
○門田氏 よろしくお願いします。福岡県立大学の門田と申します。本日、皆様方のお手

元にありますのは、パワーポイントの資料と私どもの福岡県立大学附属研究所不登校・ひ

きこもりサポートセンターの活動状況という資料とピンクのパンフレットがあるかと思い

ます。  

 本日、お手元のパワーポイントのデータの中に写真等も入れているので、こちらの画面

の方を見ていただきながらお聞きいただければと思います。併せて、このパンフレットを

開いていただきますと、私どもの不登校・ひきこもりサポートセンターの事業概要が見て

とれますので、それを参考にしながらごらんいただければと考えております。  

 それでは、始めさせていただきたいと思います。  

 不登校になるということでどのような状況が起きてくるのか。友達と遊ぶ機会が減って

きますし、勉強が遅れてきます。  

 また、家にひきこもる機会が増えてきます。更には子どもが不登校になってひきこもる

ことになって、家庭課題というものも抱えてくる状況にあるかと思います。  

 そのためにいかに不登校を防ぐか、特に子どもたちの学習とか対人関係、更には社会参

加の機会というものをどのように保障していくか、それが大切かという気がします。  

 このような子どもたちが抱える状況を考えたときに、当然学校だけではなくて、家庭の

支援、更には相談機関、そして地域というものも含めて総合的な支援というものを考えて

いくということが必要になります。  

 私どもの福岡県立大学不登校・ひきこもりサポートセンターは、福岡県の補助事業で運

営しております。県より不登校対策に対して、公立大学法人の大学として何ができるかと

いう打診がありました。私どもの大学は福祉、看護、心理等の総合福祉系大学であります

ので、子どもの支援に対して関心を持つ教員たちが多数おります。  

 そこで県からの打診に対して、大学を挙げて不登校・ひきこもりサポートセンターとい

うものを立ち上げることができますと提案をさせていただきました。この事業は３年の事

業で、平成 19 年の９月から開始しています。  

 開設にあたって、３名の非常勤スタッフを雇いました。まず相談業務では臨床心理士を

１名、そして、大学の大きな資源は大学生です。そこで、大学生を不登校児支援に派遣し、

外部との連携を築くうえでコーディネーターを配置する必要があります。そこで社会福祉

士の資格をもつコーディネーターを１名。  

 さらに、教育委員会、教育事務所、校長会、それぞれの学校との連携をつなげていく上

で、退職校長で関係機関との顔の広い先生に来ていただいて、このスタッフ３名で事業を

開始することになりました。  

 そして事業内容としては、相談部門、連携サポート部門、情報発信研修部門をまず作り

ました。そして、文部科学省の教育ＧＰの採択により、新たに教育・社会支援部門を作り、

この部門として大学内にフリースクールをつくりました。そしてフリースクールに関して

も、学生たちが関わっていくという取組みを行っております。  
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 それでは、まず相談部門です。福岡県下の相談件数は、平成 21 年度１月末の時点で延

