄全

てを想定しできる限りの情報を収集する事や多角的な分析が必要であると感じた。 

これらが出来ていないと本人に不利益を生じさせ、逆に状況を悪化させることにもなり得る。それ
はあってはならないことである。 

今回の講義では、アウトリーチの開始から終結までを段階的に教えていただき、具体例なども提示
され、きめ細かいオーダーメイドの支援方法を考える必要があることを学んだ。どの時期も本人の気
持ちの尊重が重要だということが共通していると感じた。 

 自身としては、専門性を持つ事も大事だが、様々な状況で本人や家族への課題や見立てが出来る支
援者でありたいと思う。 
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■研修生レポート（６） 

子若、サポステ、生活困窮者事業をまとめて運営することの効果を改めて感じました。 

社会参加・自立まで責任を持って見届けられる体制は必要、重要であると日頃から感じています。
特にアウトリーチでは家族支援も同時に行うことは必須となること、アウトリーチの事前準備につい
てどれだけ情報収集が大切なのかを知ることができました。 

また、どんなに専門職が揃っていても、入口段階でどのように価値観のチャンネルを合わせ、どの

ようにアプローチして信頼関係を得るのか、具体的な事例が沢山で分かりやすかったです。訪問時に
ついてのＮＧワードや取っ掛かり等非常に参考になりました。                            

出口段階では、多職種の事業主に協力を得ること、そして登録制を持つ体制は有効であると感じま
した。アセスメント指標もチームでの支援には共通認識として有効ではあるが活用の仕方は検討が必
要と感じました。 

そして行政や学校へのアプローチのかけ方も現在、宮崎での課題の一つとなるところでしたのでお
聞きすることができ良かったです。丸ごと実践はできず工夫が必要ですがイメージは持てました。 

支援は中途半端になることが逆に支援開始時よりも状態が悪化する懸念があります。また、複数の
機関が関わっているにもかかわらず改善されていないことは原因を追求する必要があることも再度感
じました。 

■研修生レポート（７） 

【アウトリーチの４形態】 

①機関誘導型（短期誘導型）②関与継続型 ③機関連携型 ④直接接触型 

アウトリーチ現場の特殊性 

①困難事例が多い、②相談意欲が低い、③関係性が複雑、④危険性が高い 

→支援者側の都合ではなく、子供・若者にとって「どのような存在であれば受け入れられるのか」

を考える。 

 

【アウトリーチから始まる支援過程：関係性の変遷】 

導入期：継続的に会えるようになるために謙虚＆配慮を重ねたアプローチ 

→安定期：信頼を得て関係性を適正化する。支援展開を視野にいれた準備 

→展開期：困難に多面的にアプローチする、美談、根性論から脱却した現実思考、解決思考のネ

ットワーク活用型支援 

→終結期：関係性の再調整を行い援助者としての役割を終える 

・支援のゴールをイメージし、場当たり的な対応にしない 

・事前準備の段階から支援プロセス全般を意識すること 

 

【効果的な訪問導入を図るための事前準備３段階のプロセス】 

①訪問の成否を決める重要な過程であることの意識：情報の収集と分析 

②本人と接触できる限られたチャンスを生かす：自己分析と環境確認 

③間接的な働きかけの中で支援者としての関係性の構築：活きる情報の提供 

 

【専門性が異なる関係機関と連携の際の留意点】 

→異文化コミュニケーションとしての相互理解と共有指標の作成など共通言語の確保による認識の

共有化 
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■研修生レポート（８） 

スチューデント・サポート・フェイスでのアウトリーチの取り組みについて事例から具体的に学ぶ

ことができた。 

他の関係機関との協働体勢、当事者や当事者を取り巻く環境に対してのアプローチについて、細や

かな配慮が多くの若者に対する自立を実現してきたことを学んだ。 

アウトリーチを行う前段階として本人や親、それを取り巻く環境の情報を整理し、その後のアウト

リーチをどのようにアプローチしていくのかを考えなければならない。継続的な訪問を実現する為の

見立て材料は、本人や親からの情報だけではなく本人に関わる他の関係機関との連携や本人の生活の

状態など多面的な視点によってなされることを学んだ。 

導入期でのアウトリーチでは本人と会えない場合でも、いかにして本人との関係性を築き上げてい

くかの様々なアイディアや工夫がなされていた。本人の拒否をする権利や主張を尊重し、心情に配慮

した細やかなアプローチが信頼関係を作り上げ、本人にとって安心できる訪問になることを学んだ。 

信頼関係を構築していくことで本人と支援者が本人の抱える課題を共有することができ、その後の

支援においても個別の取り組みを構築していく必要があることを学んだ。 

また本人を取り巻く環境への配慮とその他の関係機関との連携も同時並行して取り組み、本人にと

って動き出しやすい環境づくりを意識していかなければならないことを学んだ。 

■研修生レポート（９） 

『どんな境遇の子供・若者も見捨てない』以前、谷口先生がプロフェッショナルの流儀に出演され

た時の放送を見て心に残った言葉です。 

今回のアウトリーチ研修で一日半にわたって講義を受けられたことは自分自身にとって大きな機会

になると感じました。谷口先生の講義を受けて以下の３つのキーワードを強く感じました。 

『アウトリーチ』『重層的な支援ネットワーク』『関係性』以前から、アウトリーチの必要性は語ら

れていたように思います。 

『とりえず』の家庭訪問でいいのか？支援者側の都合ではなく、子供・若者にとって『どのような

存在であれば受け入れられるのか？』を考えるにあたって、導入期から終結期にわたって『関係性』

を重視するだけでなく、『関係性』を意図的に『調節する力』が必要との事でした。 

特に導入期は重要な時期であると感じました。場当たり的な対応にならないように支援のゴールを

イメージして尚且つ、『事前準備』の段階から支援プロセス全般を意識できるようにする事の重要性を

感じました。 

『重層的な支援ネットワーク』に関しては、アウトリーチの強みを活かした相談支援の入口から、

社会参加・自立まで責任を持って見届ける為の伴走支援については完成度の高さを感じました。 

特に段階的に『オーダーメイドの個別プログラム』『集団活動への段階的移行により適応性の向上』

『興味関心から実用的プログラムへの転換』に関しては、TV放送でもあったように、手間や時間はか

かっても『関係性』を重視した支援には自分が出来ていない部分を多く感じました。 

すべての講義をとおして、数多くの実践例が紹介されていたため、自分がおこなっている相談ケース

と照らし合わせながら聞くことができました。 
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■研修生レポート（10） 

ネットワークの重要性 

急激な社会変化の中で子供・若者が抱える問題は複雑化・深刻化し、組織だけで解決を図ること

が難しいケースが多い。 

そのため、支援過程と一体のものとして考え、重層的に連携協力体制を構築することでニーズに

幅広く応え、足りないもの、必要なものは協働で創り出すことで本人の希望に対して細やかに柔軟

な支援ができる。 

協力先を増やすためには、可能な限り効率化・合理化を図り、相手にもつながるメリットを示し、

負担感をなるべく軽減させる工夫が重要である。 

 

アウトリーチの実際 

本人の興味関心、好き嫌いに至るまでアセスメントを行い、価値観のチャンネルを合わせる。こ

れまでの相談歴でどのように感じていたか等を把握することも支援の手がかりとなり、事前準備を

丁寧に行う。 

訪問時には情報提供者の立場に配慮し、問題が悪化しないように場面に応じた行動をとる。 

本人との面談は、はじめは簡潔に行いもっと話したいと思う位に区切る。体験につなげる際には、

苦手意識やトラウマを強めるリスクが高いことを踏まえ、ストレスに配慮したプログラムを計画・

実施する。 

■研修生レポート（11） 

今回の研修目的の一つに、訪問支援に携わっておられる人たちの「心構え」を学びたいがありまし

た。谷口氏の数々の実践を資料や映像から、正しくテーマである「どんな境遇の子供・若者も見捨て

ない」が伝わってきました。 

テーマの具現化に向けて谷口氏の手法のキーワードは、私は「緻密」であると思いました。いくつ

もなるほどと思うことがある中で、特に印象が残ったことが二つあります。 

一つ目は、訪問対象者は相談や支援に不信を持つ割合が約 60％と高いという実態に照らし、レベル

ごとに対応者を選定し、チームで対応しているきめ細やかさです。 

また、複数の問題に対して、適切な見立てを行い、その見立てに応じて伴奏型の支援を行っている

ことです。実態に即した組織体制を整え、支援計画を立案されていることに感動しました。 

二つ目は、本人と接触できる限られたチャンスを生かすために、子供の趣味を本気で好きになるな

ど、あらゆる努力をしていることです。 

自己分析で、事前情報に即した情報や話題、ツール等の準備・確認は私たちも取り組んでいますが、

「俺のことどう思った？」と尋ね、子供や若者が見る「自分」を知ろうとする行動は思いもよりませ

んでした。 

さらに、継続的に会えるようになるために必要な謙虚かつ配慮を重ねるアプローチのために、①本

人にとって受け入れなきゃいけない義務はない、②会いたくない・話したくないは条件が整えば会い

たい・話したと受けとめる、③傾聴し、選択できるように対応するは、具体的で活きる情報でした。 

研修を終えて、さっそく気になっていた課題に対し、通室の期間や年齢差を考慮した 1 日の過ごし

方や、子供たちが企画した体験活動を導入した年間行事計画を作成しました。ありがとうございまし

た。  
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■研修生レポート（12） 

まず、谷口さんのこのエネルギーは何処からきているのかと興味を持った。先生の生い立ち、経験

等の話から興味の解消にはなったが、個人的には真似はできないと思った。 

しかし、その中からも谷口さんが実践されている中から、当育成センター（本年６月 22日に設置し

た「松茂・北島子ども若者支援地域協議会」）においても実施可能なものを取り上げたいと思う。 

 

１家庭教師方式（関与継続型）の専門的アウトリーチを実施 

 

２どんな存在なら受け入れやすいか 

 価値観のチャンネルを合わせる（本人の価値観を含めた独自分けによるもの） 

 

３若者の味方隊を作った。 

（150種の職業経験者に登録をしてもらっている、職場には必ず随行してあとまで見てもらう。） 

アウトリーチの人材は、有償のボランティアがいる。 

 

４コネクションスペースの設置 

   いじめ、不登校で学校復帰したが、メンタルケアーができておらず再登校・高校進学するも中

退してしまう。大学に進学・先生にもなったが、学級崩壊しダメージ受け先生を辞めてしまう、

親はその状況を受容しすぎてその後５年 10年過ぎてしまうなど、したいけどできなくて悩んでい

る、社会に役に立ちたいけどできずに悩んでいる人がいる。 

   このスペースは、20歳、30歳代の相談員が常駐し、居場所での固着を防ぎつつ、自立への移行

を効果的にすすめるためにある。 

   ・人目が気になるには（虐められた子とあったらどうしよう、近所の人先生に会ったらどうし

よう等）立ち寄るコンビニを設定し、おかかえの釣り道具さんを設定する。 

   ・つり体験、農業体験、社会貢献活動の実施 

   ・職親（120カ所ある）に委ねる。すべての仕事に価値がある。 

   ・アウトリーチは困難な事例であることが多い（相談意欲が低い等）が、関係性を修復し、訪

問導入を図るために事前準備して、ニーズに寄り添い、訪問だけでなく自立までのプロセス

全般を理解し、ストレングスを発見し、希望の見通しの共有を図る。 

 

５ 事例研究から 

  ・とっかかりをどうするか（経験から）、初回の緊急場面の対応について 

  ・ひきこもりが続くと強固な理由を作る「ひきこもりは楽じゃない」 

  ・マッチングについて 

  ・多面的アプローチの必要性 

  ・毎日死ぬことばかり考えていたと語る対象者 

 

特に、谷口さんの語りから「ひきこもりは楽じゃない」という言葉が心に残った。 
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■研修生レポート（13） 

２日間に渡り、リアルなアウトリーチの実践講義を聞かせて頂いた。来月実地研修させて頂くこと

はもちろん、現場でいかに活かしていくのか、講義をお聞きしながら今後の取り組み方について考え

る、大変貴重な講義となった。 

 実際アウトリーチを行う上で私自身一番気になっていたのは導入と展開であり、アウトリーチ開始

までの事前準備の大切さ、目標や情報共有、一つのステップに停滞させずに個別から集団にかけて効

果的なアプローチを行う重要性を痛感した。 

本人の了承が得ていない（得ていたと思っていたが実際は違った）訪問については、事例からもか

なりのリスクの高さを感じた。しかし現実的には親（本人以外）からの聞き取りがファーストコンタ

クトとなる以上、やはり本人の意向とは異なるケースも多いと思われる。 

そうならない為にも親御さんとの事前準備は丁寧で密に行う事、不測の事態が起こった際も、その

後どうリカバーし、どう次の訪問支援につなげていくのか、チームでお互いを支え、親御さんとよく

話し情報を共有していく事が大切と学んだ。 

 ２日目は事例も特に多く、現場に入った際の留意点や繋ぎ先についての知識など、アウトリーチを

行うまでに、支援者側が把握しておくべき内容を再度学ぶことが出来た。グループの方々とも様々な

視点での意見を交わし、とても充実した講義を受けることが出来た。 

■研修生レポート（14） 

全体的な感想として、アウトリーチは恐れていてはいけないなと感じた。 

現在自分の職場では行っておらず上司が取り入れることに慎重になっていることから、アウトリー

チは怖いものという印象があった。しかし、本人が外に出られないひきこもりケースについては、ア

ウトリーチがいいきっかけとなり、有効性があると実感した。谷口さんの話を聞いていると、「ああ、

普段の面接対応と同じだ」と思えた。 

ただそれが行われるのがホームかアウェーかということ。アウェーなら事前準備がとても重要。ア

ウトリーチをすることで、本人とのつながりをつかむきっかけになる。ネタは部屋にあるものでも、

家族からの情報でも。本人とのつながりさえつかめば、本人の中に入っていけるきっかけとなること

を感じた。（普段行っている面接でも、本人とスムーズな話をするために本人の好きなことを中心に展

開している。） 

アウトリーチだけでなく、支援の仕組みづくりも重要だと実感。アウトリーチさえうまくいけばい

いわけではなく、アウトリーチの前支援、後支援をしっかりさせておかないと、本人をどのように導

いていいのか方向性を見失ってしまう。本人との関係の中で転移が起こってしまうのは失敗であり、

今後社会に出ていく人間としていろんな人間と関わることができる力を身につけさせることが正解

（斎藤先生も同じことを言っていた）。 

そのために、各関係機関の強み・できることを確認し、お互いにお願いできる関係性でいることが

重要なのだなと感じた（これは門田先生の話にもつながる）。 

自分が谷口さんにようにできるとは思わない。 

しかし、そのスピリッツや姿勢は学ぶものがあり、自分の仕事（行政なのでできることが限られる）

のできる範囲でぜひとも取り入れたいし、学んだ情熱を職場でも広めたいと思った。 
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■研修生レポート（15） 

谷口氏の講義では、対象者との関係性の築き方から、支援にあたるネットワークの作り方に至るま

で、とても詳細に、具体的に知り、学ぶことができた。 

「導入期」「安定期」「展開期」「終結期」と段階的に解説されている点はとても参考になった。                           

 特に印象に残っているのが、アセスメントやインテーク、対象者とのマッチングやつながり方等、

対象者に実際に会うまでの段階での動きの重要性である。 

なぜ印象に残っているのか、正直に言ってしまえば、「これ、私たちのウィークポイントだ…」と感

じたからである。おそらく、この重要性が、私たちの団体内で十分に共有されていないのではないか。

この対象者に会うまでの準備をしっかりと出来ずに、“行き当たりばったり”の出会いとなってしまう

ために、対象者と上手く繋がれなかったケースは少なくないのではないかと考える。 

アセスメントをしっかりと行い、配慮すべき事項をしっかりとチームで共有していくことが、その支

援の第一歩だと強く感じた。                           

 また、何よりも感動したことは、谷口氏の熱い思いと冷静で理論的な思考とが共存している姿勢で

ある。それこそがこの講義で一番学ぶべき点だと感じた。熱い思いが根底にありながらも、それだけ

では、おそらくあれだけの支援のネットワークを作ることはできないだろう。 

その思いや、日々の活動を、“どれだけ説得力を持って伝えられるか”ということがとても重要なの

だと思う。そのような力を、私たちのようなある意味“新しい”分野で活動する者は身につけていか

なければならない。谷口氏の姿勢を目の当たりにした今、そう強く感じている。 

■研修生レポート（16） 

アウトリーチの具体的な手法、留意点について学んだ。 

まずは信頼関係の構築、困難な場合はキーパーソンや本人の興味の対象など、事前のリサーチによ

るアプローチが大切であること、そして支援者自身が多くの引き出しを持ち、柔軟に対応すること、

その先にある本人の人生を常に見つめ行動すること等、丁寧なアセスメントと準備、配慮が必要であ

ること理解はできているつもりでも、日々の業務の中で雑に扱っていなかったかと自問自答した。 

あたりまえのことをあたりまえにこなすことがあたりまえであると、わかっていてもできていない

と反省している。 

２日目の各論では、アウトリーチの導入期から終結期までのポイントについて事例を交えながら学

んだ。 

ひきこもりの人には必ず周囲に家族や学校の先生、友人、支援者等の関係者が存在し、その環境に

ついてしっかりと把握したうえで役割分担をしたり関わり方を支持したりするコーディネーターとし

て、ひきこもり支援したが正しく機能するためには、まず、第一に「本人が主人公」という軸が絶対

にブレてはならず、本人にとって有害なものがあれば取り除き、それぞれの支援者の限界を知ったう

えで安定した支援環境を整えていくことが大切であり、そのためには常に本人に対して誠実であるこ

とが求められる。 

たとえ子供であっても、一個人として尊重し、同じ目線に立って寄り添う姿勢が支援者として大切

な資質である。更に、孤立する子供・若者を生まないために様々な関係機関と横のつながりを持ち、

常にアンテナを張っておくこと、行政に対しても提案ができるような根拠を以て支援ネットワークを

構築していく必要があると強く感じた。 
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■研修生レポート（17） 

