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第2部　子ども・若者に関する国の施策

困難を有する子ども・若者やその家族の支援
第１節 困難な状況ごとの取組
１ ニート，ひきこもり，不登校の子ども・若
者への支援等

⑴ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する
子ども・若者を地域において支援するための
取組（内閣府，文部科学省，厚生労働省，各
省庁）
平成２２年４月に施行された「子ども・若者

育成支援推進法」に基づき，ニートやひきこ
もり，不登校等の社会生活を円滑に営む上で
の困難を有する子ども・若者に対し，教育，
福祉，保健，医療，矯正，更生保護，雇用等
様々な機関がネットワークを形成し，それぞ
れの専門性を生かして発達段階に応じた支援
を行っていくことや，社会生活を円滑に営む
ことができるようにするために，関係機関の
施設はもとより，子ども・若者の住居その他
の適切な場所において，必要な相談，助言又
は指導を行うことが必要とされている。
このため，子ども・若者支援地域協議会の

設置の促進を図る，「子ども・若者支援地域
協議会体制整備事業」を実施している。また，
困難を有する子ども・若者に対する支援に携
わる人材の養成を図るため，アウトリーチ
（訪問支援）研修を始めとする各種研修を実
施している。
また，平成２２年２月～７月にかけて，子ど

も・若者支援地域協議会運営方策に関する検
討会議を開催し，社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者の支援のために，
地方公共団体，高等学校，小・中学校，公的
支援・相談機関，大学及び企業の各関係者に

対して，子ども・若者支援に関する様々な
ネットワークを形成していく上で参考となる
提案をまとめた報告書を作成し，内閣府ホー
ムページにも公表している※１５。
この報告書では，各関係者に対し，以下の

提案を行っている。
① 地方公共団体の関係者に対しては，
「支援機関マップ」を作成し，社会資源
に関する情報を広く周知すること。

② とりわけ中退者の多い高等学校の関係
者に対しては，学校の中にハローワーク
や地域若者サポートステーションの分室
的な場所を設け，生徒と就労支援機関の
職員が顔なじみの関係を形成すること。

③ 小・中学校の関係者に対しては，母校
を訪ねる卒業生に相談窓口を紹介するこ
と。

④ 大学の関係者に対しては，学生ボラン
ティアの活用を始め大学の持つ知的資源
を活用すること。

また，内閣府では，平成２３年度に今後の子
ども・若者支援の在り方を考える基礎資料と
するため，困難を有する子ども・若者を支援
する人たちの意識調査を実施する。
文部科学省では，子ども・若者が社会生活

を円滑に営むことができるようにするため，
ニート，ひきこもり等の子ども・若者を対象
とした立ち直り支援及び社会性や就労意欲の
向上のための体験活動の機会を提供するため
の取組を推進している。

※１５ http://www８．cao.go.jp/youth/suisin/shien/houkoku.html
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ひきこもりやニートの支援はニーズが高く，非常に幅広いものです。健康な人もいますが，医療や
福祉サービスを受けている人もいます。また，必要性があるものの医療・福祉サービスにつながって
いない方もいます。そのような多様な相談者に対して，自分が所属している窓口で何ができるのか，
何を必要としているのか，見極めなくてはいけません。アウトリーチ研修では，訪問支援を行うため
のスキルだけではなく，研修全体を通じて，ひきこもりやニート支援に対する姿勢そのものを学ぶこ
とができました。
アウトリーチ研修は，５日間の合同研修，２週間又は４週間の実地研修，２日間の事後研修で構成

されていました。合同研修で２８名の研修生が初めて出会い，自己紹介と各自の団体の説明を経て，ひ
きこもり，発達障害，カウンセリングや訪問支援機関の取組についての講義を受け，グループワーク
では様々なテーマで意見交換を行いました。実地研修では実際にアウトリーチをしている現場で，訪
問支援について具体的に学びました。私は浜松市精神保健福祉センターで２週間研修を受けました。
事後研修ではそれぞれの実地研修について話し合い，その中で共通の課題について検討しました。
研修の中で，「いつ支援（訪問）を終結させたらいいかわからない」ということが訪問支援スタッ
フの中での課題であったことが，とても印象に残っています。研修の中で，しっかりアセスメント
（分析・考察）をし，支援計画を明確にすることによって終結の基準をはっきりさせることにつなが
るのではないかという一つの結論が導き出されました。現在，私は特定非営利活動（NPO）法人こ
うべユースネットで，地域若者サポートステーション等を運営している若者自立・就労支援事業部に
所属しているので，終結は主に就職や進学等の進路決定と比較的明確な環境にいます。就職した後も
支援が続くことはありますが，終結の基準ははっきりしています。以前，私は精神障害者の施設で働
いており，高齢者の施設へ移るまでずっと支援していました。そのため「支援の終結」について考え
ることは，私にとって非常に新鮮なことでした。きちんとした見立てを行い，支援計画を明確にする
ことは，これまでもしてきたことですが，改めてその重要性を認識する機会となりました。
合同研修で東京大学大学院教授田中千穂子先生や鶴見大学教授吉村順子先生が，何度も「燃え尽き