べ 1,579 件です。なお、平成 20 年度の相談件数は 2,224 件でした。内訳としては、電話

相談、実際に来所される来所相談、スタッフや教員が学校等に出向いていく巡回相談、家

庭訪問による訪問相談です。  

 次に、連携サポート部門ですが、不登校児支援として大学生を派遣していくために、「不

登校・ひきこもり援助論」（８時間）の研修を実施しています。これは強制ではなく、関心

をもつ学生たちが受講しに来ます。研修内容はお手元の活動状況の資料の方に挙げており

ます。不登校に関する研修ですが、研修を終えた後、学生たちは「県大子どもサポーター」

として登録をしてもらいます。  

 当初センターを立ち上げたときには、20～ 30 人ぐらいの学生が参加してくれればと思っ

たんですが、平成 19 年度当初から 100 名登録してくれて、現在 173 名が「県大子どもサ

ポーター」として登録をしてくれています。  

 この学生たちを派遣していくうえでは、専門のコーディネーターが大学生と派遣先の学

校等の調整役に入ります。現在、小学校の派遣が 12 か所、主に小学校に出向いていって、

別室登校の子どもさちの学習支援、遊び相手、相談相手等を行っています。  

 中学校の派遣が６か所です。高校の派遣が１か所。これは現在、県立高校で特別支援コ

ーディネーター養成が始まっていますが、県立高校に在籍している発達障害の高校生に対

し、県立高校からの依頼で県大子どもサポーターが放課後の学習支援と相談相手に出向い

ています。  

 特殊支援学校での派遣は２か所です。キャンパスキッズについては少し後で御説明した

いと思います。適応指導教室での派遣が４か所。それと学内のフリースクールであるキャ

ンパススクールです。これにも学生たちが関わっております。  

 また、地域の子ども健全育成活動です。福岡県警、児童相談所、地域の子ども会等から

の派遣依頼というのも受けています。延べ 71 名です。  

 2008 年度から始まりました文部科学省事業のスクールソーシャルワーカーからの支援

依頼もあります。特に貧困家庭の生徒で塾に行きたいけれども行く経済的余裕がない。し

かし、学習支援が欲しい。そういうところで学生たちが中学校に学習支援に出向いていま

す。  

 それでは、各活動内容を見ていきたいと思います。私どもの大学が「キャンパスキッズ」

と呼んでいる活動ですが、現状では適応指導教室にも足が向かない子どもたちが多くいま

す。そのような子どもたちが保護者と一緒にサポートセンターに相談にやってきます。そ

こで、週に１回とか２週間に１回保護者と一緒にやってきたときに、県大子どもサポータ

ーが子どもと１対１で関わりをもちます。この活動をキャンパス・キッズと呼んでいます。

この活動によって子どもたちが家にひきこもることなく定期的に大学に出向いてくるよう

になります。大学という、小学校とか中学校とは違った環境と雰囲気です。不登校の子ど

もたちにとって、地域の中にいろんな受け皿というのが必要だなということを実感してい
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ます。  