具体的な事例を通して、実践的なアウトリーチの手法について学ぶことができた。 

どの事例も、多機関が支援にかかわりながらも不登校やひきこもり状態に変化がないものであり、

従来型の支援では解決が困難な事例ばかりであった。 

不登校やひきこもり状態にある者にとって「他者とかかわること」は大きな壁であり、経過の中で

傷つき体験をしている者も多い。そのような経過の中で、「自ら進んで支援機関に来所することを待つ」

という姿勢は、状態を長期化・複雑化させることにつながり、支援におけるアウトリーチの必要性は

高い。 

谷口氏のアウトリーチが効果的な手法であるのは、①丁寧な事前準備（情報収集、アセスメント、

実施にあたる計画）、②アウトリーチ後に多機関につなぐタイミングの見極め、③日常的な多機関との

ネットワーク作り、の３点がうまく機能しているからであると感じた。 

特に①は、いかに本人が「この人ならかかわってもいいか」と思えるかを大切にしていた。その場

しのぎの対応ではなく、本人が好むものを自分自身が好きになるまで学び体験することや、自分の言

葉が本人にとって嘘にならないように環境や状況を工夫することなど、支援が必要な相手に対して真

摯に対応する丁寧さの重要性について再確認できた。 

■研修生レポート（18） 

訪問支援を行うに当たり、実践的な知識を学ぶことが出来た。 

チーム連携、環境を整えることで、結果当事者・またその家族からの信頼を得るための足掛かりと

なることにも繋がるんだなと思った。 

谷口さんの視点では機関の連携はそれぞれの分野の限界を補うためと言われている。そしてその組

織内ではまた更に多角的にみる視点を導入するにはシフト制で行うことがベストだとも言われてい

た。 

 アウトリーチの経験が少ないうえでの講義だったので本当に為になった。特に事前の担当する当事

者についての細かな情報収集は欠かせないこと、その際には先にどんなストーリーで当事者と信頼関

係の一歩目をつないでいくかある程度の計画を立てること、そして将来的に必要な連携機関のリサー

チも行うことなども必要なのでないかと考えた。 

 当事者と信頼関係を結ぶ上で、自己開示という言葉が心に残った。その自己開示によって当事者の

心と向き合い、当事者のモデルとなるような人物となるように接する。その言葉が重く心に残った。

結局は人間力を磨かないと誰も助けられない、信頼関係も結べないのだなあと思った。 

 ひきこもりが長期化すると、物事にこだわりが強くなるということも踏まえて、ひきこもり状態か

ら少しでも早く抜け出せるような支援を心がけていきたいとも思う。 

■研修生レポート（19） 

圧倒的な知識と体験に基づいた統制のとれたプログラムと包括的な構造に心を揺さぶられました。
そしてその根底に流れる熱い想いと深い愛情に感動いたしました。 

2日間という時間があっと言う間に過ぎ、もっともっとお話しをお聴きしたいと強く感じています。
全体を通して感じた事は「枠」に捉われない柔軟な発想と、とても自由な感覚の中で勧められていく
ステップの効果です。準備の大切さ、事前のリサーチの重要さも改めて痛感しています。 

それら具体的な事も含め、大きな流れに関しては、先にこの研修を受講していた２人のスタッフに
より既に導入させて頂いている事もありましたし、色々な活動を通して日々目にしていたものもあり

ましたが、今回直接お話しを伺えた事によって、その意味合いや方向性の確認をさせて頂く事が出来
た想いです。 

マニュアルや既成のものではなく、本当に一人一人をよく見て、その人がどうしたら幸せになれる
かを一緒に考えていく姿は、まさしく「人生の伴走者」なのだと感じています。                          

今回学ばせて頂いた事を自団体の更なるステップアップにどう繋げどう活用していくのか、とても

大きな課題です。出来るところから取り組んで行きたいと思います。 
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■研修生レポート（20） 

なぜ、これからの支援で有効なのが、アウトリーチ活動なのか？をまずは記載する。 

現在、不登校ひきこり児者は年々増加の一途であり、社会はその対応に追われ、様々な施策や活動

が実施されているが、改善されない現状がある。それを踏まえ、「待ちの福祉ではない、介入の福祉」

である「アウトリーチ」の支援形態へ期待が高まっており、実際に改善報告が多く寄せられているの

である。 

現在の支援施設は、多くは施設型支援であり、相談者の自発的行動が前提になっている。結果的に

は来所できなければ、支援がうけられない。いわゆる自発的に動けない児者へは、支援がわたらない、

支援不足な現状が継続しているのである。 

また、もうひとつの課題は、支援体制がライフステージごとの縦割りであり、将来まで一貫した繋

がりが持てず、断続的である点である。そして、義務教育までは、何とか様々な支援の手が入りやす

いが、高校生以上になると手薄になりがちで、なおかつ学校から零れ落ちてしまうと支援の枠から外

れてしまうことが現実であろう。しっかりと社会参加自立まで継続支援できる体制づくりをしていく

ことが、求められている。 

現在、社会における問題は多重化していることを認識し、一つの団体や機関で解決できるものでは

ないこと、横断的な支援ができる手法を検討すること、それは地域の中で組織化されていないと本来

の活用ができないことを前提に、これまでの限界を補う仕組みづくりが必要なのである。その中で核

となるのが「訪問する支援、アウトリーチ」であり、一貫した支援や継続した見守りができる体制づ

くりになる。 

 では、アウトリーチ支援を成功させるためのポイントは何なのか？ 

先に記載した地域での組織体制は大前提であるが、その中でも情報を集約できる形態をもてること

が重要なのであろう。そして、そこから横のネットワークで、統一した支援を関係機関全体で行って

いくのである。 

合わせて、介入する支援者の力が大きく関係するのであると思った。それは、何しろ「丁寧な関わ

り、相手を知る、ペースを合わせる、時期を見逃さず介入すること」である。私たちが福祉的支援で

行ってきたものも、言語上は同じであるが、世界の違いを感じる。 

なぜならば、今までの医療や福祉とは、まったくもって、支援の域が違うと思ったからである。支

援者の立ち位置、力関係等も含め、だからこそ、本来あるべき支援の形になるのであろうと考えた。

しかし、「丁寧な支援=長期にわたる関わり」が必要であり、効率化がうたわれる私たちの支援とも、

隔たりがある。 

しかし、よくよく省みれば、支援を集中していれる(半年～数年)ことで、長期にわたる(10年以上)

不登校や引きこもりからの脱却を図り、社会へ貢献できる人材が戻ってくるのである。と考えるなら

ば、長いスパンでみれば、とても効率的で且つ効果的な支援方法であると実感した。 
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講義・演習⑤「総合相談機関における対応とアウトリーチの実践」 

■研修生レポート（１） 

臨床心理士からみた、ひきこもりへのサポートの考えや、現実的な対応を教えて頂けた。 

ひきこもり支援の現場では本人に会えない事も多く、一番接点の多い家族からのアプローチの方法

と考え方が具体的にわかった。当事業の形態からも繋がるケースに対応しつつ、危険度の高い物から

アウトリーチを掛けていく事は、現実的に近いと考えられた。精神疾患と診断、もしくは疑いのある

方への対応も、障害（特に自閉症スペクトラム）について分かりやすく再確認することができ、具体

的な対応も教えて頂いた。不安の構造や気持ちを数値化して理解する事も参考になった。 

本人が会ってくれる時の状況の注意点やレベル、事前情報の重要性を事例の中で学べた。必要性、

自信の表もすぐに就労支援の現場で活用できると考えられる。アプローチの考え方や、本人だけにと

らわれない視点が参考になった。 

■研修生レポート（２） 

「初回どう入るか」この大切さは、アウトリーチも面談も一緒であること、そのためには興味や関

心だけでなく、NGポイントといった丁寧な情報収集が大切。                           

 また、実践の場面において、言葉だけでなく視覚化したツールを用いる事の有効性、見立ての枠組

みをしっかりと持つ等、臨床心理士の視点から見たソーシャルワークとアウトリーチのあり方につい

て学びを得た。  

■研修生レポート（３） 

アウトリーチ支援の意義と留意点、支援の組み立て方について心理学的な裏付けにより非常に分か

りやすい講義であった。また、多様な支援機関ですぐに実践しやすい面接技法を提示して頂けた。 

面談時に０から 10の数値を使って自分の気持ちを示してもらう、という技法は早速職場で活用して

おり、特に軽度知的の方・精神疾患のある方・子供に対して有効性を感じている。 

医学的な内容に関してもわかりやすく分類・説明して頂けたので、社会的自立に困難を抱える方に

とって「少し勇気を出せばできること」の体験の積み重ねがなぜ効果的か、また本人が最も受け取り

やすい導入面談の重要性も理解することが出来た。自身の活用にとどまらず、職場内でぜひ共有した

い講義内容であった。 

■研修生レポート（４） 

一番印象に残ったことは、受け取りやすいところを徹底して探していく、少しだけ勇気を出せばで

きることを繰り返しやっていくことであるということが分かりやすかったです。 

親御さん対応も必須ですが、どう対応して良いのか分からない状況が殆どです。苦手な状況が本人

に起きた場合の緊張・不安から回避へ、そこから安心に変わることを説明することで落ち着くことが

できることもポイントと感じました。 

気持ちを数字で把握することも本人と支援側とで共通認識ができるので、効果が高い、共感の精度

が高まることにも納得できました。（必要性と自信をグラフ化することも同じく） 

保護者を通した有効な動機づけ、間接的支援のあり方が大きな鍵となることは間違いないと思いま

すが、先ずそのために保護者との信頼関係をどのように深めていくのかは丁寧さにあるのだと感じま

した。保護者との連携が上手くいくかどうかで改善のスピードに差が出てくると思います。 

最後に私自身の課題として機関の整理を再度行うことがはっきりしました。 
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■研修生レポート（５） 

アウトリーチの意義は不安や緊張が強いケースや、自閉症スペクトラムなどの特徴によって状態像

として外出が困難なケースで本人が少し勇気を出せばできることを考えることにつないでいくために

ある。 

支援の中で、本人の不安を共有するためには数値でどの程度のものなのか表現してもらうことを本

人とできることを考えていくうえで役立つものとなる。数値化することによって、支援者も共感の精

度が上がり、また本人も自分の状態を振り返ることができる。このような工夫をして本人がちょっと

勇気をだしたらできることを見つけ出し、またスモールステップで少しずつ向き合っていくことがで

きる。 

工夫して共有することで、本人と共有しやすくなり、支援者と本人のずれを少なしていくことが本

人にあった支援に繋がるのだと感じた。 

■研修生レポート（６） 

不登校、ニートひきこもりに関わる相談において、若者総合相談センターsorae での実績から過半数

が不安関連のメンタル課題と自閉症スペクトラムを抱えていることを学び、それぞれの特徴・傾向から、

自立へ向けてどのように不安・緊張を和らげ動機付けをしていくのかを考える相談・アウトリーチの技

法について学んだ。 

社会的自立を目指すにあたりどのように本人に対してアプローチをしていけば動き出す必要性と自信

をつけることができるのか、スモールステップとして受け取りやすいのかを考え、アセスメントを行う

必要があることを学んだ。 

また本人と直接会うことの出来ない場合での保護者を通じた間接的な動機付けの手法についても学ぶ

ことができた。 

■研修生レポート（７） 

自身がカウンセリングで受け持つ機会の多いクライエントに近いケースが盛り込まれておりとても

参考になった。クライエントが持つ特性や性質、クライエントから発信される無意識の赤信号のメッ

セージにいかに気づくか、また言葉にならない声があるのであれば一つずつ丁寧に拾っていく必要が

ある。 

 どの障害を持った方にも生じる本人の困り感、困ったことを言語化し共有する事で当事者を一人に

しない支援が可能であることを学んだ。 

 支援段階全てにおいて、クライエントが今ここで感じている気持ちや事柄に対しての度合いを数値

化し可視化する事、またそれをクライエントと共有する事もとても有効だと思った。 

 小さな階段から一段ずつ、目の前の事から一つずつ、勇気を出したら出来ることを共に見つけ寄り

添っていきたいと思う。 

■研修生レポート（８） 

松本先生の専門分野である臨床心理の観点からみたアウトリーチの実践についての講義内容でし

た。社会的自立に関わるケースの 50パーセントが何らかのメンタルの課題がありそのうち、30パーセ

ントで発達の課題があるとの事でした。 

他に、これらのケースに対応するには単純なカテゴリーへのあてはめにとどまらず、具体的にどう

することが次につながるかを導いていく事が重要であり、この事にこそアウトリーチの意義があると

感じました。保護者を通した本人の基礎的な動機づけの必要性として有効な間接支援のあり方が求め

られているように感じました。 

講義については、短い時間に濃い中身が凝縮されていたと感じました。今後更なる実践を積んだ松

本先生の講義を受けたいと思いました。 
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■研修生レポート（９） 

不安への対処 

不安な状況は本人の中で階段になっており、どうなっているのかを自分で知るために気持ちを数字

で把握する。少し勇気を出したらできることを一緒に考え、小さな自信を重ねていく。 

動機づけの枠組み 

動機は、必要性と自信の二つの要素で構成されている。分けて聞くことが大事であり、数値化し、

分析することで本人と支援者が課題や支援の方向性を共有できる。 

有効となるか丁寧な見立てが不可欠であるが、保護者から本人にやわらかい締め切りを提案し、必

要性を高めるアプローチもある。 

■研修生レポート（10） 

訪問、相談を受けるときの材料について 

・本人が「ちょっと勇気をだしたらできそうなこと」を設定する。 

 

成功する確率が高いことを課題とする。 

相談の局面にて、本人と「困っている」で繋がりがある状態＝距離が近い状態。 

・状況を説明する際に、心理教育を行ったり視覚的な要素を用いたりすることで、本人や保護者の困

り場面を繋ぐ。 

 

動機は「必要性」「自信」の二要素から成り立つ。 

二要素に分けて聞くことが大事。本人の言葉をそのまま受けとるだけでなく、対話するうちに、隠

れた本音を見極めること。 

 

保護者を通した本人の基礎的な動機づけとアウトリーチ 

・共感を受けて必要性が高まるアプローチを 

・責めるのではなく、選択肢を提案する 

・やわらかい締め切りを設定する 

■研修生レポート（11） 

アウトリーチの構造、枠組みに関して、臨床心理士として心配していた点を学ばせて頂く大切な時

間となった。 

安全管理や安心感、心理的な観察など、来所型の相談援助構造とは異なる枠が、これまで自分が携

わらせて頂いたアウトリーチにおいても危惧する面であった。しかし、アウトリーチの特性や『異な

る技法』としての視点、局面という見立ては、訪問に限らず、来所相談や体験現場でのアプローチの

際にも支援者が意識しお互い把握しておく観点であると感じた。 

 また、専門機関の情報収集、本人の状態を把握し適切にアプローチするための指標、合理的でやわ

らかな締め切りを適切に提案することや、その締め切りを本人と一緒に検討する事など、より効果的

なアプローチを行うためのポイントを学ぶことが出来た。 

 研修の最後に、臨床心理士として自分の専門分野から若者支援への関わりを改めて考えることが出

来、とても学び深い時間となった。 
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■研修生レポート（12） 

松本先生の講義は、臨床心理士の立場からアウトリーチの必要性の内容であったと思う。 

印象に残っている内容としては、以下のとおりである。 

１アプローチの仕方 

   過去のマイナス体験が強く残り、過去の緊張が抜けない。 

 

２動機付け面接法 

   面接のスタイルは逐語で書いている。 

   学校に行く必要性：今日は０～10だと、どの辺か。 

   学校に行く自信：今日は０～10だと、どの辺りか。 

 

３法益について 

   ニート、ひきこもりは身分を証明するものを持っていないので口座開設ができない。 

 

４支援の種類 

   母子、父子のひとり親支援としては何があるのか、等を検討する。 

■研修生レポート（13） 

今回の研修目的の一つに、保護者や通室生との面談の仕方を学びたいことがありました。松本氏の

実践紹介には「できそうだ」という内容がいくつもありました。その中で心に残ったことが二つあり

ます。 

一つ目は、学校復帰につなげる場合、本人の不安な状況を階段で表した図を見た時、学校と連携し

た支援活動は、本人の意思を確認しながら進めることの重要性に気づかされました。 

二つ目は、「保護者を通じた有効な支援のあり方が求められている」のところです。長期間、不登校

状態になっている子が対し、バイスティックの原則でもある①共感的に受けとめる、②選択肢を提案

する。家庭教育相談員と協力して取り組んでいく意志を強く持つことが出来ました。 

■研修生レポート（14） 

松本氏の講義でも、やはり、アセスメントの重要性を感じずにはいられなかった。その対象者本人

と「どう出会うか？」が非常に重要になってくるのだと改めて感じた。 

それと関連し、「相談の局面における４つの観点」は、自らの支援においても比較的すぐに導入でき

そうだと感じた。そうすることで、同僚どうし、さらには他の関係者・関係機関とのケースの共有が

し易くなるだろう。 

 また、松本氏の講義の中で特徴的だと感じた点は、「図面化する」という点である。対象者が言葉で

はなかなか表せない感覚を、図を用いて引き出す（表す）という手法は、非常に参考になった。 

この手法は対象者にとっても分かり易く、なおかつ支援者同士でのケース共有のし易さにもつなが

るものだと感じた。 

上記した「４つの観点」や「図面化」といったことは、いずれもケースをいかに“素早く”、なおか

つ“ズレ無く”共有できるかという点において非常に参考になった。そのような“素早く確実な共有”

は、本来一番時間を割きたい場面である（と私は考えている）「対象者と向き合う時間」が増えていく

ことにもつながっていくと考える。 
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■研修生レポート（15） 