ないでください」と繰り返し仰っていたことも印象に残っています。救世主思考（メサイアコンプレッ
クス）に走らず，一時的に熱を入れて支援をするのでもなく，継続的に支援をしていくことが必要で
す。相談に当たっている仲間と意見交換し行き詰まり感を解消し，支援者の心身の健康を維持するこ
とが燃え尽きないための一つの方法であることを学びました。それだけではなく，アセスメント（分
析・考察）を強化し，それぞれの支援機関での目標や専門性を明確にすることと，リファー（紹介）
できる関係機関とのネットワーク構築もまた，燃え尽きないことにつながると思います。自分の所属
している組織の専門性を理解し，高めていくとともに，相談者が豊富な社会資源の中から適切なもの
を選んで活用できるような環境を目指したいと思います。このアウトリーチ研修では，座学だけでな
く現場での研修もあり，幅広く学ぶことができました。また，同じ訪問という手法を使う様々な目的
を持った多数の団体の現場スタッフと話し合うことができたことも貴重な経験でした。これらの様々
な経験や学びを，今後の業務に活かしていきたいと思います。

（特定非営利活動（NPO）法人こうべユースネット http://kobe-youthnet.jp/）

※平成２２年４月１日に施行された「子ども・若者育成支援推進法」において，アウトリーチ（訪問支援）が支援方策
の一つとして位置付けられたことから，内閣府では，NPO等の民間支援団体の職員を対象として，実地研修を伴
う研修を実施しています。

アウトリーチ（訪問支援）研修※に参加して
特定非営利活動（NPO）法人 こうべユースネット

若者自立・就労支援事業部 佐藤 佳子
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⑵ ニート等の若者への支援（厚生労働省）
ニート等の若者の職業的自立を支援するた

め，平成１８年度から，各地域に「地域若者サ
ポートステーション」を設置し，若者の置か
れた状況に応じた専門的な相談を行うととも
に，地域における若者支援機関のネットワー
クの中核として各機関のサービスが効果的に
受けられるようにしているところである。平
成２３年度においては，設置拠点を拡充（１１０
か所，前年度比１０％増）するとともに，高校
中退者等を対象とした訪問支援（アウトリー
チ）による学校教育からの円滑な誘導，公的
職業訓練に移行した者等に対する生活支援，
学力を含む基礎力向上に向けた継続的支援等
を実施している。

⑶ ひきこもりへの支援（厚生労働省）
いわゆる「ひきこもり」については，精神

保健福祉センター，保健所，児童相談所等に
おいて，本人や家族に対する医師，保健師，
精神保健福祉士等による相談・支援を行って
いる。
また，相談業務をより適切に実施するた

め，平成２２年６月に支援に当たる専門機関の
職員等に向けた「ひきこもりの評価・支援に
関するガイドライン」を作成し，関係機関に
配布している。
さらに，ひきこもり状態にある者やその家

族を早期に支援するために，医療・保健・福
祉・教育・雇用等の関係機関と連携の下，ひ
きこもり専門相談窓口としての機能を担う
「ひきこもり地域支援センター」の整備を推
進している。

⑷ 不登校の子ども・若者への支援（文部科学省）
不登校への対応については，未然防止や早

期発見・早期対応の取組や，学校が家庭・地
域・関係機関と連携した取組に加え，子ども
たちの悩みや不安を受け止めて相談に当たる
相談体制の整備が重要である。
そこで，文部科学省では，「生徒指導・進
路指導総合推進事業」において，不登校等の
問題行動等の未然防止及び早期発見・早期対

応につながる取組や不登校等に対応するため
関係機関が連携した取組を推進するため，自
治体，特定非営利活動法人，民間団体等が
行っている関係機関との連携協力，専門的人
材の活用，問題行動等への対応プログラムの
開発等に関する調査研究を支援し，成果の普
及を図っている。
また，教育相談体制の一層の充実を図るた

め，都道府県及び指定都市教育委員会が，
「心の専門家」であるスクールカウンセラー
を公立小・中学校に配置するために必要な経
費及び児童生徒の置かれた環境に働きかけて
問題を抱える児童生徒の支援を行うスクール
ソーシャルワーカーを配置するために必要な
経費を支援している。
平成２２年３月には，生徒指導に関する学