 県大子どもサポーターになってくれている学生は１年生から４年生まで 173 名いるわけ

ですけれども、最近では学生たち自身がいろんな活動企画を考えてくれます。例えば、大

学の近くに田んぼがありますが、学生たち自身が地主さんと話し合いをし、田植えの前の

泥んこの田をお借りし、小学校と協働して、泥んこドッチボールというものを開催してく

れています。  

 また、地区の子ども会主催の自然体験教室では、近くの山歩きに子どもたちと一緒に県

大子どもサポーターが参加をするという活動もしています。  

 福岡県警からの依頼もあります。福岡県少年警察学生ボランティアです。福岡県はシン

ナー吸引率が全国でも上位です。家庭環境において、いろんな問題を抱えている子どもた

ちがいます。そこで福岡県警も非行化対策に積極的に取り組んでおり、その活動支援とし

て少年警察学生ボランティアがあります。その活動に県大子どもサポーターが 30 名登録

してくれています。活動としては、街頭活動であるとか、県警の方と一緒に夜間の補導活

動。非行傾向の子どもたちとの山登り活動、非行傾向の子どもたちを囲んでのもつ鍋パー

ティー、本学のグラウンドを使って非行傾向の子どもさんたちと県警のスタッフ、県大子

どもサポーターによる野球大会などを行っています。  

 一方、大学生を対象とした公的な派遣事業には、児童相談所とか教育委員会主催のメン

タルフレンド事業などがあります。しかし、大学生を派遣した場合、学生たち自身は子ど

もとの関わり方でとても悩みます。しかし、学生のその悩みにアドバイスが十分なされな

いという状況があります。また、いろんな施設や機関から大学生のボランティアを求める

依頼が大学にきます。しかし、それは単に誰かの手がいるためにマンパワーとして求めら

れるものが多く、学生自身の思いやニーズが反映されたものではない活動です。  

 学生たちがボランティアとして参加してくれるためには、体験をすることによる学びと

いうものを併せ持つことが大切です。そこで、県大子どもサポーターの活動では、学生同

士の話し合いの場をもったり、スタッフや教員によるアドバイスや活動内容での相談に乗

ったりしています。  

 実際の活動で学生が悩んだ場合にはスタッフや教員がフォローしていくことによって、

学生たちは不登校の子どもたちへの関わり方はこれでよかったんだ、次回はこうすればい

いんだと安心して活動に専念していくことができるのです。  

 このように、学生たちの活動がスタッフや教員、学生同士の支えがあることで、学生た

ち自身の自主的な活動企画が生まれてくるのです。  

 例えば今年度は、大学祭で不登校の子どもたちと一緒に県大子どもサポーターが飲み物

のタピオカを１杯 200 円で売る活動をしました。今年は 900 杯売れて、 18 万円稼いだの

で、近隣の適応指導教室に寄附をするということをしています。  

 更には今週の日曜日はふれあいコンサートを開いて、不登校の子どもたちと一緒に楽し

むという活動も企画されています。  
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 それ以外に、学校のケース会議等に呼ばれる場合もあります。小中高校のケース会議へ

の参加。更には教育委員会ないしは教育事務所が主催している関係機関のネットワーク会

議です。福祉関係の協議会への参加もあります。学校では、困難事例のケース会議の参加

に出向いております。  

 近年では学校の中にスクールソーシャルワーカーが派遣されていますので、学校、家庭、

地域のつなぎ役としてのスクールソーシャルワーカーへの助言指導等々も行っております。 

 サポートセンターに不定期に来る子どもたちに対して、月曜日から金曜日まで毎日来れ

るフリースクールをつくりたいという思いがありました。そこで今回、教育ＧＰが採択さ

れて、その予算でフリースクールを大学の建物の中につくりました。  

 教育ＧＰの方は「不登校・ひきこもり援助力養成」を目指すプログラムですが、卒業後

は対人援助職の専門職となっていく学生たちが不登校の子どもたちへの支援体験や学習を

通して、有意義な専門性を備えていくことを目指すものです。  

 現在、キャンパススクールは月曜日から金曜日の９時から 15 時まで。1 日６限の授業カ

リキュラムで行っています。キャンパススクールに通級するためには、学校長の依頼書が

必要です。これにより、キャンパススクールに来る子どもたちは、小中学校に関しては出

席扱いとなります。  

 ただ、高校に関しては単位制の問題があり出席扱いしてもらいたいのですが、交渉中の

状況にあります。現在、26 名が登録をして、小中高校生がきております。朝の会から学習、

主に６限の中の中心は教科学習です。不登校により学習が遅れていますので、教職免許を

持ったスタッフが授業を教えています。  

 ただ、小中高校生それぞれ年齢の違う子どもたちが集っていますので、学校からもらっ

てきた宿題を個別的にアドバイスしながら進めている状況です。  

 県大子どもサポーターが大学授業の空き時間にキャンパス・スクールの子どもたちと関

わる時間を設定しています。活動内容は、グループワークです。特に社会化のソーシャル

スキルの育ちとして、家にひきこもっている期間が長い子どもたちの場合、学生と一緒に

関わっていく中で社会化が育成されていくことをねらいとしています。（ＰＰ）  

 それと教育・社会支援部門としては、県大子どもサポーター自身が実際に活動報告をす

るという機会を設けています。今週の月曜日にも報告会を開催し、教育委員会や学校、各

関係機関の方々に集まっていただいて、学生の活動報告に対しアドバイスをいただくとい

う取り組みをしました。更には近隣の適応指導教室やフリースクールとのネットワークを

組み、連携していくための合同フォーラムも開催してきました。  

 さらに、福岡県は少年のシンナー吸引率が高い等の問題が大きな課題となっていますの

で、県大子どもサポーターの中で看護学科の学生たちが小中学校から依頼を受け、「薬物・

シンナーの防止教室」を開いています。自分たちで教材をつくり、学校の授業で子どもた

ちに教えていくということをしております。  

 最近この活動については、ＮＨＫ福岡放送局でニュースとして報道していただいたので、
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少し見ていただければと思います。  