ひきこもりの人は多かれ少なかれ不安を心の中に持っている。診断はついていなくても社会から離

れてひきこもってしまった背景には「不安」「緊張」がある。そんな不安を持つ人に対していきなり大

きな壁を乗り越えろというのではなく、緩やかな階段状の支援、本人にとって「ちょっとの勇気」で

乗り越えられそうな落としどころを探っていき、「体験」を入れていく。 

そのときに困ったらすぐに相談に戻ってこられる環境設定をしておくと安心して挑戦することがで

きる。「相談の局面」という概念は複数の主訴があったり、複数の人間が関与していくにあたり、関係

者で共通確認を取ることが重要である。 

本人が何に困っているのか、どのような道筋をつければ安心して進むことができるのかを明確にし、

適切な社会資源との連携で社会的自立を目指していくことの重要性を学んだ。 

■研修生レポート（16） 

「保護者を通した本人の基本的な動機づけ」は、アウトリーチのみならず、来所相談や電話相談に

も通ずる考え方であった。家族以外の他者が本人にかかわることが難しい事例は多く、家族も本人へ

の動機づけができないことで悩んでいることもある。 

本人の困り感を丁寧に育てて動機づけをするために、「必要性」と「自信」の２つの要素に分けで状

況を聞く必要があることを学んだ。必要性がない、やる気がないと思われる事例でも、自信のなさの

表れである可能性もあり、本人が乗り越えられる段差の見極めと、「勇気を持つ」という負荷をかけて

もよい事例なのかの見極めは、支援者にとって必要不可欠な能力である。 

状況が妥当かどうかを判断するには、複数の視点や専門性を要し、日頃から単独で判断しない環境

や関係性づくりは、必須であると考えた。 

■研修生レポート（17） 

自分が行っている支援に自信が持てたこと。本人とのつながり方や親の支援方法、緊急対応など、

現在自分が行っている支援に近く、また、同じ臨床心理士の視点からみたひきこもり支援ということ

で理解がしやすかった。親の支援もCRAFTを取り入れており効果を上げている。 

ひきこもりの方の不安障がいという視点。発達障害や気分障害の見立てはよくするが、最も基本的

な不安障がいの理解について抜け落ちていたことに気づいた。人が怖い、外が怖いと思うのはひきこ

もりの全ての方に当てはまるため、その点を軽視しがちだった。 

また、不安や緊張を聞いているだけの支援では前に進まない（臨床心理士はここを聞きがち）。課題

を少しずつでも克服していくためにスモールステップでできることを提案し、一緒に伴走してあげる

ことが、必要な支援であると感じた。 

■研修生レポート（18） 

前日までに学ばせて頂いた沢山の事を、現場に活かしやすくしていくヒントが含まれていた講義だ

ったと思います。 

より身近により現実的な目線でのお話しでしたし、声掛け等の具体的な事例も多く挙げて下さって

いたのでとても参考になりました。又、独特の口調や柔らかな話し方等は、おそらくクライアントを

かなり和ませる効果を持っているであろうという事も感じたところです。私自身もより心に響く話し

方を心掛けたいと思います。 

「ちょっと勇気を出せば出来る事って何だっけ？」という事や気持ちを数字で把握する事等々は、

即明日からでも現場で用いたいと思うところです。貴重なお話しをありがとうございました。 
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■研修生レポート（19） 

最初に、社会的に自立困難になっていく児者のもつ理由とし、半数はメンタル面、３割は発達面で
のトラブルがあると説明を受けた。そして、不安障害や発達障害、精神疾患などについて学び、心理

教育や自己スケーリングなどの活用は、本人支援だけでなく、家族支援の介入においても重要になる
ことが話された。 
 また、実践においての面接の進め方や見立て、アウトリーチへ発展していく方法等も講義を受けた。 
その中で、「相談と体験の両輪」の大切さについて学び、現在の自身の支援についても整理させられた。
面談では物事の捉え方等を学べるが、実践の行動は変化しにくい。 

これは、面談と合わせ、社会生活で般化できるような集団活動などの経験の場が重要ということで
ある。そこでは、小さな社会で他者の視点を自分に落とし込む作業も学べる等の効果が期待できるの
である。アウトリーチでは、段階的に個から集団へと関わりの発展を実施し、スモールステップで社
会参加を促していくのである。 
 私自身の職場で、今年度中に集団活動ができる精神科ショートを開設予定であり、個別面接の場か

らの発展を狙った取り組みである。小さな社会における居場所づくりからスタートを考えていたが、
段階的に進めていく手法は、アウトリーチ以外の対人支援においても、基本路線として役立つことを
学べた。 
 そして、何より、支援には継続的な伴走者が必要で、その核となる担い手は、やはりアウトリーチ
のように分断されない形での支援体制であると考えた。 

■研修生レポート（20） 

具体的な窓口での保護者と当事者への面談の対応方法を学ぶことが出来た。やはり松本さんも谷口

さんも同じこと言われていたところがあり、面談の前の下準備の大切さを説いていらっしゃった。 

特に NGワードについての念入りな下調べは、その後のスムーズな支援に関わることが分かった。そ

の下調べについて一番大事な部分でやはり他機関との協力体制を築いておくことが重要だと言われて

いた。 

私としては、具体的にどのようにしてその協力体制を築かれていったのかその中身を知りたかった

が、そこはやはり自分で見つけるべきなのだろう。 

全体を通して、実践の中での当事者への対面するときの準備、実際対面した時の手法や見立ての方

法、また発達障害を重複している場合の面談方法や支援の方法など学べたことが本当に有難かった。 
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2．実地研修 

期間：平成28年10月～12 月 

場所：９か所の研修受入団体（図表 ７ 参照） 

 

受入団体の研修計画書に基づき、アウトリーチについての実践的な知識や技法、当事者へ

の対応方法、アウトリーチへの同行、関係機関との連携、アウトリーチを効果的且つ円滑に

行うための組織体制や事業運営の方法等について、OJT 形式による実務を通じた研修を行っ

た。 

研修内容の詳細は、受入団体ごとによって異なるため、図表 ８ に記載する。 

 

図表 ７（研修受入団体／実施研修先） 

研修受入団体名（地域） 

山武郡市広域行政組合教育委員会山武郡市教育相談センター 

（千葉県山武群山武市） 

浜松市精神保健福祉センター <浜松市ひきこもり地域支援センター> 

（静岡県浜松市） 

子ども若者みらい相談プラザsorae <沖縄県子ども若者総合相談センター> 

（沖縄県中頭郡） 

特定非営利活動法人 わたげの会 

（宮城県仙台市） 

特定非営利活動法人 教育研究所 

（富山県黒部市） 

特定非営利活動法人 北陸青少年自立援助センター 

（富山県富山市） 

特定非営利活動法人 ピアサポートネットしぶや 

（東京都渋谷区） 

特定非営利活動法人 青少年自立援助センター 

（東京都福生市） 

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 

（佐賀県佐賀市） 

※各研修受入団体の研修概要については、次頁から順に記述する（図表 ８） 
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図表 ８（実地研修／各研修受入団体の研修概要） 

機関・団体名 
山武郡市広域行政組合教育委員会 

山武郡市教育相談センター 

所在地 〒283-8505  千葉県東金市東岩崎１-17 

アウトリーチの特徴 

公的機関であるため、学校との連携を密にしつつ、アウトリーチ（訪問支
援）を行っている。 

本研修では、教育機関等における３市３町が連携した体制（山武郡市広域
行政組合）での不登校等の相談対応や、適応指導教室に通級する生徒等の対

応を主として扱う。 
また、困難を有する子供・若者の支援又は相談業務に携わる人材の養成に

貢献することを目的とする。 

相談・支援機関名 

山武郡市教育相談センター 

適応指導教室ハートフルさんぶ大網白里教室 

適応指導教室ハートフルさんぶ東金教室 

適応指導教室ハートフルさんぶ山武教室 

適応指導教室ハートフルさんぶ横芝光教室 

研修全体の概要 

本研修では、教育機関等における３市３町が連携した体制（山武郡市広域

行政組合）での不登校等の相談対応や、適応指導教室の対応を主として扱う。 

・山武郡市教育相談センターの活動概要について 
・訪問カウンセリングについて（心構えと実践事例等について） 

・訪問カウンセリングの計画について  
・相談センターカウンセラーの活動概要について  
・訪問相談担当教員の活動概要について  
・訪問カウンセリングの実地研修  

・適応指導教室における通級児童生徒への教育支援（４教室） 

研修内容 

・オリエンテーション  
・受入団体の業務内容説明  
・訪問カウンセリングについて（心構えと実践事例等について） 

・訪問カウンセリングの計画について  

・相談センターカウンセラーの活動概要について  
・適応指導教室における通級児童生徒への教育支援  

・訪問相談担当教員の活動概要について  
・適応指導教室における通級児童生徒への教育支援  

・訪問カウンセリングの実地研修  
・適応指導教室における通級児童生徒への教育支援  

・適応指導教室における通級児童生徒への教育支援  

・実地研修の振り返り  
・研修のまとめ  
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機関・団体名 
浜松市精神保健福祉センター 

（浜松市ひきこもり地域支援センター） 

所在地 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央一丁目12-１ 

アウトリーチの特徴 

本市におけるひきこもり相談においては、一次相談等を行政機関が、訪問

支援等をNPOが行うといった官民一体でケースの支援にあたる「官民協働」の

体制となっている。 

アウトリーチを行う事業についてはNPO法人に委託し、医療機関や福祉施

設、教育委員会等での就業経験のある精神保健福祉士を中心として支援を行

っている。 

また、同NPO法人は、精神保健福祉士養成のテキストで数ページにわたり取

り上げられるなど、高い実績を有している。本研修においても協働で行う。 

相談・支援機関名 

浜松市ひきこもり地域支援センター 

（浜松市と NPO法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会が協働で運営） 

地域若者サポートステーションはままつ 

（NPO法人 遠州精神保健福祉をすすめる市民の会が運営） 

研修全体の概要 

アウトリーチの同行や事例解説、居場所（フリースペース）及び地域若者

サポートステーション等における当事者の対応、アプローチ方法、関係機関

との連携、円滑なリファーやオファー等の実践を扱った研修を行う。 

研修内容 

・オリエンテーション  
・センター概要、法人概要、事業概要、研修内容、留意点等について説明  
・研修生の自己紹介、職務内容や経歴等の概略について説明を受ける  
・連携機関の紹介・見学   

・精神保健福祉センターでのミーティング参加  
・ひきこもりケースの事例検討会に参加  
・ひきこもりコミュニティースペースでの利用者対応  

・訪問①  

・訪問後、ケースについての振り返り  
・ひきこもり当事者グループでの利用者対応  

・訪問②  
・訪問後、ケースについての振り返り  

・地域若者サポートステーション事業について研修  

・社会体験事業所の訪問  
・実地研修の振り返り、まとめ  
・意見交換  
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機関・団体名 
子ども若者みらい相談プラザ sorae 

（沖縄県子ども若者総合相談センター） 

所在地 〒901-2303 沖縄県中頭郡北中城村仲順264 

アウトリーチの特徴 

概ね０歳から39歳までのひきこもり及び不登校でひきこもりの状態等の子
供・若者に対し、緊急性・適時性（アウトリーチで直接会える状態にあるか
否か等）を勘案し、当事者の自宅をはじめカフェ等（当事者の希望する場所

等で柔軟に対応）でのアウトリーチを実施している。 
また、緊急性や適時性が見いだせないケースについては、保護者を通じた

間接的な支援（家族支援等）を行うことで家族関係の調整や当事者の動機づ
けを図り、アウトリーチ等の直接的な支援に促している。 

このように間接的な支援と、アウトリーチ等の直接的な支援の両輪のかみ

合わせに重きを置いたアウトリーチが特徴となる。 

相談・支援機関名 

沖縄県事業 子ども若者みらい相談プラザsorae 

厚生労働省事業 地域若者サポートステーション琉球 

厚生労働省事業 地域若者サポートステーション沖縄 

沖縄市ゆめさき支援センター、フリースペースゆめさき 

夢咲学園（学校法人山口精華学園/広域通信制・単位制高校） 

児童デイサービス ゆめさきクラブ 

相談支援事業所 フローラ比屋根 

カフェカイロス 

研修全体の概要 

県設置の子ども若者総合相談センターとして実施している総合相談やアウ
トリーチの対応を中心に、保護者からの相談受理（インテーク）、実際のア
ウトリーチ、見立て（アセスメント）、関係機関との連携、就労・自立支援
など、当事者が社会に参加（就労や学校復帰、社会復帰等も含め）するまで
の段階（プロセス）を見通した研修を行う。 

また、不安障がい、自閉症スペクトラム等を有する子供・若者のアウトリ

ーチの対応についても理解を深める。 

研修内容 

・オリエンテーション 

・センター概要、法人概要、業務内容、研修内容、留意点等について説明 
・研修生の自己紹介、職務内容や経歴等の概略について説明を受ける 
・アセスメント会議への出席 

・法人が運営する各相談機関（事業所）等を視察 

・アウトリーチの同行：状態像の共有、アウトリーチの実施、ふりかえり  

・不登校・ひきこもり等の居場所についての連携事業所等を視察 
・アウトリーチの同行：状態像の共有、アウトリーチの実施、ふりかえり  

・サポートステーション等との連携、ケースフォローの同行 

・アウトリーチの同行：状態像の共有、アウトリーチの実施、ふりかえり 

・５日間のふりかえり、フィードバック 
・所内会議への出席等 
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機関・団体名 
特定非営利活動法人 わたげの会 

(社会福祉法人 わたげ福祉会) 

所在地 〒982-0001 宮崎県仙台市太白区八本松１丁目12-12 

アウトリーチの特徴 

当法人は、平成９年の設立の当初から、ひきこもり等の困難を有する子供・
若者及びその家族に対しアウトリーチ等を行ない、家族以外の人と交流でき
る居場所（フリースペース）や、社会参加及び自立に向けた支援又は相談を

実施している。 
また、当事者に対する支援又は相談のみならず、その家族に対する支援（家

族支援）にも重きをおいて取り組でおり、家族の交流会・勉強会においては、
家族が「どのような関わり方ができるのか」等を扱い、支援を行う者とその
家族が協力した当事者の社会参加に促すための環境づくりに努めているほ

か、アウトリーチにおいても、アウトリーチを行う前に家族と丁寧な面談を
行うなど、「当事者(本人)」「家族」「支援者」「関係機関」が協力・連携
しアウトリーチを行っている。 

相談・支援機関名 

厚生労働省事業「せんだい若者サポートステーション」 

仙台市ひきこもり地域支援センター「ほわっと・わたげ」 

仙台市障害者小規模地域活動センター「わたげ」 

仙台市ひきこもり青少年等社会参加促進事業 

共同生活援助「わたげ寮」 

ひきこもり自立支援寮「メゾンわたげ」 

研修全体の概要 

アウトリーチの同行や事例解説、当法人が運営する相談支援施設(フリース

ペース)や若者サポートステーション等)における当事者対応、家族への支援、
関係機関との連携、円滑なリファーやオファー等について研修を行う。 

研修内容 

・オリエンテーション 
・法人概要、事業概要、研修内容、留意点等について説明 
・研修生の自己紹介、職務内容や経歴等の概略について説明を受ける 
・支援又は相談等の対応方法について説明 

・各相談支援施設等について説明 

・相談支援現場の同席 
・家族教室の見学 
・訪問支援についての事前学習 

・訪問支援(これまでの支援経過について同行スタッフより説明) 

・訪問後、訪問(支援)記録の作成補助と振り返り 
・フリースペースでの利用者対応 

・フリースペースでの利用者対応 

・スポーツ活動への参加 

・実地研修の振り返り 
・訪問支援についてのまとめ 
・各機関との連携、ネットワークについての説明 
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機関・団体名 特定非営利活動法人 教育研究所 

所在地 〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台２-26-20 

研修実施場所 〒938-0282 富山県黒部市宇奈月温泉5509-16 

アウトリーチの特徴 

教育研究所では過去40年程にわたり、不登校・ひきこもり等の困難を抱え
た子供・若者及び保護者の支援又は相談を行い、その累積した経験とノウハ
ウを基にアウトリーチを実施している。 

相談・支援機関名 

にいかわ若者サポートステーション 

宇奈月自立塾 

横浜事務所 

研修全体の概要 

当法人における宇奈月自立塾（富山県）において、研修期間中、困難を抱
えた若者達と衣食住を共にした生活を行い、来所する形式での相談対応では

見えにくい部分についても理解を深め、様々な視点を持ち合わせた訪問支援
員としての心構えやスキルを身に付ける。 

研修内容 

・オリエンテーション（研修日程等） 
・法人概要、事業概要、研修内容、留意点等について説明 
・研修生の自己紹介、職務内容や経歴等の概略について説明を受ける。 
・ひきこもり、ニートの心理や対応等の理論の講座を実施 

・10代のひきこもりを想定したアウトリーチの実践について講義、演習を 
行う。 

・若者たちと運動やディスカッションを通じて理解を深める。 

・合宿生活の日常的な生活を補助することで観察する 

・青年期～40代を想定したアウトリーチの実践について講義、演習を行う。 
・当事者の心理的な背景や生育過程などの総合的な理解をするための事前研

修を行い、様々な支援のポイントや禁忌事項なども伝える 

・生活困窮者や生活保護者を想定したアウトリーチの実践について講義・演
習を行う。 

・スタッフと同行支援を行う。午前と午後を合わせて２～３件を想定。 

・昨日の振り返りを行い、同行訪問のケースについて問題点等を検討する。 
・５日間のまとめ 
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機関・団体名 特定非営利活動法人 北陸青少年自立援助センター 

所在地 〒939-2204 富山県富山市万願寺144番地 

アウトリーチの特徴 

当法人が運営する高岡地域若者サポートステーション等に誘導するための

アウトリーチを行い、学習支援や職場体験、ボランティア体験、職場見学、

生活訓練等の支援を行い、社会で活躍するための可能性を広げる。 

相談・支援機関名 

高岡地域若者サポートステーション 

Peaceful House はぐれ雲 

研修全体の概要 

共同生活施設(寮)「はぐれ雲」において、衣食住を共にした共同生活や共
同作業、入寮する若者の当番作業等を通じて交流し、来所する形式での相談
対応では見えにくい側面についての理解を深める。 

また、当法人が運営するサポートステーションに赴き、アウトリーチに同

行する（または「はぐれ雲」からアウトリーチに同行）。 

研修内容 

・オリエンテーション 

・法人概要、事業概要、研修内容、留意点等について説明 
・研修生の自己紹介、職務内容や経歴等の概略について説明を受ける。 
・当事者への対応（農作業、スポーツ、食事準備等） 

