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2  アウトリーチの充実
「子ども・若者育成支援推進法」第15条では，困難を有する子供・若者に対する支援の一つとして，

「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」が規定され
ている。
困難を有する子供・若者の中には，自ら相談機関に出向くことが難しい者もおり，支援を行う者が問

題に応じて家庭等に出向き，必要な相談，助言又は指導を行うアウトリーチ（訪問支援）が必要な場合
がある。
内閣府は，アウトリーチに携わる人材の養成を目的とした「アウトリーチ（訪問支援）研修」を実施

している。この研修では，講義・演習のほか，実地研修（研修生が，アウトリーチ等の実績のある相談
機関・団体に赴き，支援の現場で指導を受ける実習）も実施しており，実践的な技能の習得を図ってい
る。
そのほかにも内閣府は，困難を有する子供・若者に対する相談業務に従事する公的相談機関の職員

や，NPO法人等の職員を対象に，適切な支援を行うために必要な知見等の習得を目的とした研修を実
施し，子供・若者育成支援に関わる幅広い人材の養成に努めている。

不登校やひきこもり状態等の人の中には「相談や支援を受けたいけれど不安感から相談に行け
ない」，「知らない人に相談するのは気が向かない」などのほか，様々な理由から自ら相談機関
等に出向くことが難しい人もおり，このような場合に対応する方法として，アウトリーチが有
効であるとされている。
ここではアウトリーチの実例を紹介することとしたい。

・ある女子生徒に対するアウトリーチの実例
高校1年生の女子生徒は，入学した高校で友人を作れず，教室に馴染めないためか，徐々に

休みがちになり，夏休み前の7月頃に不登校となった。女子生徒の性格は，おとなしく勤勉で
あり，過去に学校生活や私生活で不登校や問題行動等は見られなかった。心配した保護者は登
校を促すと同時に，登校を拒否する具体的な理由を尋ねたが，女子生徒は明確な理由を示さな
い。外出先で友人に会ってしまうことに不安があるのか，自室にひきこもりがちな生活となっ
てしまった。
学級担任や教育相談員が家庭に訪問したが，女子生徒が自室から出てこないため，登校のサ

ポートや，女子生徒を適切な相談機関につなぐことが難しい状況であった。このままでは，高
校の中途退学が懸念されたため，万が一の場合に備え，中途退学した後の支援も考慮して，教
育機関以外での接点を確保するため，保護者の同意を得た上で，佐賀県子ども・若者支援地域
協議会において情報を共有し，今後の対応方法などについて検討した。その結果，指定支援機
関（以下，「同機関」という。）でサポートを行うこととなった。
学級担任と教育相談員から保護者に対し，同機関の情報を提供した。後日，教育相談員も同

席の上，同機関のスタッフと保護者で面談を行うこととなった。面談では，女子生徒の小中学
校時代の様子や，不登校状態に至った経緯などを話した。

アウトリーチで寄り添う 
～佐賀県子ども・若者支援地域協議会の取組～NO.8COLUMN
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第3章 困難を有する子供・若者やその家族の支援    第1節 子供・若者の抱える課題の複合性・複雑性を踏まえた重層的な支援の充実（内閣府）

同機関において，面談で得た情報を整理し，スタッフとして在職する臨床心理士や精神保健
福祉士，社会福祉士，教員退職者等を交え，女子生徒の支援方針について協議を行い，保護者
と本人の同意を得た上で，アウトリーチを開始した。
同機関のスタッフは，アウトリーチで女子生徒と会う際，登校を促す関わり方に対して女子

生徒が不安感や拒絶感を抱いている可能性もあることから，「好きな科目から一緒に勉強して
みようか」など，不登校になった理由はあえて尋ねず，学習を介した寄り添う支援に重きを置
いた。
夏休みの時期を含めた1か月から2か月ほどの期間，週に1回から2回の頻度でアウトリー

チを行った結果，女子生徒が同機関のスタッフに一定の信頼を寄せたことから，女子生徒から
次第に自身の心境を話す等の変化が見られた。
女子生徒からは，小学校時代にからかうような言動をしてきた同級生が，入学した高校に在

学しており，極度の苦手意識や不安感情を抱いていると打ち明けてきた。高校では，女子生徒
と同級生に接点はないが，校内で大きな声で話している姿などを見ると，極度な不安感に襲わ
れてしまうとのことだった。
同機関のスタッフと保護者，そして女子生徒で話し合い，学級担任と教育相談員のサポート

の下で，再び登校を試みることとなったが，徐々に登校できるようになり，欠席日数が少なく
なるなどの改善が見られた。
このため，同機関のスタッフによるアウトリーチは一旦終了し，保護者や学級担任，教育相

談員から要望があれば，再度対応するとした上，学級担任と教育相談員は引き続き女子生徒を
サポートすることとなった。
（個人情報保護のため，特定の個人を識別できるおそれのある情報については変更してい
る。）
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この事例は，関係機関と連携したアウトリーチが有効に働いた一例である。佐賀県において
は，アウトリーチの実績があるNPO法人NPOスチューデント・サポート・フェイス（以下，
「SSF」という。）が，「佐賀県子ども・若者支援地域協議会」における指定支援機関と子ど
も・若者総合相談センターを一体的に運営し，佐賀県子ども・若者総合相談センターで受けた
相談について県内の関係機関と緊密に連携し，必要に応じて指定支援機関としてアウトリーチ
に取り組んでいる。
このことにより，子供・若者やその家族等の相談から他の支援機関・団体の紹介，個別支援

までを一体として効果的かつ円滑に実施することができている。
同協議会においては，年1回の代表者会議のほか，複数の関係機関等により支援方法・内容

等を検討した方がよいと思われるケースについて，SSFを中心とした構成機関間で当該ケー
スへの対応について協議し，ケースによってはSSFが指定支援機関として本人や家族へのア
ウトリーチを行うなどして伴走型支援を実施している。
支援方法・内容等を協議する際の関係機関との情報共有については，子ども・若者育成支援

推進法第24条において秘密保持義務が課せられており，このことにより，相談者に対して安
心して相談できる環境を整備するとともに，協議会における積極的な情報交換や官民間の連携
の推進が担保されている。

第2節 困難な状況ごとの取組

1  ニート，ひきこもり，不登校の子供・若者の支援等
⑴　ニート等の若者の支援（厚生労働省）

◇15～39歳の若年無業者数は，ここ数年減少傾向が見られる。
◇15～34歳人口に占める若年無業者の割合は平成27年は2.1％。

 第3-3図  若年無業者数
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（出典）総務省「労働力調査」
（注）1．ここでいう若年無業者とは，15～34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者。グラフでは参考として35～39歳の数値も記載。

2．平成23年の数値は，岩手県，宮城県及び福島県を除いたものである。
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