（映像流れる）  

○門田氏 ということです。それ以外に、教育・社会支援部門としては、家族支援。先ほ

ど言いましたが親も悩みますので、定期的に月１回家族交流会という形で親の会を持って

おります。そこにも当然学生たちも入ります。そして親の抱える悩み等をいろいろと学び、

実感していくということを学生たちに体験してもらっています。  

 更には教育ＧＰの予算の中で訪問サポートという事業で、家にひきこもっている子ども

にスタッフと学生が一緒に出向いていって、家庭訪問をします。できれば子どもが家から

出て、一気に学校というのは難しいですから、私どもの大学の方に来てもらうことを目指

していきます。  

 次年度以降、特に力を入れたいと考えているのが社会的自立支援です。不登校・ひきこ

もりサポートセンターを立ち上げたときに実感したのが、高校の先生方からの相談の多さ

です。小学校、中学校は義務教育なので多少、受け皿機関があるのですが、高校になって

くるとなかなか受け皿機関がないということです。  

 特に出席日数が足りなくなってくると、留年であるとか、単位が取れないということに

なると、退学という問題が起きてくるわけです。  

 例えば福岡県でも年間不登校の数が約 7,000 近くあります。その３分の１は高校生です。

平成 19 年度の福岡県のデータになりますが、8,000 人の不登校のうち、3,000 人が高校生

です。不登校から中途退学していったときに次の進路のステップを見つけていくのならい

いのですが、見つけ切れない場合、ひきこもるか、ないしはニートになっていく可能性が

あります。そのため、現在少しずつ取組み始めているのが不登校高校生とか、中途退学等

を予防していく取組みです。  

 特に私立高校の中には、不登校クラスを持つ高校などがあります。そこに出向いていっ

て、相談だけではなくて、社会的支援として次の進路を見つけていく取組みをしていきた

いと考えております。  

 実際、現在サポートセンターでは２名の高校生に対し、高校との連携を強めながら、ニ

ートとか中途退学を防ぐための取組支援を考えております。  

 情報発信部門としては、年に１回ですが、シンポジウムを開いています。今月になりま

すが、「高校時期のひきこもりを考える」というテーマでシンポジウムを開く予定でありま

す。また、「不登校・ひきこもり対応マニュアル」というのをつくりました。これはサポー

トセンターが県の予算事業で運営していますので、「不登校・ひきこもり対応マニュアル」

は今年度、福岡県下のすべての小中高校に発送しました。  

 全国的に取り組み内容を知っていただきたいということで、「不登校・ひきこもりサポー

トマニュアル」という本を少年写真新聞社から発刊させていただきました。  

 最後になりますが、組織をつくっていく場合、いかに可動させていくのかということが

重要なポイントになります。その組織が動かない場合、それは絵に描いた餅でしかありま
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せん。組織を可動させていくためには、関係機関のコーディネートが必要になってきます。  