・当事者への対応（農作業、スポーツ、食事準備等） 
・利用者のケース検討等 

・当事者への対応（農作業、スポーツ、食事準備等） 

・アウトリーチに関するケース検討 

・アウトリーチに同行 
・訪問先(被支援者)のこれまでの支援経過について、同行スタッフよりレク 
・訪問後の支援記録作成の補助 

・アウトリーチの振り返り 

・５日間の振り返り、今後の助言等 

  



- 50 - 

機関・団体名 特定非営利活動法人 ピアサポートネットしぶや 

所在地 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿４-７-６ ＫＴビル201 

アウトリーチの特徴 

①事務所で家族支援、②訪問しているが、家族とのかかわりのみ、③家族
にも、本人にも会えている、④本人との外出、付き添いができている、の４
段階に分け、支援を行っている。 
原則、親には主任支援員が、本人には、若者支援員が対応する。 

ピアサポーターを支える主任支援員、相談員と専門職、アウトリーチを支
える地域ネットワークを持つ。 

研修全体の概要 

ともに学ぶことを大切に、当法人の行っているアウトリーチを含む全事業

についての情報提供、実践、参加や見学を通して、それぞれが所属する団体

との活動の比較や自らが求めていること、団体から求められていることなど

を、対話しながら、気づきがうまれる研修にする。 

研修内容 

・オリエンテーション 

・受入団体の業務内容説明 

・各実施事業についての説明 

・情報交換、振り返り 

・ピアサポート活動について 

・支援している子ども、若者の状況 

・ＮＰＯと地域連携、ネットワーク形成について 

・情報交換、振り返り 

・家族支援について 

・住居への同行訪問 

・ファンイン（地域）活動への参加・見学 

・情報交換、振り返り 

・当事者対応 

・ケース検討への参加 

・地域活動への参加・見学 

・情報交換、振り返り 

・実地研修の振り返り 

・情報交換 
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機関・団体名 特定非営利活動法人 青少年自立援助センター 

所在地 〒197-0011 東京都福生市福生2351-１ 

アウトリーチの特徴 

当法人では開設以来アウトリーチ事業を基軸とした青少年自立支援活動を
全国的に展開してきた。 

近年、景気の低迷等の影響もあるのか、地域に関係なくニート層が多く目

につくようになってきた。しかしながら、実際にアウトリーチをできる機関
は少なく、そのスキルも一定ではないのが現状である。そのような、状況に
対して一定スキルを持った人材の育成が急務と考えられる。 
当法人では、年間300件超の訪問支援を実施していて、その臨床例も多く蓄

積されている。20，21、22年度においては、東京都委託事業のひきこもり支

援「コンパス」で支援員向けの講座をおこなった。 
23年度からは「東京都若者社会参加応援事業」でも民間団体・公的機関職

員向けの講座を実施している。より実践に近い形で、座学よりはロールプレ
イの時間を多くとり、また訪問支援の同行も行った。それにより、各々の現
場において有効なアウトリーチの実践をおこなえるようになったとのご報告

をいただいている。 
そのような部分のノウハウも研修事業の中で生かして行き、研修後直ぐに

役立つ内容としたい。そのような人材が多く輩出されれば、各地域において、
早期対応ができるようになり、ひきこもり状況が厳しくなる前に対処できる

と共に、予防的な側面も期待できる。 
本事業において多くの人材が広域に展開されればと考えている。 

相談・支援機関名 

あだち若者サポートステーション 

いたばし若者サポートステーション 

多摩若者サポートステーション 

黒潮若者サポートステーション 

フリースペースわかば（セーフティーネット足立） 

研修全体の概要 

ニート・ひきこもり状況のトータルしたサポートを体験してもらう。入口
のインテーク面接の重要性からアウトリーチの実際を座学・ロールプレイで

体験してもらう。また、生活困窮者等の支援も視野に入れ、当法人で実施し
ている生活保護家庭の支援・アウトリーチも体験してもらう。 

最終的には、出口の部分を理解する必要があるので、就労支援等の事業に
も参加してもらい、支援の全体像を理解してもらえるように講習を実施して
いく。 

研修内容 

開講式／オリエンテーション（ガイダンス）／団体概要・事業説明・今後の
日程・注意事項説明／施設案内／職員紹介／施設見学 

アウトリーチ研修 座学（半日） 
 ひきこもりの基本的原理 
基本事項の確認 ⇒ インテーク編 アウトリーチ編 

現場実習 
職員会議等の参加／就労支援現場での利用者対応／フリースペース対応 

あだち若者サポートステーション実習 
訪問支援同行（生活保護家庭への支援・同行） 

現場実習、講習のまとめ 
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機関・団体名 
特定非営利活動法 

NPO スチューデント・サポート・フェイス 

所在地 
〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 7255（武雄市事務所） 
〒840-0826 佐賀県佐賀市白山２丁目２-７（佐賀市事務所） 

アウトリーチの特徴 

「施設型」となる公的支援の補完的な機能を担うアウトリーチの必要性は

従前より指摘されてきたが、支援手法としての困難性から多くの行政機関で
敬遠されたため、民間組織が先行する形で取り組みが進められた歴史がある。 

その結果、公的支援としてのノウハウの蓄積・共有化は遅れ、地域によっ
ては何ら専門的な研修・指導を受けることなくアウトリーチが展開される場

合や、適性や効果性の検証もないままに一部の民間団体に頼った対策を講じ
る自治体も散見される。当該分野において、支援の対象となる若者は、自己
確立が不十分で心理的にも不安定な特性を持つ思春期あるいは青年期にあ
り、その状態も経緯によっては自傷他害のリスクを帯びる深刻なケースも想
定される。 

従って、事態の悪化を招くような安易な介入は避けなければならず、訪問
に際しては専門性を伴った安全かつ確実なアプローチが求められる。当法人
はこういった観点から、教育・医療・福祉等複数分野の知見の集約によって
発展的に確立された訪問支援手法と連続支援行動を可能とする重層的支援ネ
ットワークをバックボーンに、旧来の取り組みとは一線を画したアウトリー

チ事業を展開し、全国トップレベルの実績を収めている。 

相談・支援機関名 

さが若者サポートステーション 

たけお若者サポートステーション 

佐賀県子ども・若者総合相談センター 

佐賀市生活自立支援センター 

研修全体の概要 

アウトリーチの導入期から当事者の意志や状態に応じた機関誘導及び機関
誘導後までの一貫した支援又は相談対応の経過に沿った研修を実施する。 

研修の内容は、事前の面談から初回の訪問に合わせた枠組み設定、支援計

画の策定、アウトリーチの現場での面談、アセスメント、保護者対応、次回
の訪問の設定などアウトリーチの全般を扱った実習を行う 

研修内容 

・オリエンテーション 
・法人概要、法人概要、事業概要、研修内容、留意点等について説明 
・研修生の自己紹介、職務内容や経歴等の概略について説明を受ける 
・関与継続型及び機関誘導型のアウトリーチに焦点を当てた集中講義 

・同行訪問（被支援者）（被支援者の概要と注意点、振り返りなど） 
・事前の面談から初回の訪問に向けた枠組みの設定、支援計画の策定 

・同行訪問（被支援者）（被支援者の概要と注意点、振り返りなど） 
・訪問先での面談対応（被支援者との関係性、地の利など） 
・アセスメント方法 

・同行訪問（被支援者）（被支援者の概要と注意点、振り返りなど） 
・保護者対応（チーム対応、他分野に渡る専門性） 

・次回訪問設定（シーディングの意図など） 

・同行訪問（被支援者）（被支援者の概要と注意点、振り返りなど） 
・戦略的人材育成（当団体の養成カリキュラム） 
・危機管理（個人情報の管理など） 
・５日間の振り返り 
※上記のほか、施設等での支援又は相談対応や各事業等を扱う場合もある 
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図表 ９（実地研修‐研修生レポート／一部抜粋・語調整理） 

実地研修レポート（研修生） 

■研修生レポート（１） 

研修内容（概要） 

■受入団体の行う各事業に関する講義 

  山武郡市教育相談センターの活動概要について、担当者から 3市 3町が連携した体制や相談活動、
適応指導教室、訪問支援のそれぞれの活動内容について説明を受けた。 
相談活動や訪問支援について、それぞれを担当するカウンセラーから説明を受けた。 

■アウトリーチ同行 

  １回目は訪問相談担当教員に同行し、不登校児童への学習支援を参観。 
２回目はカウンセラー（訪問担当）に同行し、不登校生徒への訪問相談を参観。 

■適応指導教室の参観、教育支援 

  ４つの適応指導教室を訪問し、児童生徒との交流活動や事例検討会に参加。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

＜アウトリーチ＞ 

  訪問相談担当教員は意欲を引き出す言葉がけ、いろいろな教具を準備し操作活動を通しての実感
を伴った理解のさせ方、わかりやすい板書など、まるで研究授業を参観しているようであった。 

カウンセラー（訪問担当）は、次々とゲームの解説をしてくる子と画面の数値をもとに会話を成
立させていた。その手法はマジックを見ているようであった。 

＜適応指導教室＞ 

  ６ヶ月から９ヶ月を目安に学校復帰をめざした指導者の一人一人に寄り添った学習支援に圧倒さ
れた。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

山武郡市教育相談センターは、不登校児童生徒の支援を担う中核機関として次のような特色がある
と思った。 
・相談や訪問活動に有資格者を配置し、不登校児童生徒の生活の質の改善や保護者の不安軽減を図

るための支援体制が整えられていること。 
・適応指導教室は、教科書を活用した学習支援と学校への部分復帰などを体験させながら学校復帰

を目指していること。 
 
これらのことから、保護者のニーズに応じて不登校児童生徒の自立の支援・援助にていねいに取り

組むことが出来るよう、教育相談員の資質や能力を高めていきたい。 

また、学習支援や相談活動をより充実させていくため、適応指導教室でのスタッフに様々な資格を
有した人の配置を要望していきたい。 

■研修生レポート（２） 

研修内容（概要） 

■受入団体の行う各事業に関する講義 

①訪問カウンセリングについて 

訪問するまでの手続き、訪問時の様子、訪問カウンセラーのできることや限界設定について説明
があった。学校に対し、訪問カウンセラーの有用性や役割分担、学校が間に入り調整することの必

要性について理解を求めることへの難しさについて話された。 
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②山武地区訪問相談担当教員による訪問支援について 

不登校状態にあった小学生及び母親と学校で待ち合わせをし、会議室で算数を支援していた。ま
た、所属するクラス（当日はたまたまクラス行事のためクラスメイトは不在。普段は交流の機会を
設ける）を訪れ、同級生がどのような活動をしているのか、どのような生活を送っているのかを知
る機会としていた。 

 

③教育相談センターの業務について 

山武地区は、元々不登校や不適応が多い地区であり、教員有志によるボランティアの任意団体と
して、山武郡市教育研究所がスタートしている。しかし、教員が通常業務を抱えながら教育相談を
することの限界や、財政難等の課題により、組合による教育相談センターが設立されている。現在
は、教育相談事業と適応指導教室事業を担っており、電話、来所面接や訪問カウンセリング、適応
指導教室への通所による支援等、多彩な支援方法で子供達を支援している。元来、適応指導教室を

利用できるのは、各自治体在住者のみであったが、組合が適応指導教室を一括管理することにより、
適応指導教室を自由に選択することができる体制となっている。 
学校、保護者、各市町村の教育委員会、各種会議との連携体制についても充実している。 

 

④教育相談について 

電話相談や来所相談での対応について話があった。各適応指導教室でも定期的にカウンセリング
をするなどのフォローもしている。家族相談から適応指導教室につなげる役割を担うなど、多岐に

わたり支援を行っており、担うケース数も１人あたり20ケース以上と多い。 

 

■適応指導教室での実地研修 

①大網白里教室 

利用者はしきりの後ろで自分のペースで過ごせるような空間があり、配慮がなされていた。午前

に１時間×２回学習時間が設けられ、午後は１時間学習ができる体制であった。 
ここでも、学習支援の重要性について指導員から学んだ。 

 

②東金教室 

 ここでも、主に学習支援を行っており、個別支援をしていた。地域にまつわるかるたで遊びなが
ら、地域学習や歴史を行うなどの工夫がなされていた。 
利用者に年齢差があったこともあり、利用者同士で遊んだり、やりとりをする相手になるなど、

異年齢だからできる交流がみられた。 

 

③横芝光教室（事例検討会） 

  適応指導教室指導員、教育相談センター職員、カウンセラーの５者で利用している利用者につい
て検討を行った。日常の支援を行う指導員の立場、臨床心理士としてのカウンセラーの立場、学校
との連携にかかわる教育相談センターの立場で、日頃から多角的に支援を要する子供のアセスメン

トを行っている様子が学べた。 

 

④山武教室 

  利用者は個室利用により、他の利用者との交流等はなく、指導員が個別に対応していた。「ハート
フルさんぶ」の４教室のうち、最も多くの利用者がおり、施設も充実している。異年齢交流がある
ことで、自分の将来について想像がつきやすい利点もありつつ、人数が多いことによる対人関係の
複雑さもある教室であった。指導員が個別に学習支援を行う他、上級生から勉強を教わることがで

きる環境は、山武教室の良さであった。 
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■訪問カウンセリング（アウトリーチ） 

  中学生の自宅に訪問し、訪問カウンセラーと対象生徒との交流について見学をする。対象生徒は
「大戦略」というＰＳ系統のゲームをしており、第１・２次世界大戦の歴史について話しながら、

ゲームの説明をしていた。 
これまでは、「バトルフィールド」という同系統のややインパクトの強いゲームを行っていたとの

こと。カウンセラーはその会話に感情を代弁するような形でかかわりを行っていた。今後は、進学
に向けて生活リズム等の話題に展開する予定とのこと。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■アウトリーチについて 

①訪問カウンセラーの役割と体制について 

自分自身の訪問支援の経験と照らし合わせて、類似点や相違点について整理することができる機
会となった。「１人で訪問すること」や「家族がいない場で本人と接すること」の効果と難しさの両
面を学ぶことができた。 

実際のアウトリーチでは、中学生の自宅への訪問となった。本人のフィールドに入ることで、本

人に関するアセスメントの情報量が多くなるメリットと、本人の安心する場に将来の話題を持ち込
む難しさの両側面について感じることができる経験であった。 
 

②教員による訪問支援について 

不登校児の中には、不登校になる前から学習支援を要する子もおり、学習のつまずきも不登校の
きっかけの１つになっていることを学んだ。学習に自信がつくことは、学校への復帰の大きな足掛
かりとなるようであった。「教員」という立場であることで、子供にとっても支援のイメージがつき
やすく、「学習」を媒介とすることで、子供への侵襲性を減らすことができるというメリットについ

て考える機会となった。 

 

■適応指導教室での支援について 

・１科目でも他の子と同じレベルで学習ができることは、子供の安心につながるとのことであった。
ゲーム（ウノ）を通して、対人とのやりとりを経験できる場となっていた。 

・山武地区訪問相談担当教員が山武教室に来所し、小学生に理科の実験の授業を行った。別の利用
者も同席しており、クラスの子とはまた違う、上級生のかかわりをしており、多様な対人関係を
経験できる場であることを改めて学ぶ機会となった。 

・個別の学習支援を行い、実習生自身も学習支援の補助をした。上級生が時々下級生の学習に買う
入するなど、先生の役割を担うことで、学校とはまた異なった居場所となっているようであった。 

・プライベートでも交流がある子もおり、適応指導教室が安心して対人交流ができるよさと、居場
所になりすぎた時の難しさについて感じる場面となった。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

地域全体で多様な支援体制があり、それぞれが独立せずに、教育相談センターが「つなぎ」の役割

をすることで、包括的に子供の支援が可能となっていた。それぞれの組織がつながるための支援をす
ることで、より効果的に子供の支援が可能となることを改めて学んだ。 
自分が日頃担っている業務の多くは、本人、家族、各機関（医療、学校、福祉施設、行政機関など）

をつなぐ役割であることから、「つなぐ役割」をもつ機関がうまく機能するかどうかが鍵であると感じ
た。 

アウトリーチについては、安全に実施するための体制整備の難しさや周囲からの協力の必要性、「中
学卒業まで」という限られた時間で行うことのメリットや今後の支援へのつなぎなど、多くのことを
考える機会となった。本人の状態（生活状態、心のバランスなど）によっては、教育相談センターが
実施する訪問カウンセリングでは難しい事例などもある。 

教育という機会は、どのような状態にある子にとっても切り離せないものであり、教育ベースでは
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難しい事例について、他の機関がどのような支援を行っているかについても興味を持った。 
子供にとっては、学校で学習することもさることながら、学校という社会で対人関係スキルや社会

性を身に着けることもとても大切である。その機会が得られないまま、成長していくことは、大人よ
りも深刻な問題であると感じた。できるだけ早い段階で他者との交流を再開させるためには、アウト
リーチは大変有用であると感じる。 

そのような支援が適用されるべき状態なのか、アセスメントをすることが、とても重要である。そ

の「見極める力」があるかどうかが何よりも求められると感じた。 

■研修生レポート（３） 

研修内容（概要） 
■受入団体の行う各事業に関する講義 

①浜松市精神保健福祉センターと委託法人こだまの事業について 

官民共同で行うひきこもり支援について、それぞれの立場での長所短所を補い合いながら業務
連携していることや、地域の協力を得ながら多くの体験を重ねられるように支援を行っているこ
とについて説明を受けた。 

 

②関係事業所との連携について 

医療機関や社会体験（就労体験）実習受け入れ先、その他の支援機関、事業所の見学や体験を
通じて、それぞれの役割が分担されていること、日頃からしっかりと横のつながりを作っておく