校・教員向けの基本書として「生徒指導提要」
を作成し，各教育委員会及び学校に配布し
た。ここでは，不登校等個別の課題ごとの対
応の基本的な考え方について解説している。

⑸ 心の問題への対応（文部科学省，厚生労働省）
児童生徒の不登校等の未然防止及び早期発

見・早期対応のためには，子どもたちの悩み
や不安を受け止めて相談に当たることや，関
係機関等と連携して必要な支援をしていくこ
とが大切である。
平成２０年６月には「学校保健法」の改正が

行われ，平成２１年４月に「学校保健安全法」
として施行された。この改正において，養護
教諭と関係教職員が連携して，健康相談や保
健指導を行うことや，必要に応じて地域の医
療機関その他の関係機関と連携して健康相談
や保健指導を行うことが規定されたところで
ある。
教職員がメンタルヘルスについて正しい知

識をもって児童生徒に対応することができる
よう，平成２０年度には「教職員のための子ど
もの健康観察の方法と問題への対応－メンタ
ルヘルスを中心として－」を作成し，全国の
学校等に配布した。
また，「心の専門家」であるスクールカウ
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ンセラーや，教育分野に関する知識に加えて
社会福祉等の専門的な知識・技術を有するス
クールソーシャルワーカーの活用等教育相談
体制の整備を支援しており，平成２２年度にお
いては，小学校へのスクールカウンセラーの
配置の拡充等，一層の充実を図ることとして
いる。
さらに，学校・家庭・地域が協力して，子

どもだけでなく親への相談体制の充実を図る
ため，スクールソーシャルワーカーやスクー
ルカウンセラー等の専門的人材と子育てサ
ポーターリーダーや民生委員・児童委員等の
地域人材とで家庭教育支援チームを組織し，
相談対応を行うなどの取組を支援していくこ
ととしている。
厚生労働省では，不登校・ひきこもり，摂

食障害，性の逸脱行為等の学童期や思春期に
ある青少年に多くみられる心の問題に対応す
るため，精神保健福祉センター，保健所，児
童相談所等において，医師，保健師，精神保
健福祉士等による相談を実施している。

⑹ 高校中途退学者への支援（内閣府，文部科
学省）
内閣府では，高等学校中途退学者の生活状

況や抱えている問題等を把握するため，平成
２２年度に，文部科学省の協力を得て「若者の
意識に関する調査（高等学校中途退学者調
査）」を実施し，公表したところである（特
集参照）。

２ 障害のある子ども・若者の支援
⑴ 障害のある子ども・若者の支援
ア 福祉施策（厚生労働省）

障害のある子ども・若者が地域で安心し
て生活ができるよう，「児童福祉法」（昭２２
法１４６）及び「障害者自立支援法」（平１７法
１２３）に基づき，市町村等がホームヘルプ
や児童デイサービス等の必要な福祉サービ

スを提供しているところである。
障害保健福祉については，平成２２年６月

に閣議決定された「障害者制度改革の推進
のための基本的な方向について」において，
「現行の障害者自立支援法（平１７法１２３）
を廃止し，制度の谷間のない支援の提供，
個々のニーズに基づいた地域生活支援体系
の整備等を内容とする「障害者総合福祉法」
（仮称）の制定」を目指すこととしている。
このため現在，障がい者制度改革推進会議
等において，障害児支援の在り方を含めた
障害保健福祉施策に係る総合的な検討が進
められているところである。
また，平成２２年１２月１０日に公布された

「障がい者制度改革推進本部等における検
討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すま
での間において障害者等の地域生活を支援
するための関係法律の整備に関する法律」
（平２２法７１）に基づき，障害児が身近な地
域で支援を受けられるよう，障害種別等に
分かれている現行の障害児施設について一
元化するなど，障害児支援の強化を図るこ
ととしている。

イ 教育に関する施策（文部科学省，厚生労
働省）
① 特別支援教育（文部科学省）

障害のある子どもについては，その能
力や可能性を最大限に伸ばし，自立し，
社会参加するために必要な力を培うた
め，一人一人の障害の状態等に応じ，特
別支援学校や小・中学校の特別支援学級
において，特別の教育課程や少人数の学
級編制の下，特別な配慮をもって作成さ
れた教科書，専門的な知識・経験のある
教職員，障害に配慮した施設・設備等を
活用して指導が行われている。
また，通常の学級においては，通級に

よる指導※１６のほか，習熟度別指導や少

※１６ 小・中学校の通常の学級に在籍している比較的障害の軽い子どもが，ほとんどの授業を通常の学級で受けながら，障害の状態等に応じた特別の指
導を特別な場で受ける指導形態であり，言語障害，自閉症，情緒障害，学習障害，注意欠陥多動性障害，弱視，難聴等のある児童生徒を対象とし
ている。