 私どものサポートセンターでもそうです。特に、県大子どもサポーターにおいては、学

生たちの活動をしたいというニーズ、学びたいという意欲を大切にする必要があります。

他方で、県大子どもサポーターの派遣を依頼される学校や外部機関の方もニーズがありま

す。その真ん中の調整役として、私どもはコーディネーターを重視します。  

 そこで、県大子どもサポーターの派遣依頼があったときに、コーディネーターが依頼先

の学校や児童相談所、警察、適応指導教室等に出向いていって、どんな活動内容であるの

かを調査します。それぞれの機関が依頼する中身を受けて、この活動に関してはどの学生

がフィットするのかというマッチングをします。そして、学生たちの意向を確認して派遣

していくわけです。  

 ですから、かなりコーディネーターの負担が重いのですが、平成 21 年度 1 月末までの

県大子どもサポーター派遣回数は延べ人数 960 名となっています。かなりの派遣回数です

が、学生と派遣依頼先とのマッチングがあるからこそ、学生たちもやる気を持って活動し

てくれているということができます。そのうえで、学生たちが自主的に活動の企画立案を

してくれているという状況にあります。なお、付け加えますが、学生たちの活動はボラン

ティアなのですが、交通費は県の事業予算から出ています。  

 ただ、私どもの大学というのは筑豊地区にあります。そして、学生たちを派遣できるエ

リアは限られています。もし私どもの大学の県大子どもサポーターのような学生派遣をす

る大学が福岡県内のいくつかに拠点的にあり、大学間の連携体制が築かれていければ、福

岡県内全域で不登校・非行・ひきこもり等の子どもへの支援を展開していくことができま

す。この場合、拠点となる大学にはコーディネーターを１人配置してもらえれば良いかと

考えます。大学間のコーディネーターが相互に連携し合うことで、より良い学生派遣をし

ていくことができるでしょう。しかし、今言ったようなネットワークをつくっていくため

には、個人的に大学間で先生にお願いするというのは難しいので、大学間の正式な契約と

か、それを可能にするためには多分県とかできれば国による事業基盤が必要となります。

そのような取組みのモデル的なものがあれば、今後は全国的に広がる可能性があり、不登

校等の子どもたちへの支援に多くの学生たちが関わっていくという活動を展開していくこ

ともできます。  

 特に県教委から県大子どもサポーター活動への期待として言われたことは、子どもたち

の親が場合によっては、子どもたち自身の将来の進路モデルとならない場合があります。

その場合、子どもたちが大学生と会うことによって、お兄ちゃん、お姉ちゃんは将来何に

なりたいのか、どうして大学行くのかと問うことで、将来の進路を考える機会にもなりま

す。キャンパススクールに来る高校生にも進路を考えてもらう場合、次のステップとして

大学の授業に１回でも参加してもらうとか、更には大学の中には就職支援をするキャリア

サポートセンターがありますが、キャリアサポートセンターの支援を得て、高校生の進路

相談をしていくことで中途退学を防ぐことも可能かもしれません。  
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 大学という１つの社会資源というのを活用していくことによって、不登校、ニート、非

行の子どもたちへの支援を展開していける可能性があります。  

 最後になりますが、福岡県庁の広報番組としてキャンパス・スクールの広報番組を作っ

ていただきました。よろしければ福岡県庁のホームページで見ていただければと思います。 

 どうも御清聴ありがとうございました。（拍手）  

○司会 門田先生、ありがとうございました。それでは、質疑応答に移ります。何かござ

いますでしょうか。  

○ＮＰＯ（工藤氏） ＮＰＯで若者の自立支援をやっています工藤といいます。ありがと

うございました。２つ聞きたいんですけれども、１つは補助事業と県の教育ＧＰ予算がな

くなった後の継続ビジョンがあれば教えていただきたいということと、２つ目に大学生も

いろんな方がいると思うんですけれども、最後までやりきる大学生と途中で何となく来な

くなってしまう大学生に違いがあるとすれば、どこが違うのかというのを教えていただけ

ますでしょうか。  

○門田氏 １番目は、県の補助事業は今年度で切れます。実際に補助事業がないと今の活

動はすべてできません。一応、来年度は予算を計上するようにということがありましたの

で、次年度は継続ができるかと思います。ただ、財源問題というのは公立大学法人ですの

で付いて回ることは確かなので、ある意味では不安定な状況があるのは確かです。教育Ｇ

Ｐも３年で来年度終わりますので、それも同じだと思います。  

 あと２点目ですけれども、基本的には先ほど言いましたけれども、 173 名の学生が可動

するようにしていますので、途中でやめるという学生はほとんどいません。ですから、特

定の学生たちだけを派遣していますと活動しない学生が出てきますので、途中で来ない学

生がでてくるかもしれません。コーディネーターが全員の学生の活動状況を見ながら派遣

をしていますので、途中で来なくなる学生というのはいないと状況です。  

○ＮＰＯ（工藤氏） ありがとうございました。  

○京都府青少年課 京都府の青少年課と申します。子どもサポーター制度について２点お

伺いします。  

 １点は、制度の立ち上げとか運用面で御苦労されている点や課題があれば教えてくださ

い。  

 もう１点は、登録者はすごく多いと思うんですが、もともとこういう活動に対する学生

の関心が高かったのか、何か募集に当たって工夫されたりとか仕掛けられたりということ

があれば教えてください。  

○門田氏 １点目は学生の運営組織でしたか。  

○京都府青少年課 運用面での課題とか御苦労されている点があれば。  

○門田氏 運営面での課題というのは、もう基本的に正直言いまして財源です。もっとい

ろんな活動をしたいというのがありますけれども、どうしても福岡県の補助事業と教育Ｇ

Ｐで運営していますので、安定的な財源運営が求められます。  
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 ただ、福岡県も広報番組等で広く宣伝をしてくれていますし、報道機関も活動について