ことで、お互いにリファーがしやすい環境づくりができていた。 
 

③アウトリーチ支援について 

ひとりひとりのペースに合わせて、安心して関係性を築けるようにするためのアウトリーチの

有効性についての説明を受けた。センター、こだまで行っているアウトリーチ支援、相談支援、
同行支援等の件数についても具体的な数字を挙げて説明を受け、相談者の状況に応じて柔軟に対
応していることもわかった。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 
① センターとこだま、こだまと地域の協力企業等の連携の濃さ、それぞれの事業所内の職員同士

の情報共有の丁寧さについて多くのことを学ぶことができた。そういった密な連携ができている
のはもともと浜松市に根付いている相手を思いやる気質であったり、協力し合う土壌ができてい
る郷土性であることを知った。 

 
② 本人のニーズに合わせて一緒に出掛けて同じ体験をする、という点でのアウトリーチの在り方
についても学ぶことができた。本人との関係作りの中で、興味がどこにあるか、何に不安をいだ
いているかを丁寧にアセスメントしてから行う同行支援では、まず本人の安心、安全を確保する
事の重要性を学んだ。 

印象に残ったエピソードはアウトリーチ先の当事者の方は、月に１度散髪に行く以外は全く外
出しない男性であるが、本人の好きなサッカーの話題で少しずつ関係性を作り、近いうちに県内
にあるクラブチームの練習場に行こうという話になっていた。「いいですね」と話を合わせてくる
が、本当に彼の本音であるのかを慎重に見極めること、とはいえ、本人の気持ちが外に向いてい
るタイミングを見逃さないこと、本人の気持ちにしっかりと寄り添うことが重要であると感じた。 

 
③ 社会体験の場を提供してくださる一般企業の方の思いが熱く、事業所ともよい連携が取れてい
ると感じた。 

 

④ 当事者グループの活動についても活発で、主体性を持った活動であると思った。平成 24年度に
ひきこもりピアサポーター養成事業を研究事業として行ったこともあり、体験談を人前で話すこ
とによって自分にとってマイナスであった経験が、プラスに転じて人の役に立っていると実感す
ることができているようであった。こうしたピアの力や、本人がリカバリーしようとする力を信
じて見守ることも、支援者としての役割だと感じた。 

考察・所感（業務等への活かし方など） 
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今回の実地研修で一番感じたことは、支援者どうしのネットワークの必要性、さらにそのネットワ
ークを強固でゆるぎないものにするための日々の丁寧な情報共有や意見交換が大切だと思った。 

日常業務の中で後回しにしがちな支援者どうしの輪を円滑にしておくことで、結果的によりよい支
援につながっていくと思われる。 
 こだまで一緒に活動した若者たちは、みんな個性的で元気いっぱいだった。私が普段接しているひ
きこもりの当事者たちは年齢も上でおとなしい印象である。プログラムを準備しないと通所につなが

らない、つまり目的が明確でなければ行動に移せない利用者が多いのである。 
こだまの利用者は逆で、フリースペースなら通所につながるが、プログラムを設定すると通所者数

が減るとのこと。自由な時間を自分で組み立てていかなければならない難しさがあるが、同じ空間を
共有していることに安心感を覚えている利用者が多いようである。限られた時間の中で、その次のス
テップに踏み出す瞬間の支援については詳しく聞き取ることはできなかったが、協力企業の社会体験

事業などの経験を重ね、必要に応じて就労支援ができる（サポステが併設してある）途切れない支援
の道筋の中で安心して社会に出ていくことができると思われる。 
 「相談者の、５年後、10年後の生活を思い描いて支援すること」という精神保健福祉センターの所
長の言葉を念頭に、今後のひきこもり支援に携わっていきたい。 

■研修生レポート（４） 

研修内容（概要） 

・浜松市精神保健福祉センターの業務に関する講義（所長・職員） 

・浜松市における関係機関の業務等説明、見学及び体験 
・当事者会への参加 
・アウトリーチ同行 
・浜松市精神保健福祉センターミーティングへの参加 
・事例検討会への参加 

 

■実地研修における関係機関 

・浜松市精神保健福祉センター【実地研修受け入れ先】 

・ひきこもりサポートセンター こだま【浜松市より委託】 

・地域若者サポートステーション はままつ【浜松市産業総務課より委託】 

・メンタルクリニック・ダダ【精神科診療所】→児童から成人までを対象 

・ひだまりのみち【就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活訓練】 

・さんぽみち【児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援】 

・だんだん【就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活介護・生活訓練・宿泊型自立訓練 

       単独型短期入所・地域活動支援センター・障害者就業生活支援センター】 

・ゆきかき【ひきこもり当事者グループ】 

・ルピロ【浜松市発達相談支援センター】→あえて「障害」の言葉を外している。 

・みかん農家【（民間）農家】 

・せいぶぽいんと【（民間）リサイクルショップ】 

・ISK【（民間）ジュニアカートスクール】 

  →カートの整備だけでなく、実際にカートの運転＋タイム計測により達成感・充実感を感じる

事が出来るよう工夫。 

・はままつフラワーパーク【旧浜松市政施行60周年事業の一環として開園】 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

①職場づくり 

所長を始めとした職員の皆さんが、互いを認め合い支え合っている環境をつくっている事が非常
に印象に残っている。センターミーティングで実施していた「ひとこと（得意なこと）発表」では、
とても暖かく何でも発信出来る様な雰囲気が出来ていた。 
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また、事例検討では、そのつもりが無くても粗探しや批判的な内容になり、結果的に提供者の精
神的な疲労や、事例提供自体に精神的負担がかかる事がありがちだと思われるが、浜松市精神保健

福祉センターのミーティングでは、その様なことは一切無く、それまでの相談支援の一つ一つを丁
寧に共有し、今後の対応について「協働」していける雰囲気がつくられていた。 

 

②地域づくり 

浜松市では、ひきこもり関連事業の啓発を目的とした講演会等の開催や、ラジオを活用した周知
活動等を継続的に行っており、これが地域の事業者から浜松市への協力依頼に繋がり、就労訓練の
環境整備等に繋がってきた。 

また、職場づくりと同様に関係機関とも、お互いの立場を理解した上で非常にていねいな関係づ
くりがみられ、「色んな発想をもらいながらやっていく」といった連携・協働しやすい雰囲気が出来
ており、浜松市精神保健福祉センターのていねいな職場づくりが、関係機関とのていねいな関係づ
くりに繋がり、これが当事者や家族等へのより良い支援に繋がっている事を非常に強く感じた。 
 

③居場所づくり 

ひきこもり当事者の居場所として下記２ヶ所に参加。 
①ひきこもりサポートセンターこだま → フリースペース、調理（餃子） 

②浜松市精神保健福祉センター → ゆきかき（当事者会） 
いずれも、職員が当事者に合わせた距離感を保ちながら関わっていたが、当事者間でも同様の関

わり方が見られた。「こういう事をされたら嫌なのが分かるから、無理には聞かない」といった心づ
かいや、自己紹介が出来なかった当事者に代わって紹介してくださる等、お互いを理解し合った関
わりが多く見られ、これが当事者にとっての「安心・安全」な場所や雰囲気づくりに繋がり、「居場

所への参加」といった社会参加に繋がっている事を感じた。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

・浜松市におけるひきこもり支援のアウトリーチとして 
浜松市精神保健福祉センター→家族をメイン 
ひきこもりサポートセンターこだま→当事者をメイン 

ただし、事例によってはこの限りではなく、精神疾患の疑い等保健医療福祉の要素が強い事例は
浜松市精神保健福祉センターによる対応等、基本的な枠組みはあるが、状況に応じて官民共同で柔
軟に対応していた。 

行政として、地域住民の相談支援を行う上で、地域に合わせた形で必要に応じた効果的なアウト
リーチが実践できる環境づくりに取り組んでいきたい。 

その中で、民間事業所だけでなく、自治会や民生委員等を含めた形で、より柔軟に検討していきた
い。 

 

・行政として地域づくりを行う上で、どんなネットワークや仕組みにもそこには必ず「人」がいる
事、そこで効果的な関係づくりを構築出来るか、出来ないかでネットワークや仕組みが発揮する効
果が大きく変わる事を学んだ。単なる仕組みづくりでなく、庁内関係者や民間事業所、地域住民等
が「協力したい」「力になりたい」と思えるような取組のあり方を考えていきたい。 
 

研修生レポート（５） 

研修内容（概要） 

①浜松市のひきこもり支援の取組みについての解説、体験、見学 

浜松市精神保健センター、NPO 法人 E-JAN との連携を中心とした、行政と民間の協働によるニー
トひきこもり支援の取組みについて学んだ。また精神障害や発達障害等へのサポート体制、関係機
関との連携、地域の事業所の協力による社会体験活動等についての説明、見学、体験を通じて、浜
松市全体でどのように引きこもり支援を行っているのかを学んだ。 
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②アウトリーチ同行 

NPO 法人 E-JANの実施するアウトリーチへ同行をさせて頂いた。 
自宅訪問では当事者と直接話すことができ、当事者が何を課題として日々をすごしているのかを

当事者自身から聞くことができた。課題に対して、訪問担当者がアウトリーチを通じてどのように
支援を行っているのか、当事者との距離感や課題に対する目標設定の立て方などを実際に見ること

ができた。 
 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■連携について 

ひきこもり地域支援センターとして官民協働での運営の実態と関係機関との連携について多くの
ことを学ぶことができた。単にケースをたらい回しにするような連携ではなく、密なコミュ二ケー
ションによってケースに合った支援を迅速に提供できる体制、また、情報を共有し役割分担を明確

にした支援体制が整っていると感じた。事例検討会議では、ケースを共有する関係団体のスタッフ
が一同に集まり、顔の見える連携をしていることが印象に残った。顔の見える関係の中で他部署、
他機関に関わらずそれぞれの役割の中からケースに対して意見を出し合い支援の方向性を決定して
いく連携体制が円滑な支援につながっていることを感じることができた。 

連携関係機関の支援事業も児童福祉から就労支援まで幅広く用意されており、各団体のスタッフ

がそれぞれの役割、支援領域に対して理解度が高いことも浜松市全体として困難を抱える若者の支
援を行うことができる理由なのだと感じることができた。 

 

■精神保健福祉について 

今回の実地研修では福祉的な支援を中心とした引きこもり支援について学ぶことができた。精神
的な寄り添いや当事者の障害性に対するアプローチに重きを置いた支援が当事者の課題に対する初
期的な動機付けとしてどのような作用を齎すのかを考えるきっかけとなった。 
相談支援を受けている当事者の交流会では当事者同士がそれぞれ日々の生活でどんなことに悩

み、どう感じているのかを共有し、社会から孤立しないようにする工夫を感じることができた。 
 

■フリースペースについて 

フリースペースでは利用者が気軽に参加できるような工夫がされていると感じた。フリースペー
スではあえてその日の予定を明確にせず、自由な利用をすることができ、スタッフとの関係も和や
かな印象を受けた。研修日は丁度、新作のポケモン発売日であったがスタッフも一緒にソフトを購
入し遊んでいる様子からも、同じ目線で寄り添う姿を感じることができた。 

体験活動での料理会では当事者の特性に合わせた役割分担を指示しており、細やかな配慮に対し

ても工夫がなされていると感じた。 
 

■社会体験活動について 

社会参加活動では近隣の事業所での職場体験活動を実施していた。実施に際して、受け入れ事業
所の当事者に対する理解と、達成目標の共有がなされていることを感じることができた。 

また目標に対して、達成度を数値的に目に見える形で実感することができる工夫と振り返りをし
ていたことも印象に残った。 
 

■アウトリーチについて 

今回の実地研修では比較的動きのある当事者のアウトリーチに同行した。約１時間の家庭訪問で
あったが、堅苦しい雰囲気はなく雑談を中心とした和やかな訪問であり、日々の生活状況について

の振り返りと現状確認が話の中心であった。 
動きを留めさせず、かといって急かすわけでもない、ゆるやかな目標設定がなされており本人の

ペースに合わせた支援を提供していると感じることができた。 
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考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の実地研修では、精神保健福祉での引きこもり支援のあり方を学ぶことができた。日頃の業務
では本人のメンタル部分での寄り添いに対しての手厚さよりも自立に向けた就職・就労支援で本人の
抱える課題をどう社会と刷り合わせていくかに重きを置いていたが、初期的な動きの中では福祉的視
点でケースを考えていくことも必要であることを実感することができた。 

特に訪問支援を必要とするケースでは社会的な繋がりを失ってしまっている若者に対して、本人抱
える悩みや不安、障害性に考慮し本人のペースに寄り添い、伴走していく支援でないと次に繋がる支
援を提供できないのだと再認識した。 
連携のあり方についても関係機関と顔の見える関係を作り支援者同士の密なコミュニケーションがな
ければケースを共有したところで正確な役割分担をすることは難しいのだと感じた。 

 

■研修生レポート（６） 

研修内容（概要） 

■アセスメント会議について 

週２回、新規及び検討が必要なケースについて相談を担当している職員によるアセスメント会議
に参加した。 

会議に出されたケースを職員総出で意見や知恵を出し合いよりよいケースの進め方について検討
していた。会議に出すために書類をまとめたりする必要もなく、受理している時に書いた概要を基

に発表し、皆が検討しており、この会議が上司の決裁にもなっており、時間短縮に貢献していた。 
出された意見は、全て白板に各項目毎に書いていき、最終的に書かれたものをタブレットで撮影

し担当者の指針となるように工夫されていた。 
 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■アセスメント会議について 

・アセスメント会議（ケース検討会）の概念が変わった。 

会議、検討会は資料を揃えて望むものという概念が変わった。資料作成の代わりにホワイトボ
ードを利用し、それをタブレットで撮影するなど時間短縮となり参考となった。 
 

・短期決戦の意見交換の場としてのアセスメント会議 
参加者全員が自分のケースのように扱っており、研ぎ澄まされ、緊張感を持った会議進行に感

動を覚えた。 
 

・決裁の場としてのアセスメント会議 
アセスメント会議での検討が、上司への決裁の役目も果たしており無駄のない時間運びが良か

った。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

■アセスメント会議の考察 

①考察 

忙しい日々の中で編み出された会議の手法ではないかと思った。ケースをまとめるのに何時間か
かるか、また、それを読むのに何時間かかるのかを考えると、時間短縮のアセスメント会議=ケース
検討会=決裁であると思った。 
 

②所感 

職員間でケースを共有する、オープンにすることが、職員同士の結束力を高めている。この会議
は、ケース担当者の技術が磨かれていくこと、またケースに客観性を持たせることができること等

の利点があり、今後当総合相談センターにおいても活用したいものであった。 



- 61 - 

■研修生レポート（７） 

研修内容（概要） 

■アセスメント会議 

担当者から出された事例について、状態像や情報、sorae の位置づけを踏まえ、相談員の支援方
針等をディスカッションしてより良い方向性を探る会議のあり方を学べた。 

 

■アウトリーチ同行 

どのように繋がりどのような支援が行われ現在に至るのかを把握した上で、現況確認をして次の
支援として何が必要かを探っていく、その時の目的をはっきりさせて訪問する等を学んだ。(言葉の
かけ方、自分の位置づけも重要) 

 

■連携先視察 

連携先をして必要なものは何か、どのような支援方法があるのか、そして繋がり方はどうしていく
のか等を学んだ。 

 

■面談の陪席 

アウトリーチから来所に至った場合(迎える立場になった場合)の関わり方を学んだ。 

 

■事例検討 

・多種多様なケースにふれ、アウトリーチの手法やアウトリーチの必要性を知ることができた。 
・障害福祉サービスについての講義 

・サービスの種類や利用の仕方を学んだ。 
 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

① アセスメント会議では、限られた時間の中で数多くの事例をこなしていく為の会議の進め方と
して、項目ははっきりさせることと数人でホワイトボードに書き込んで皆が見える形にしていく
ことがスピーディーかつ正確であること、最後まとまった時点でホワイトボードを撮影し記録と
することが無駄がなく参考になった。 

 

② アウトリーチ同行では、関係機関との連携の仕方を直に見ることができ、自分の位置づけは必
ずしもいつも同じではないということ、また事前情報でイメージしていたものと実際会って感じ
るものは違うので複数のイメージを持っている方が良いかもしれないと実感した。 
訪問前にＮＧワードについて確認を怠ってはいけないことも学べた。興味関心について会話が

成り立つように事前の準備を日頃からしておく必要性を学んだ。逆に実際会って話しながらそれ
まで掴めていなかったことをストレートに尋ねてみることも必要かもしれないと感じれた。出来
るだけ話しやすくする雰囲気作りはこれまでの自分のやり方でも大丈夫であると確信できた部分
があった。 
家族に関しては本人と話しながら家族との関係や家族の困り感についても振り返ることができ

るよう何気に観察が必要と思った。 
 

③ 面談の陪席については、興味関心を広げて教えてもらう立場に立てば、そこから本人の可能性
を引き出していけることを強く感じることができた。自分自身全く知らなかったことを知る喜び
を感じることができたので、関わり方として新たな発見であった。 

 
④ 事例では、アウトリーチの場合、母親支援の視点として母親の困り感は本人の事だけではなく、
自身が片付けができないでいることから入ることで先ず母親を前向きにするという効果があり、
入り口として素晴らしい支援でビックリした。入り口のきっかけは非常に悩むところでもあるは
ずなので参考になった。 
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考察・所感（業務等への活かし方など） 

■サポステ事業として・・・ 
① アセスメント会議の進め方は直ぐにでも活用させていこうと思っている。 
 
② 学校連携として中途退学者に対してのアウトリーチは必要であるので、先ずは学校側にしっか

り提案していく材料が増え、これまで行政に提案していたことに加え新たに具体化した提案がで
きると考えている。今回の実地研修で体制作りについてもイメージができた。 

 
③ 所管の担当者の関心や会議への参加で不足しているものがはっきりすることや担当者の意識改

革にもつながることがわかった。宮崎のアウトリーチの遅れは日頃から気になっているので、今

関わっている関係機関等の中でどのレベルの協働ができるかを追求していく目的ができた。 

■研修生レポート（８） 

研修内容（概要） 

■受入団体における組織概要、ひきこもり支援の実践等の講義 

現在までの組織体制に至った経緯、各事業の役割と相互の連携、具体的な事例を踏まえたアウト

リーチに必要な視点・価値・手法、家族会の目的や効果等について説明を受けた。 
 

■アウトリーチの同行 

  ケースの概要や配慮すべきことを伺った上で本人及び家族との面談に同席し、疑問に思ったこと
を家族に質問することができた。 

 

■母親家族会に参加 

  ひきこもりに関する助言等を得るだけではなく、自分を理解してくれる場となっていることで重
要な心理的サポートになり、家族が元気になることで本人への関わり方も変わってくる。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■アウトリーチについて 

① 場当たり的な訪問はせずに結論を急がず長期的な見通しを持つ。まずは、本人と家族間の調

整が図れるよう、家族への支援を行い、本人の性格、興味関心等を聞き取り、本人と会える確
率を高める。 

② 初期段階は、家庭に風を入れるようなイメージ。支援者に関心を持ってもらえるような工夫
を取り入れる。本人の興味関心に合わせて同じ時間を共有できるように関係性の構築が重要で
ある。 

 

■組織について 

① 相談から社会復帰に向け、法人内で一貫した支援が可能であることが、本人の希望に応じた

柔軟な支援ができる。 
② 家族会を母親、父親に分け、さらには母親は年代別、発達障害や精神障害を有する等に分け

て取り組んでいることで、ニーズに適した情報提供や参加者相互のネットワークが促進される。 
 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

本人にとって何が必要で、どのようなことができるのかという視点から事業展開を進め、アウトリ
ーチもきめ細やかな配慮をしてニーズに応えており、最近はできること、できないことで対応してい
た自分を反省した。 

所属部署に限らず、本人の相性等でアウトリーチを行っていると伺い、支援の効果が高まり、また
居場所等につながった際に顔見知りの職員がいると心強く、また組織の OJT にもつながっていると思
った。本人の特性を踏まえ他の職員に同行訪問を依頼する等、今後の参考にしていきたい。 
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■研修生レポート（９） 

研修内容（概要） 

・ わたげ福祉課が実施する各事業に関する内容だけではなく，実際の支援の現場(フリースペース、
懇親会、親の会、スポーツデイ、就労継続支援 B型)に入り利用者との関わりを通して、ひきこも
り支援の実務を体験できた。 

 

・ アウトリーチ同行については、当事者から拒否されたとの事で現場に参加することは実現しな
かった。 その代わりアウトリーチ事例を通しての注意点、解決例などの講義を受けた。実際の現
場で着目すべきポイント等を利用者との関わりを通じて感じる事ができた。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■アウトリーチ 

同行支援は実現しなかったが、フリースペースなどの居場所があってこそアウトリーチをする意
味が明確になっている様子が理解できた。 

孤立した若者を、再び社会へつなぎなおす困難さを支援の実態を知ることで理解できた。問題の
早期発見・早期介入だけでなく、待つことの支援、当事者の主体性を重んじる必要性をあらためて
実感することができた。 

 

■組織・事業運営等 

複数事業を展開することで、訪問支援から居場所、社会参加、学習支援、就労支援などと若者支
援の入口から出口にむけての幅広い支援体制を準備しており、非常に効果的であると感じた。 

理事長のみならず、若い職員が次の世代の支援のあり方について、試行錯誤している様子が印象
的であった。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

■フリースペース・居場所の必要性を考える 

①仙台市若林区にある社会福祉法人『わたげ福祉会』にて実地研修を受けて 

ひきこもりなど、心に不安を抱えた人たちへの電話、面接、訪問相談、情報提供などを行いな
がら、サロンや、寮生活を通して社会復帰を目指している生活訓練施設『わたげの家』などを運
営している。 
 

②『わたげ福祉会』の歩みについて… 

・平成８年９月 若林区新寺小寺で「カウンセリングセンター」としてスタート 
・平成９年 10月 太白区八本松に移転『フリースペースわたげ』としてスタート 

・平成 12年８月 「わたげ福祉会」が特定非営利活動法人(NPO法人)として認可 
・平成 16年４月 社会福祉法人わたげ福祉会スタート 

 

担当より、内閣府アウトリーチ研修で５日間お世話になる旨を伝え、理事長とオリエンテーション
を兼ねて面談を行った。 

理事長は『訪問支援は難しい、行っても本人にはまず会えない。『わたげ』では、家族への支援を中
心に、本人に対する支援を届けている。子供がひきこもって、家族もしんどい思いをしている。だか
らこそ、まず家族が元気にならなきゃ。』と話す。 

『わたげ福祉会』では、母親教室、父親教室を行っている。母親教室は 10 代の子供を持つ親、20
代の子供、30代の子供、障害を持つ子供と、日程を分けて行っている。 
父親教室については、ひきこもり学習会だけでなく、20代、30代のひきこもり当事者を交えての座

談会や、男ならではの『夜の懇親会』も行っている。 
 

オリエンテーションを終えて初日は、フリースペースの活動を中心に体験する事が出来た。 
10代後半から 20代の若者(以降、メンバーと記す)が自由な時間を過ごすために集まる空間である。 
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『おーっす。ひさしぶり』『おはよー』『元気？』と声をかけながらメンバーたちが集まってくる。 
10人ほどのメンバーが集まり、その中に職員が３名ほど入っている。３名ほどと言うのは、正直なと

ころ、どの方が職員なのか、どの方がメンバーなのか区別がつかないように感じた。名札を付けてい
なところが決定的な理由だと思うが、職員の年齢が若く、それだけ溶け込んでいる、もしくは支援者：
利用者という上下関係を感じさせない関わりというところに支援のポイントが置かれているのだと感
じた。 

昼食は一緒に近くのコンビニへ食料を買いに行き、食堂で食べる。午後は、明日の活動の準備のた
め希望者を募って釣具屋に出かける。 

後から聞いた話だが、このような事から、メンバーの社会参加への準備を始めているとの事であっ
た。始めは、家も出られなかったメンバーたちが殆どであったらしい。職員と１対１の関係から、な
んとかフリースペースまで来られるようになり、他のメンバー達と出会う。始めは、職員の買い物を

手伝ってよ、とメンバーを誘う。あくまで主体性は職員。メンバーは、ついてくるだけの人。買い物
に行き、社会体験をする。物を買う時の店員との対話を職員の隣にいて習う。欲しいものが見つから
ない時の術、選択に迷った時の術。だれもが当たり前にできているようなことを、ひとつひとつ、職
員との関わりの中で習っていく。 
始めは店に出かけても、職員のそばを離れなかったメンバーたち。しかし職員に連れられての社会

体験を繰り返すうちにメンバーにも自信が出てくる。『なんで俺ばっかり、自分も買いたいものがある
に…』と自分の欲求も出てくる。その時が、メンバー自らが社会参加するタイミングだと話す。まさ
に『育てなおし』の言葉がぴったりとあてはまった瞬間であった。 

フリースペースに集まる、メンバーが社会参加できない理由は、社会に参加する経験が出来ないと
いう環境があったからであるのは間違いない。ひきこもる原因はさて置き、フリースペースにたどり

着いたメンバーに必要なことは、動き出す時間を待つ事だけではなく、メンバーと職員の信頼関係を
保ちながら一歩踏み出すことの働きかけや行動を共にすることの必要性を感じた。 
フリースペース管理者の方が言った。『メンバーたちと祭りに参加したり、職員たちでラジオに出演

したりしている。以前はダイニングバーもやっていた。僕たちが社会との“つながり”を持っていな

いといけないと思う。結局あの子たちはここに来ても…場所が変わってもひきこもっているのと同じ
になってしまう』と。 

 
職員の方へのインタビューで『アウトリーチ(訪問支援)の難しさは何ですか？』と尋ねた。 
『僕たちは焦らない。本人がまだ部屋をでる準備が出来ていない場合は、家に訪問して家族と楽し

い話をして盛り上がる。気になって出てきてくれれば「こんにちは」とあいさつをする。出てきてく
れない人もいる。そんな人には自分が楽しいと思った漫画を差し入れしたり。次の訪問の時に読んで
くれた形跡があれば、今度はメッセージを挟んでみたり。そんなことを繰り返しながら本人との距離
を縮めていく。本人が部屋を出て居場所に行きたいと言えば、行く。それでも焦らない。先ずは外に
出るための準備をする。風呂に入り、体を洗う。ひげを剃る。散髪する。ユニクロに買い物。服を買

う。』との事であった。 
相談にくる親は、訪問をしてほしいと願う場合が多い。しかし『わたげ』の支援では訪問が先に来

るとは考えられていないように感じる。親との相談を重ねる中で、家の中で変化が起こるように仕掛
けながら、タイミングを見計らって本人との接触を試みる。理事長曰く『家の中に風を入れる』と。 

これは理事長以外の職員から聞いた話。『理事長は負けず嫌い。だからこちらから支援を途切れさせ

ることはない。負けるのが嫌なんです。』と笑いながら話してくれた。『会えるまで続ける』という理
事長の心構えを感じた。 

 
とにもかくにも、フリースペースの存在が大きいと感じる。なぜなら、家族支援をするにも、訪問

支援をするにも…その後の支援策がなければ、打つ手がなくなるからである。『わたげ』はもともとフ
リースペースから始まっている。 
偶然かも知れないが、今回の『アウトリーチ研修(実地研修)』の始まりの日は、フリースペースか

らの体験であった。フリースペースについて理事長曰く『フリースペースでは職員は子供に対して何
も言わない。フリースペースは安心安全な場所であることを分ってもらう。安心安全な場所で子供た

ちに自分で考え答えを導く時間を与える。』との事。利用者：支援者の枠組みが出来てしまう。 
支援者には本人の決心がないまま選択肢が見えて導いてしまう。そうならないように子供たちにと

っても、支援者にとっても大切な場所が『フリースペース(居場所)』であると感じた。 
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■研修生レポート（10） 

研修内容（概要） 

・ 一日目は施設の説明と１週間のスケジュールの説明からスタートし、アウトリーチとは何かそ
の概要を理事長及び寮長よりお話しいただいた。 

 

・ 二日目三日目と、10代の不登校引きこもりへのアウトリーチの実践、青年期のひきこもりの実
践についてのお話して頂いた。 

 
・ アウトリーチについてはやはり当事者の気持ちや状態によって中止だったり不在であったりと

ハプニングはあったが想定内。うまくいかないのが当たり前のアウトリーチだと思った。 

 
・ 協力関係機関の見学もさせて頂いた。連携というか協働を大事にされていてとてもつながりを

大事にされているなと感じた。つながりがなければ当事者を助けるきっかけ作りも難しくなる。
関係機関との協働は本当に大事なのだと思った。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

引き籠っている当事者の若者たちとの会話の中で、他人との距離を掴むのが苦手であること、周
りとの協調能力が低いことなど、アウトリーチでは１対１で話していた時には気付かなかった部分

を改めて感じることが出来た。 
当事者がきっと挫折感や苦手感を持つのはこういう１対他の場面なのだと改めて気づくことが出

来た。やはり社会に出る前の段階、１対他の部分を経験し、本人たちが試行錯誤する時間を作らな
ければまた元の状態に戻ることもある。その為にも宇奈月のような施設があるべきだと強く感じた。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

・ 自分としては悩んでいる家族を見つけることにまずは重きを置いて活動したいと改めて考える。
地域資源の確保、ネットワークづくり、人と人とのつながりをきちんと把握し、築いていく中で

次の段階、当事者の訓練という方向へ持っていきたいと考える。 
 
・ 保護者の考える『将来』と本人の考える『将来』には時間の針の進み方が違うと改めて気づく。

その部分のズレの修正は支援者という立場の人間だけでなく地域の方々との協力、各関係機関と
の協働によってできるのではないかと思う。また、それらをフルに活用し、若者がその若者なり

に周囲と関わりあいながら生きていける地域づくりを目指したい。 

■研修生レポート（11） 

研修内容（概要） 

■若者支援に関する講義 

  施設の概要や宿泊型の若者について、就労支援についてなど幅広く説明を受けた。 
また、不登校ケースを中心とした対応、困難ケース、高齢ケースを中心とした対応について説明

を受けた。 
 

■アウトリーチ同行 

  行っても会えなかったケース、母と本人共に丁寧に対応してくれたケース、支援者を選び車の中

で面接を行ったケース、生活保護世帯で高齢のケースなど、さまざまな種類のケースに同行させて
いただいた。 

 

■寮生との交流 

  最初は話しかけても返事が返ってこなかったのが、実習後半になると一緒の空間でおしゃべりを

したりゲームをしたりして楽しむことができた。コミュニケーションの苦手な方々なので、こちら

から積極的にはなしかけるようにした。 
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実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■若者支援に関する講義 

特に実感したのは、「見守る」だけではうまくいかないことである。特に長期化しているケースは、
「待つ時期」なのか「仕掛ける時期」なのか支援者が見極め、「仕掛ける時期」であるなら親や本人

に葛藤を起こさせることが必要である。そのために支援者が本人の好むいろいろな情報を知ってお
くこと（引き出しを増やしていくこと）が必要だと感じた。 
 

■アウトリーチ同行 

  さまざまなケースに同行させていただいたために、何が起こっても臨機応変な対応が求められる
ということを実感した。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

一週間の実習を通して、学んだ事がありすぎて整理しきれていないのが実際である。ただ、忘れて
はいけないと思っているのは、熱心に若者・ひきこもり支援を行っている講師の方々のスピリッツで
あると思っている。特にアウトリーチは支援者の積極性がないと成立しないものであり、今後業務で
アウトリーチを取り入れた時には講師の皆さんのことを思い出そうと思う。 

 一方で、現在の職場が行政の仕事であるため、ある程度の枠が決まっていること、斬新的なことは
できないことが言える。その中でもできることから取り入れていきたいと思っており、まずは同僚や
上司に今回の研修について感じたこと・考えたことを伝え、同じ考えを持ってもらうことが重要だと
思っている。 
 

■研修生レポート（12） 

研修内容（概要） 

■各事業に関する講義と施設見学 

受け入れ団体の各事業の内容をはじめ、各施設を実際に見学させていただいた。また、受け入れ
団体が運営する若者サポートステーションの事業内容の説明を受けるだけでなく、面談に同席させ
ていただいた。 

 

■アウトリーチ同行 

初回訪問のアウトリーチに同行させていただいた。当事者の自宅にて状況改善のため、異職種間
が支援のチームとして連携し、情報共有・課題検討をする実際の場に立ち会うことができた。 

 

■共同生活施設「はぐれ雲」 

衣食住を共にした共同生活や共同作業、入寮する若者の当番作業を通じて交流し、来所する形式
での相談対応では見えにくい側面について理解を深めることができた。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■アウトリーチ同行 

・ 初回訪問のアウトリーチに同行させていただいた。自宅にて、当事者の姿をみるに留まったが、
支援者の家庭への外部刺激としての存在意義と役割の重要性を学ぶことが出来た。 

・ 自宅にて、当事者の母、教育委員会スクールソーシャルワーカー、担当スタッフが状況改善の
ため、当事者の状態把握、課題検討を行った。当事者支援のチームとして異職種間が連携する実

際の場に立ち会うことができ、複数の立場からの情報共有、支援検討の必要性を学ぶことが出来
た。 

 

■共同生活を通した当事者との関わり 

・ 自立に困難のある若者に対して、共同生活による基本的な生活習慣の改善や社会的自立への援
助・相談、農業や介護等を通じた就業機会の提供を行い、社会参加や自立の促進に寄与する現場
の実際を学ぶことができた。 
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・ 当事者の父母が訪問に来た際、父母の当事者に対する関わりを通して、当事者と家族が生活の
場を離すことによって、家族間の適正な距離感がはかられ、それが自立に向かうことに繋がって

いると感じた。 
 

■組織・事業運営等 

・ 受け入れ団体が運営する高岡地域若者サポートステーションにて、就労に向けた面談に同席さ
せていただくことで、相談員がニーズに応じて具体的な目標設定をすると共に、受け入れる姿勢
を持ちながら丁寧かつ柔軟な対応をしていく重要性を学ぶことができた。 

 

・ 地域に根ざした事業を展開することで、若者たちにとっては働く場の機会を得ることができ、
地域にとっては人材の確保や将来的な地域支援の担い手の育成に繋がる。 
若者の自立には地域の協力と理解が必須であるという考えの下、地域の人たちと交流する姿や

地域ぐるみで自立支援がなされている地域共同体の価値を感じた。 
 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の実地研修を通じて、主に以下４点の学びを得た。 

①アウトリーチについて 

アウトリーチ同行の際、関係機関との連携ならびに他職種が協調した支援の在り方の重要性を
感じた。 

またアウトリーチ後の支援として、共同生活寮への誘導やその後就労支援・就学支援へ誘導す
る仕組みについて実際の事例を通して学んだ。また、継続的に支援を行うための組織内の体制・
事業運営等について指導を受け、地域との連携方法や効果的な支援方策のヒントを得た。 
 

②自立への環境づくりについて 

若者が自立に向かいやすい環境づくりや協働関係の中で展開される活動を通して、引きこもり
の原因を問いつめるより、自立する環境を整えることの重要性を強く感じた。 
豊かな自然やそこで暮らす人々など地域の力を根幹とした地域福祉活動の一例として学ぶこと

ができ、地域と協働するネットワークを形成するためには、地域の人々との関係づくりのための
地道な努力が必須であると感じた。 
 

③共同生活寮について 

衣食住を共にした共同生活や共同作業、入寮する若者の当番作業を通じて交流する中で、就職
支援、就学支援、家族支援に触れ、広く学びを得た。 
自己の所属機関・団体とは異なる支援の在り方を知ることで、共同生活の新たな効果を認識す

るとともに、所属する組織や職種の既存の支援から視野を広げるための新しい視点を得た。 
また、当事者と関わり続ける共同生活寮という場において、スタッフと当事者の関わり方に触

れることであらゆる場で求められる「柔軟な対応」が共同生活の場では常に行われていることを
実感した。 
 

④今後の課題 

共同生活寮を運営しながらアウトリーチを行う受け入れ団体の活動を通して、共同生活寮は社
会参加や自立の促進に寄与するということを再認識した。 

地域に根ざして事業を展開する受け入れ団体での経験を通して、当団体の都市型という地域性
を生かした共同生活寮の可能性と課題について検討する必要があると感じた。 
また、現在、民間レベルで行われている不登校・引きこもり支援が今後行政規模で展開される