報道していただけるので、だんだん活動と相談回数が増えている状況があります。 2 点目

は、学生の関心が高いといえます。当初立ち上げるときに不登校支援のボランティア要請

に際し、すべての学年に対して授業で研修案内のチラシを配ったんです。何人ぐらい来る

のかと思っていましたが、研修初日に 100 人来たんです。ですから、基本的に本学の学生

は対人援助職を目指していますので、不登校とかニートとか非行傾向の子ども支援にとて

も関心が高いというところがあります。  

 大学の規模は小さいのですが、学生数も約１万ぐらいなんです。しかし、学生の７割は

ボランティア経験があるんです。なお、次年度の４月からは「不登校・ひきこもり援助論」

という授業は正式に単位化されます。これにより、もっと広く活動に参加をしてくれる学

生が増えることを期待しています。  

 ですから、当初から学生を集めることに関しては、特に苦労していなかったという状況

があります。  

○愛知県豊橋市（伊藤氏） 愛知県豊橋市の教育委員会、伊藤と申します。本市でも愛知

大学の学生さんを中心に、学校がやっているのではなくて自分たちのボランティア活動し

て、本市は全国で２番目に南米日系人が多いところなんですけれども、彼らの不登校、う

ちにこもっている子たちのメンタルサポート、学習支援等々を行っている団体が 20 人ぐ

らいの活動をしておって、ずっと世代化が来てもう７年ぐらいになって、行政でも行って

応援したりしているところですけれども、大学、行政がこういったことを支援してあげる

といいよとか、何かアドバイスをいただければありがたいなと思うんです。  

○門田氏 特にキャンパススクールをつくったときに、適応指導教室とは違うよさがあり

ますし、学内にあるということで学生が参加しやすい環境にもあります。そして、スタッ

フや教員が学生を支えているという利点もあります。  

 学生たちだけのサークルの場合、専門的なアドバイスが継続的に得られにくい状況にあ

りますので、学生たちは活動に際して大いに悩むでしょう。  

 例えば、ひきこもっている子どもの家庭訪問を学生にしてもらう場合、サポートセンタ

ーのスタッフがまずは子どもの家庭に行って、この家庭ならば学生の家庭訪問派遣は大丈

夫だということで学生を定期的に派遣していきます。そういう体制で常にスタッフがサポ

ートしながら学生の活動を後押していっているというのが特徴かと思います。そして、そ

のような学生の活動支援が必要と考えます。  

 答えになったかどうかわかりません。  

○愛知県豊橋市（伊藤氏） ありがとうございます。  

○司会 ほかにございませんでしょうか。  

○東京都（井村氏） 貴重なお話をありがとうございました。東京都内で若者支援をして

おります井村と申します。  

 連携サポート部門のところで、教員、専門員の小中高でのケース会議への参加とありま
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すけれども、これをどのような形でどのくらいの頻度でどんな方いらっしゃるのかという

のが１点目と、資料の方に結構学校の方に行かれていますけれども、これはどのようなニ

ーズでどのような方が行かれるのでしょうか。  

 なかなか学校と連携をつくるのが難しいというのがどこにもある悩みなんですけれども、

要望があったということでおっしゃっておられましたので、その要望というのはどういう

人であればそういう要望を出していただけるのかを知りたくて質問させていただきました。 

○門田氏 ありがとうございます。最初の質問では、例えば高校の場合、先ほど言いまし

た近隣の私立高校ですが、不登校クラスを持っておられます。そのクラスの生徒さんが欠

席がちになってきた場合のケース会議参加があります。  

 小学校の方では、例えば貧困家庭で虐待などが合わさった複雑なケースに際し、学校内

でケース会議を開催される場合にスタッフとか私が出席依頼を受け、一緒にどう取り組ん

でいったらよいのかを考えていきます。中学校でのケース会議に参加します。２点目が何

でしたか。  

○東京都（井村氏） 研修は。  

○門田氏 研修は主に私が行っています。サポートセンターを立ち上げるとき、県の補助

事業ですので、大学という専門機関であるため教育委員会の支援を中心的にしていってほ

しいというのが県の意向でした。教育委員会との付き合いをしていく中で研修依頼をよく

受けるようになりました。  

（拍手）  