際、現場で必要とされていることの情報発信を続けていくことの重要性を改めて感じた。 
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■研修生レポート（13） 

研修内容（概要） 

■団体の活動、役割 

団体を作った経緯と、地域のコミュニティー作り、ひきこもりや不登校者へのサポートについて、
丁寧に講義をして頂き、現場も見せて頂いた。 

 

■ピアサポーターと、訪問支援 

ピアサポーターの役割や関わりについて。なぜピアサポーターが必要なのかを説明して頂きまし
た。アウトリーチで本人とピアサポーターが、良い信頼関係を築き、同時に家族へ支援も多角的に
行っている様子を見せて頂くことができた。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

①組織運営 

２人しか常勤職員がいないなか、無理のないところから、無理のない範囲で活動を開始し、周
りの企業や人を巻き込んでいく事やその方法を聞くことができた。地域課題である、放課後や不

登校の子供の居場所作りの考え方、非専門性のサポーターの良い点、関わりについて学ぶことが
できた。 自分が活動する地域にないサポート（ひきこもりへの専門的なサポート、居場所等）
について気付くことができた。 

 

②サポーター（支援者）の役割・必要な資質 

共感だけではなく客観視し、信頼を得る考え方の違いをお互いに認め、価値観をすり合わせす

る事も学べた。非専門性が本人との関係を、同等、対等の関係を作るのに有効、また重要なのは
「若者が若者をサポートする事」、そういったコミュニティー作りについて学べた。ピアサポータ
ーへのスーパーバイズ、勉強会が定期的に行われており、具体的な考え方や行動が示されていた
ことも、ピアサポーターの育成や活躍しやすい環境作りをしていると感じた。 
 

③アウトリーチ 

初めの相談は、家族からの相談を受け、家族支援を行いながら、本人に近い存在のピアサポー
ターを提案していく事が良い事を学ぶことできた。訪問支援の実践では、上手くいかない事が普
通と考え、あまり多くを期待しない事が重要と分かった。 
 

④地域活動の見学（原宿ファンイン、ずっとも食堂） 

子供の居場所では、小中高生とそれを見守るお母さん世代がおり、同年代以外との関わりを体

験出来ている。またお母さんたちは、子供達を温かく受け入れ見守っていた。 
 

⑤お金 

地域活動の課題であるお金について、ピアサポートネットしぶやが率先して、企業や助成金獲
得をし、その活動をフォローしていることが分かった。また、自分の所で全ての活動をせず、既
存の地域活動をバックアップしていることが参考になった。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

中心になっている、理事長達の人柄の良さが、とても良い雰囲気を作り、周りの人や企業をも結び

付けて活動している所が凄いと感じた。 
 行政とは距離を置き、縛られない活動をし、縦割りではなく必要なコミュニティー構築をしている。
別のニーズがあれば既存の団体で、範囲を広げるのではなく、新たな連携を作って問題ごとに対処し
く発想が参考になりました。 
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研修後、ひきこもり・不登校者への支援に限らず、当事業所でニーズに対する支援を検討した場合
に、必要な人材確保（マンパワー）、お金、枠組みでピアサポートネットしぶやの考え方が活かせると

感じた。 
学生を活用する事で、今後の地域を担っていく若者が、地域の問題を意識する人が増える事に繋が

り、暮らしやすい社会を作って行けるのではないかと考えた。 
ピアサポートの考え方を、当事業所の講座で取り入れた場合には、当事者になってしまうと見えな

くなってしまう部分を、他人の問題とし客観的に考え、意見を言えるのではないか、それにより自分
の状況や問題を客観視できるようになり、問題解決能力の向上につながるのではないかと考える事が
できた。 

■研修生レポート（14） 

研修内容（概要） 

■受け入れ団体の行う各事業に関する講義と見学 

設立からの流れを伺う中で、専門職の上下関係ではなく仲間作りをしていくという姿勢を実際に
体験させて頂きながら学ぶ事が出来た。又ピアサポーターや親の会の方々を含め「活動の主体を自
分達が持つ」という事に関してもお話し頂いた。 

 

■地域ネットワークについて 

地域でのネットワークを広げていく際に大切なことや対話の重要性、プロデュース力の必要性に
ついてご講義頂けた。出来ない事を外部に振っていく中で繋がりが増えていくという事も沢山の事

例の中から気付かせて頂く事が出来た。 
 

■アウトリーチ同行 

自宅への訪問を一回体験させて頂いた。スタッフとピアサポーターの方と研修生の合計４名での
訪問となったが、事前の打ち合わせ以上にスムーズな展開となり、その中で本人のみならず家族と
の対応も体験できた。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■アウトリーチ 

・今日はどんな目的で行くのか、目標をきちんと設定していく事の大事さを学んだ。 

 
・先入観を持たない、比較しない、しっかりと向き合う、オーダーメイド等訪問に於けるポイン

トを掴む事が出来た。 
 
・上下の関係ではなく仲間という感覚、「ピア」ということは若者だけに留まらず、家族支援の中

でのピアという事も可能だという事を体感した。 
 

■活動・運営と地域ネットワーク 

・活動の当初はまず人を呼ぶところから。地域が動き出したら広がっていく。 
 
・大切なのは「無理をしない」ということ。その雰囲気がある人、団体が残っていける。 

ピアサポ内にはその空気と「言いたい事を言える環境」が整っていると感じた。 
 

・いろんな人に「頼る」事で「その気」がある人が集まってくる事も実感できた。 
 

・根底にあるものは「どうにかなるさ」の精神。同時に今の時代に飲み込まれない強さも必要。
その上で「風が吹いたら乗る」という事も大切だと知った。 

 

・数々の活動場所を増やしていく中で、公の場としてオープンさせた以上は継続していく必要性
も実感した。誰が来るか分からない、いつ来るか分からない中でも継続する。 
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・地域を「面」として捉えていく視点の大切さと、行政ネットワークを作っていく中でのフォー
マルとインフォーマルを繋ぐ役割の重要性を学んだ。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の実地研修を通して、アウトリーチだけではなく広く「支援者」としての在り方を学ばせて貰

う事が出来た。日常の面談や業務の中で知らず知らずのうちに枠に囚われていた事も改めて気付かせ
てもらった。また共感だけではなく客観視の必要性や相談者との距離の取り方も事例を含め考える事
が出来たと思う。 

組織の運営に関しては、理事長のプロデュースの力に感銘を受けたと同時に、スタッフ全員の人と
しての魅力、いわゆる「人間力」に人々が集まって来ているという事も痛感した。 

今後は自団体に於いて、型にはめ込まず、それぞれのストレングスにフォーカスしながら一人ひと
りの特性を活かしたチームとしての支援の動きを更に深めていける様、研鑽を続けていきたいと考え
ている。 

■研修生レポート（15） 

研修内容（概要） 

■青少年自立援助センター（以下、YSC）における各事業に関する講義 

YSCにおける事業には、大きく分けて４つの枠組みがあると説明を受けた。（ひきこもり支援、ニー
ト支援、生活困窮者・定住外国人支援、福祉的支援）その上で、各事業の概要、および、各事業がど

のように連動しているのかについて、説明を受けた。 
また、YSCは宿泊型支援が中心に置かれているが、その意義についての説明もあった。 
 

■訪問支援についての講義、実習（ロールプレイおよび、訪問への同行） 

①自主事業における訪問支援（ひきこもりが中心） 

※委託事業ではなく、当事者の両親等から相談を受けての訪問支援。 
ひきこもり支援の現状（ひきこもりの長期化・高年齢化）についてや、保護者相談の重要性（特

に初期の見立て）について説明を受けた。また、見立ての際に聞き取りのポイントとなる部分に
ついても学んだ。それらを踏まえ、本人に直接会いに行く前段階での両親との面接相談、そして、
実際に本人に会いに行く訪問、その流れをロールプレイにて行った。 

 

②被保護者就労準備支援プログラムにおける訪問支援 

※足立区からの委託事業。被保護者（15～39歳）で活動が停滞している方に対する訪問を軸と

した伴走型支援。 
事業概要についての説明を受けた。また、福祉事務所との関係の築き方や、職員同士の価値観

や考え方をいかに共有していくか、という話もあった。その後、アウトリーチに同行。事前の打
ち合わせで訪問のポイントとなる部分を共有し、実際の訪問に臨んだ。また、振り返りでは今後
の展望についても議論することができた。 

 

■施設利用者のプログラムに参加 

入寮生（主に合宿型集中訓練プログラムの訓練生）のプログラムに参加。グループワークの企画・

実行や、作業訓練への参加が主。その他にも朝礼や昼礼への参加や、昼休み時間を一緒に過ごす等
する中で、入寮生と職員との日常的な関わりについて、少しではあるが知ることができた。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

①事業運営について 

YSC では大きく分けて 4 つの枠組みで支援を行っていた。そのことにより、利用者に対して複

数の選択肢を提示できることが YSC の大きな強みであることを学んだ。そして、YSC では合宿型
という支援の形を取っているのも特徴的であった。 
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その意義として、 
①地域からの目が無い場所において新たな活動基盤を確保できること（地域からの目が無

いというポイントに関しては、田舎では特に顕著だということ） 
 
②職員と利用者間での「ケンカや失敗のできる関係性」（＝ケンカや失敗をしても逃げられ
ない合宿型という環境であるからこそ） 

 
③生活支援（親子依存関係の解消や、金銭管理等）の3点が挙げられていた。 
 

また、YSC では、地域との積極的な関わりも見られた（地域の祭りへの参加、地域の仕事を作
業プログラムに取り入れていること、など）。地域の中で生きていくことが生活の中に自然と組み
込まれていくことが印象的であった。 
協力事業所で仕事の経験を積むことができる職場実習（非雇用型中間的就労）もその延長であ

ると感じた。協力事業所に地域の一員として利用者と関わってもらうことにより、地域の中で仕

事をして生きていく、という実感が利用者の中に生まれてくるのではないかと考えた。 
 

■訪問支援についての講義、実習 

①自主事業における訪問支援（ひきこもりが中心） 

まず、相談者（多くの場合が親）に対するアセスメントの重要性を学んだ。なるべく詳細に、

当事者の「人間像」が見えて来るように、相談を進めていくことが重要であると説明があった。
デリケートなポイント（例えば離婚等）についても、「相談者は“どうにかしたくてやってきてい
る”という面があるため、ある程度は踏み込んで聞いてみることも必要」という話が印象に残っ
ている。 

また、本人との接触時のポイントとして、以下の点が特に印象的であった。 
 
・（いきなりの）ノック音は案外びっくりする 

→足音を大きめに、来たことをアピール。ノックでは無く、声をかける。 
・目的をしっかりと伝える 

・部屋の中の音や気配にも気を配る 
・漠然と声をかけるのではなく、具体的な選択肢をいくつか示していく 

 
そして、訪問支援を継続していくにあたり、「“間”も大切」という言葉が印象的であった。こ

れは、訪問のスパンをある程度空けることにより、当事者が葛藤する時間を確保するということ

であった。 
また、本人に対する働きかけのみならず、保護者に対して本人の変化をひも解いて伝えていく

ことの重要性も学んだ。 
 

②被保護者就労準備支援プログラムにおける訪問支援 

アウトリーチという手法は、積極的な介入を可能にすることや日常の延長において支援できる

ことにより、生活の中で徐々に出来ることを増やしていくことが可能であるというメリットがあ
るということ、その一方で、生活に直接かかわることのリスクがあり、慎重さがより必要になっ
てくる支援の手法であることを改めて学んだ。その慎重さを持つ上で重要になってくるのは、ア
セスメントであり、被保護者支援においては、ケースワーカーへの事前の丁寧な聞き取りが不可
欠であると感じた。 

そして、福祉事務所との関係をどのように築いていくかについても学んだ。福祉事務所への滞
在時間を定期的に設けているということは、とても参考になった。 
そのことにより、ケースワーカーがYSC側に気軽に相談しやすい環境が創り出されていた。 
また、職員同士の価値観や考え方をいかに共有していけるかという点についての議論も、とて

も印象的であった。改めてそのような場を設定することはもちろん必要であるが（例えばケース
会議等）、それ以外にも、日常的な雑談ベースでの価値観や考え方の共有が、支援における「基準
を慣らしていくこと」に繋がっていくのではないかとの話があった。 



- 72 - 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の実地研修を通して特に学んだ点として、以下の四点を挙げたい。 

 

①様々な支援の枠組みを持つこと 

様々な支援の枠組みがあることにより、支援利用者に対して複数の選択肢を提示できることは、
とても大きいと感じた。 
私たちの組織では「学習支援」という枠組みでしか、実質、支援することができないのが現状

である。そのように支援の枠組みが一つであると、あらゆる面において支援の限界が出来やすい
ように思う。 
また、実際に支援につながる対象者が限られてきてしまうという側面もあるのではないだろう

か。YSC のように、複数の枠組みを持つことができれば、より広い視野で支援を行っていくこと
が可能となり、これまでなかなかつながることができなかったケースとも、つながるきっかけが

増えるのではないかと感じた。 
 

②訪問支援におけるアセスメントの重要性 

前期の研修から感じていたことではあったが、実地研修において、改めてその重要性を実感す
ることができた。当事者に対して具体的な選択肢を提示していくためにも、一方で、リスクを回
避するためにも、事前のアセスメントをおろそかにしてはいけないと改めて感じた。 
また、アセスメントの際にポイントとなる点についてもいくつか学ぶことができたため（主訴、

興味、相談歴等）、今後は自身の仕事にも活かしていきたい。 

 

③支援者同士の「価値観」や「考え方」を共有することの重要性 

訪問支援における、その手法や見立てに関するマニュアルは存在していなかった。だからこそ、

普段から職員同士の価値観や考え方を共有する時間を作り、一種の「基準を慣らしていくこと」
がとても重要になってくるとの話は非常に印象に残っている。 

訪問ケースと直接関わる支援者は限られるかもしれないが、全体の基準を慣らしていく作業が、
全体としての支援の質を上げていくことやケースを抱え込まないことに繋がっていくと感じた。
今後は、日常的に職員同士でケースの話をする場面を意識して増やしていきたい。 

 

④関係機関との関係をいかに築いていくか（とりわけ、福祉事務所に関して） 

自分自身の仕事においても、福祉事務所との関わりは避けて通ることはできない。そのため、

福祉事務所との関係の築き方という点において学ぶことは多かった。これまで、ただ福祉事務所
から支援依頼が来るのを待っているだけでは、支援は広がっていかないと感じてはいたが、実際
の働きかけにはつながっていなかった。 
福祉事務所に常駐している時間を作ることは、先にも述べた通り、とても参考になった。これ

も一種のアウトリーチであると感じた。そのような働きかけにより、電話をするまでも無いが、

少し気になるケースについて話をしやすくなり、支援依頼にも繋がりやすくなる。お互いに「顔
の見える関係」を築いていくことがとても重要であることを学んだ。 
 

■研修生レポート（16） 

研修内容（概要） 

■団体説明 

施設見学や事業の内容・NPO 法人の理念などの説明を受けた。説明の中には NPO の活動の経緯な
ども一緒に説明してくださり、支援をしていく上で色々な方を支援していく為に支援内容の広がる
ことになった流れが理解できた。 

また地域の支援機関や地域住民の方々（実習）との連携の工夫など実際的なお話も伺った。 
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■当事者体験談 

入寮している当事者の方から体験談を聞かせていただいた。実際に訪問から団体に繋がりができ
た方で、ひきこもることになった経緯や訪問当時の思いなどお話下さった。 
 

■アウトリーチロールプレイ 

実際にあったケースを元にした事例でインテーク面接から訪問場面をロールプレイした。相談の

流れの通りにロールプレイをすることで、面接で確認することや、訪問時の声のかけ方など具体的
に考えることができた。 

 

■アウトリーチ同行 

足立区での被保護者就労準備支援プログラムでの訪問に同行させていただいた。事前にアウトリ
ーチにおける工夫や着眼点など心がけておくことも教えてくださり、訪問ではそれらを意識して臨

めた。 
 

■施設内プログラム参加 

寮生が参加するプログラムに一緒に参加したり、実習生がファシリテーターをしてグループワー
クを組立てたりして、当事者の方との交流や寮での生活の一部を体験することができた。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■アウトリーチ 

・ アウトリーチに同行させていただいき、その部屋の状況から話題を膨らませて今までに出て
来なかった情報や、当事者の思いが聞けることがあった。どのように焦点をあてるのか、その
ために小さな変化やその場の状況をよくみておくことの重要性を感じた。 

またそれらがアセスメントや、関係づくりの手がかりともなり、さまざまな情報をキャッチ
するアンテナを広げる意識することが必要であると学んだ。 

 
・ 訪問した時にさまざまな選択肢や社会資源の情報などの具体的に検討できるものを提供する

ことが、当事者のしたいことや興味のあることを少しずつ形にしていくことに繋がると実感で
きた。 

 
・ また家に訪問して話をするだけがアウトリーチではなく、本人のしたいことに伴奏するため

に、一緒に見学にいくことやスポーツをすることなど柔軟に対応していくことが必要になると
感じた。 

 

・ ロールプレイなどを通じて、事前に面接で詳しく情報収集することが当事者に沿った支援を
するために重要であると学んだ。また着目点なども具体的に学ぶごとができた。 

 

■組織・事業運営 

・ 地域の支援機関との連携を工夫し、お互いに相談しやすい関係性をつくることによって、ケ
ースを適切に相談機関につないだり、必要な支援を届けるネットワークを作ったりすることが

大切であると学んだ。その点では機関の機能を知ってもらう為に出向くこともアウトリーチで
あると感じた。 

 
・ 施設だけでとどまらず、地域の人とかかわりのあるプログラムも多く、施設内での関係に慣
れてすぐに社会にでるのではなく、地域という半歩社会に出たような状況で、適性を知ったり、

社会性をみにつけたり、少しずつ社会に出る準備をできるように工夫されていると感じた。そ
のように段階的に社会に参加できる仕組み作りが求められると考えた。 
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考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の実地研修では、アウトリーチにおけるインテークから訪問時の具体的な聞き取りや着目点を
学び、日々の相談でもすぐに活かせると感じた。またそのような細かな情報を集めることから本人の
ニーズに沿った支援につなげていけるのだと実感できた。 

日ごろの支援の中では思いつかないような形の関わり方や支援の仕方など、柔軟な考え方やアイデ

ィアを持つことが本人に沿った支援になると学んだ。また地域の支援機関との連携にも工夫をする必
要があると改めて感じ、連携しやすいように普段から支援者同士の交流がもてるような場や機会を設
定することができればと思う。 

アウトリーチだけでなく、日ごろの支援全体を見直すきっかけになった研修となった。 

■研修生レポート（17） 

研修内容（概要） 

・アウトリーチ 
・青少年センター、たけおサポステ、ジョブカフェ見学 

・個別面談 陪席 
・ケース会議 
・ボランティア活動参加 
・就労体験参加 

・地域包括支援センター同行 
・学習支援、就労相談について 座学 
・学習会 参加 
 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

・ アウトリーチでは自身が経験したことのないようなケースが多々あった。 
それぞれのケースに細かい配慮や事前調査が徹底されており、個別のニーズに合った対応をし

ているのが印象深かった。 
 

・ ケース会議も今まで行ったことのない初めての手法で戸惑ったが、現段階での見立てや方針、
臨床心理をどう捉えるかという部分で効果的だと思った。 

 
・ ボランティア活動や就労体験では、利用者の方と一緒に作業させて頂き、作業をしながら沢山

の話をすることが出来た。一番普段の業務と近い作業を行うことが出来ホッとする時間であった。 
 
・ 地域包括支援センターに同行させていただいて、非常に重いケースの相談をさせて頂いていた

が、最終的には逆にセンターから新しい相談を持ち掛けられていた。ただでは帰らないという姿
勢が印象的であった。 

 
・ 学習支援では、不登校生徒に対する ICT 学習支援の手法を詳しく学ぶことが出来た。児童生徒

が家族以外との人間関係を持つことによって力を蓄え、次の展開を可能にするという目的が素晴
らしいと思った。 

 

・ 学習会では、学生や就活中の方々が目的に向かいスタッフと一緒に取り組む姿勢が印象的で、
おいてある参考書や教科書、本等の種類が豊富で充実していることがスムーズに進む手法の一つ
だと思った。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の研修を通して、様々な支援を展開しながらそこにアウトリーチを用いていくという手法を間
近で見せて頂くことができた。 
 私自身が今回の研修で学んだ事を日々の業務にどう落とし込んでいけるのか？今の体制でどれくら

いの事が出来るのか？を考える良い機会になった。 
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アウトリーチの手法だけでなく、組織としての在り方も学べたと思う。 
事務所のスタッフの皆さんが行っている業務全体の流れがスムーズで、非常に高いレベルで意識共

有をしており、代表が安心して訪問支援に回れる環境づくりを事務所の皆さんが作り出している事が
素晴らしいと思った。まただからこそ、日々の支援が充実していると感じた。 
 

全体を通して感じたことは、事業を取らないと何も始まらないという事。 

ＳＳＦには、就労支援、生活支援、子ども・若者支援と幅広く受け入れられる体制があり、どこに
相談してよいのか分からないという悩みをワンストップ型支援で柔軟に対応することが出来ている。 
 
以上の事が、今後私たちの団体でも支援全体の底上げとして目指していきたい所であり、実践して

いきたい所と思った。 

■研修生レポート（18） 

研修内容（概要） 

■受け入れ団体の行う各事業に関する講義、見学、支援内容 

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(以下 S.S.F)の全体の事業内容を
もとに、運営している各事業内容の説明、見学を受けた。それぞれ利用者のペースに合わせ、確実
にステップアップしていくための、配慮がされており、随時質疑応答にも対応して頂いた。 

 

■アウトリーチ同行 

自宅、または本人が安心して会うことが出来る場所においての関わりに同行させて頂いた。年齢、
状況等によって配慮点、言葉の選び方も多種多様であり、細心の注意を払いながらも自然と会話出

来るフィールドへの気配りを学ぶことが出来た。 
 

■その他（ボランティア、就労体験、関係機関訪問） 

S.S.F と連携している各施設へ同行させて頂き、利用者と共に体験活動を行った。利用者の課題
をクリアするための配慮点や言葉がけ、参加人数に合わせた活動内容の調整などを現場で体感でき
た。 

また、関係機関訪問同行の際は、ケース検討だけでなく、その話を介した広報活動も行う場面も
立ち合い、今後に向けた関係機関との連携のノウハウのポイントを教えて頂いた。 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■各支援内容、細やかな心配り 

・ 支援の際に活用できるツールの数々がとても印象的だった。例えば、利用者の就職意欲を高
め、興味を引くため、利用者自身と共に作成した手書きの求人チラシや、外部活動への促しの

際に用いるボート（活動内容や目的、スケジュール、メリット等掲載）等、利用者の目線に寄
り添ったツールが施設内に多々見られた。 

・ ケース会議においては、利用者への関わりについて自由に発言できる雰囲気があり、スタッ
フ全員が利用者に対して同じ方向を向いて意欲的に関わっている様子が実感でき、また互いに

学びを深める場面も多々あり、スタッフ側の雰囲気作りに関しても学ぶことが多かった。 
・ 利用者が居心地よく気兼ねなく利用している姿が見られ、とても居心地の良い施設だと感じ

た。 
 

■アウトリーチ同行、配慮点 

・ 10代～70代という幅広いケースに同行させて頂いた。今でこそ安定した様子が伺えた利用者
が多い中、訪問前にお聞きしたバックグランドは壮絶であり、これまでの S.S.F の丁寧で細や

かな関わりが伺えた。また、高年齢者の支援の現場では、早期介入の重要性を感じた。 
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・ 利用者にとって安定した関わりが行えるよう、本人状況はもちろん、環境要因へ配慮（お店
で会う際は個室、自宅との距離、インターホンを鳴らす回数、駐車位置等）もなされていた。 

事前に考えた上での動きもあれば、現場での臨機応変な動きも多々見られ、スタッフのスキ
ルやセンスの高さを実感した。 

・ 学習支援においても、単に１時間学習ではなく、談話を通した利用者に合わせた言葉がけや、
本人のニーズを汲み取ることにより効果的な学習アプローチを学ぶことが出来た。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の実地研修を通じて、様々な気づきを得ることが出来た。まずアウトリーチにおいて、これま
ではその場その場での関わり方にしか目が向いていなかったが、『今』関わることで、『今後』どの様

な変化が起こり、どこへ向かって進んでいくのか、何を目的に関わっているのかという見立てや支援
計画をきちんと行っておくことの重要性を再認識した。 
 アウトリーチに限らず、普段の個別面談、活動の際に活かせるアプローチや配慮点を多く学び得た。
スタッフ同士が共通して使える活動紹介のボーロ（支援ツール）の作成や、ケース会議方法等は、今
後すぐにでも現場に持ち帰り取り入れたい要素であった。 

また、複数の関係機関と共に支援を行う際、各機関の役割分担も必要であると実感した。身体的問
題、心理的問題、経済問題、夫婦、兄弟、本人状況、学校等…１つの家庭内で抱えている課題が多岐
に及ぶため、一つの機関や人で請け負うことは困難であり、また利用者によっては依存関係を生むた
め効果的とは言えない。そのため S.S.F が行っている様に、他機関がそれぞれ行う支援内容を適切に

理解し、情報共有、コーディネートを行う事で、複数の機関が出来る支援を行い、統合することで効
果的な支援が進むのだと実感した。 

普段から心がけつつも実行出来ていなかった事、どうすれば効果的なアプロ―チにつなげていける
のかといった課題に向き合えたこと、S.S.Fの支援ノウハウを体感することが出来たこと等、今回の実
地研修を通じて学び得たことは多く、今後の支援を行う上で、大変貴重な機会となった。 

■研修生レポート（19） 

研修内容（概要） 

■法人の事業概要と利用資料等の説明と講義 

子供から成人まで様々な対象の事業を行っているため、はじめ法人の全体図がつかみづらかった。
職員の方が何度も視点を変えて説明してくださったので、各事業がどのように連携し機能しているか

が最終日までに理解できた。 
今後の事業展開や現在の課題、行政との連携について等、踏み込んだ質問に対しても率直にお応え

頂き学ぶことができた。 
 

■アウトリーチ同行 

学習支援事業の対象者を中心に訪問同行をさせて頂いた。どの訪問も事前に対象者の状況と現在の

課題の説明を受けた。加えて当事者だけでなく家族情報や他機関連携の状況等も伝えて頂けたため、
支援の全体図を理解した上で訪問することができた。 
また、ご当地の話題等をとっかかりとし、当事者との話題をつなげて頂いた。 
 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

■組織・事業運営・資料作成等 

・ サポステの入り口がすりガラスになっていたり、裏口からも来所できたり、誰にも声をかけ
なくても資料が入手できるようになっていたり等の環境づくりで、当事者への配慮が随所に感
じられた。 

 
・ 毎日の朝礼で、他施設にいる職員ともスカイプで顔の見える情報共有を行う等、非常に忙し

い中でも、職員間の情報共有の工夫をソフトとハードの両面で行い、コミュニケーションの質
を高める工夫が印象的であった。 
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■アウトリーチ 

・ 枠組みの中の制度の情報を届ける・既存のサービスに当事者を当てはめるのではなく、まず
は相手のニーズの読み取り・関係性の構築を大前提としていた。ルーティーンワークでない、
創意工夫のあふれるアウトリーチ実践を学ぶことができた。 

 

・ 心理士・キャリアコンサルタント・教員等の異なる専門性を持つ職員からケース理解につい
ての講義を受けることができた。率直な意見交換を通じて、現在自分が職場で行っている ORの
課題についてもアドバイスを頂けたことが非常に大きい収穫であった。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

今回の実地研修前に、『「SSFはすごい。しかし、自分もしくは自分の職場ではこうは出来ない。」と
いう見学者の立場で終わってしまわないようにしたい。』という目標を立てた。 

確かに、実地研修で学んだことの中で、職場内のマンパワー・組織の成立ちや制度の事情により、

自らの立場や職場の構造では、実現が難しい点もあった。 
しかし、今回 SSF の職員の方々から伝わったのは「あきらめず考え続ける姿勢」であった。今は盛

り上げっている気持ちも、日常業務に戻ると冷めてしまいがちなので、 
 

①自分の業務と抱えている困難ケースの見える化とＳＶ体制の開始 
 
②関係機関との定期的な情報交換会の開始 
 

を具体的な目標として、後期研修までに達成したい。 
また、今回の学びを自身の実践に活かすだけに留まらず、職場内での共有を積極的に行っていきた

い。 

■研修生レポート（20） 

研修内容（概要） 

■法人の事業説明 

（サポートステーション事業２カ所、学習支援事業３形態、法人事業他） 
 

■法人の運営説明 

 （事業の委託費、講演・スーパービジョン料、寄付金等） 
（求められている支援を事業化する→法人の信頼が事業拡大へ繋がっていく） 

 

■人材育成方法 

 多面的な人材の発掘（ボランティア、事業、ネットワーク） 
 段階的な人材育成と継続的なスーパービジョン体制 

 

■アウトリーチ事業 

 訪問における留意点、マッチング、連携について 

 

実地研修を通して学び得た事柄（印象に残っているエピソード等） 

今回の実習で私自身が趣をおいたのが、①法人運営と②人材育成方法であった。 

①法人運営について 

法人の立ち上げから、現在の事業形態へ行きつくまでは、まずは代表の強い思い「人を救いた
い」、そして、そこへの賛同する人々の協働だろうと感じた。基本は「丁寧な取り組み」であり、
その積み重ねであった。しかし、そこを紡ぐのは人であり、法人が継続力をもつことは、大変な

努力と共に戦略が重要になってくる。 
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②人材育成について 

法人立上げから 10年以上が経過し、事業も拡大し、大枠な体系が整ってきている。そこには、

スタッフ増員という現実も関係してくる。この事業は対援助職であり、人材育成方法を間違える

と事業にも大きな影響を生む。 

スタッフの教育については、段階を設けていること等、その方法についても学んだ。そこにも

丁寧な段取り、安心して働ける環境づくり等など組み込まれていることが伺えた。 

 

考察・所感（業務等への活かし方など） 

■今後へ生かしたいこと 

当法人でのアウトリーチ事業の方向性はまだはっきりはしていない。しかし、その必要性と有効性

については大きな学びを得た。 

現在の診療所という枠の中で、医療は「待ちの姿勢」であり、「積極的なアプローチができない」現

実がある。ケースを取り溢すことなく、支援するためには、多面的なアプローチ方法が有効であり、

その活用がしやすいのが「訪問」という形態なのであろうと再認識した。 

当法人における今後の支援体制が、より重層的で、尚且つ、支援の切れ目がなく、将来に繋がる形

を実施するには、ぜひ組み合わせるべき事業である、と考える。 
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実地研修の満足度についてのアンケート結果は図表 10 の通りであった。 

 

図表 10（実地研修／アンケート結果） 

 

（実地研修における各事項の満足度を研修生が５段階評価（１が最も低く、５が最も高 

い）で回答したものの平均値を掲載している。） 

  

4.8

3.9

4.5

実務を通じて学んだ事柄の満足度

実地研修における期間の適切さ

実地研修における全体の満足度
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3．合同研修後期 

期間：平成29年２月８日（水）～10 日（金）（２ 泊３ 日） 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

合同研修後期は、合同研修前期と実地研修を受講し、所定の課題成果物を提出した研修生

20 名を対象に実施した。本研修にて習得した事柄を整理及び研修生間で共有をした上で、今

後の活用方法を模索・検討した。 

 

図表 11（合同研修後期／研修日程一覧） 

平成２９年２月８日（水）

１３：３０～ 開会の辞（内閣府青少年支援担当）

各研修生による報告（実地研修で学んだ事柄）

研修生２０名発表（各自 15分程度）

１９:００以降～ 事務連絡

２月９日（木）

班別演習①
（実地研修の省察と研修成果共有を図るグループワーク）

ファシリテーター：

長田　美智留　氏
・熊本市ひきこもり地域支援センター（特定非営利活動法人おーさぁ）臨床心理士

廣川　望　氏

班別演習②
（実地研修の省察と研修成果共有を図るグループワーク）

ファシリテーター：

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　氏

１８：００～ 事務連絡

２月１０日（金）
　　　　　　　　　　　　　　

班別演習③（発表）
（実地研修の省察と研修成果共有を図るグループワーク）

ファシリテーター：

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　氏

各班ごとに発表

　１２：３０～ 閉会の辞（内閣府青少年支援担当）

　９：３０
～

１２：３０

演習③

平２８年度　

アウトリーチ（訪問支援）研修【合同研修後期】日程表
於：国立オリンピック記念青少年総合センター　　

１３：４０
～

１９：００頃
(１９：３０)

※発表の進捗状況に
よって変動が生じる

※適宜小休憩等

　９：３０
～

１２：３０

演習①

１３：３０
～

１８：００

演習②

・新潟県４市町村教育委員会所属（弥彦村/南魚沼市/三条市/燕市）
　　　　　　　　　　　　　（中越教育事務所）広域スクールソーシャルワーカー
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図表 12（合同研修後期及び本研修総合を総合した感想／一部抜粋・語調整理） 

実地研修レポート（研修生） 

■研修生レポート（１） 

研修を通じて、さまざまな視点からの考察を得ることができたことをとてもうれしく思います。

後期、成果発表グループワークがとても楽しかったです。 

■研修生レポート（２） 

研修を通して得た繋がりや学びがとても充実していました。このような貴重な機会をいただきあ
りがとうございました。今回の研修のように人的ネットワークが広がり、深まるような子ども若者
支援研修やイベント、アウトリーチ研修を期待しています。 

■研修生レポート（３） 

参加できて本当によかったです。持ち帰り、実践します。 

■研修生レポート（４） 

とても学びの多い、そして充実した楽しい研修でした。心より感謝いたします。内閣府の方、事
務局の方、本当にありがとうございました。 

■研修生レポート（５） 

前期・後期の研修日程お疲れ様でした。自分が出来ることがどれだけあるか分かりませんが、こ

の研修を受けた事をバネに問題解決が出来る人材になりたいと思います。 

■研修生レポート（６） 

前期研修よりも後期研修の期間を多くして頂いたほうが良かったと思う。振り返りを充実したも
のにするには期間については逆がよい。 

■研修生レポート（７） 

研修生による報告について、事前に各研修生に資料を配布しておいて、当日の発表では補足のみ
にしても良いのかなと思いました。 

全体的にていねいな配慮が積み重ねられていて、安心して、楽しく受講できる研修でした。内閣

府さん、講師の皆さん、運営事務局の皆さん、ステキな研修をありがとうございました。 

■研修生レポート（８） 

グループワークに期待していなかったけど、グループワークの大切さを知りました。 
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■研修生レポート（９） 

前期、実地、後期を通して、全国様々な機関、人、やり方、想い等々のもとアウトリーチ…とい

うか支援、人に出来ることを考え、変えようと動いている方々に出会えました。多くの事を学ばせ
て頂き、感謝しております。ありがとうございました。 

■研修生レポート（10） 

充実した研修でした。実地研修は、もう少し長いともっと良いと思いました。ありがとうござい
ました。 

■研修生レポート（11） 

とても貴重な機会となりました。ありがとうございました。 

■研修生レポート（12） 

全てを通してたくさんのことを学ばせて頂きました。ありがとうございました。 

■研修生レポート（13） 

３回の研修を通して研修生同士のつながりが深まり、他の研修では味わうことのできない貴重な
体験をさせていただきました。そして、日程もちょうどよく、職場にも私の体力にも無理がなかっ
たように思います。 

■研修生レポート（14） 

長いようで、あっという間の研修でした。このような学びの場を提供してくださったことに感謝
いたします。 

本当にありがとうございました。ここで得たものを大切に今後の支援に向き合っていきたいと思
います。 

※上記はアンケートの自由記入欄にあったもの 

 

  


