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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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第3章 困難を有する子供・若者やその家族の支援    第2節 困難な状況ごとの取組

 第3-4図  就業希望の若年無業者が求職活動をしない理由（平成24年）
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（出典）総務省「就業構造基本調査」

厚生労働省は，ニート等の若者が充実した職業生活を送り，我が国の将来を支える人材となるよう
「地域若者サポートステーション」（以下「サポステ」という。）において，地方自治体と協働し，職業
的自立に向けた専門的相談支援，就職後の定着・ステップアップ支援，若年無業者等集中訓練プログラ
ムを実施している（15～39歳対象）（第3-5図）。サポステでは，以下のようなサービスの多くを無料
で受けることができる。
・キャリアコンサルタントなどによる個別相談，支援計画の作成や，必要に応じて外部の適切な支援
機関や団体の紹介

・個別・グループによる就労に向け踏み出すためのプログラム
・就職した者への定着・ステップアップ相談
・合宿形式を含むサポート，自信回復，職場で必要な基礎的能力付与，就職活動に向けての基礎知識
獲得などを集中的に実施

・職場見学や職場体験
・保護者を対象としたセミナーや個別相談

 第3-5図  地域若者サポートステーション事業

（出典）厚生労働省資料
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⑵　ひきこもりの支援（厚生労働省）
厚生労働省は，保健・医療・福祉・教育・雇用といった分野の関係機関と連携の下でひきこもり専門

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（第3-6図）。「ひ
きこもり地域支援センター」は，平成27（2015）年度末現在，61の都道府県と政令指定都市に設置
されている2。平成25（2013）年度からは地域に潜在するひきこもりを早期に発見し，ひきこもりを抱
える家族や本人に対するきめ細やかな支援が可能となるよう，継続的な訪問支援などを行う「ひきこも
りサポーター」を都道府県又は市町村が養成し，市町村が家族や本人へサポーターを派遣する事業を
行っている。その他，精神保健福祉センターや保健所，児童相談所において，医師や保健師，精神保健
福祉士による相談・支援を，本人や家族に対して行っている。

 第3-6図  ひきこもり地域支援センターとひきこもりサポートセンター

（出典）厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/）

⑶　不登校の子供・若者の支援（文部科学省，法務省）
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，子供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。
文部科学省は，不登校の未然防止や不登校児童生徒への必要な支援の在り方等を検討するため，平成27

（2015）年1月より「不登校に関する調査研究協力者会議」を開催し，8月に中間まとめを公表した。主な
内容として，「児童生徒理解・教育支援シート」による困難を抱える児童生徒への細やかな支援，引継ぎに
よる組織的・計画的支援，不登校児童生徒を支援するための体制整備などが打ち出されており，これを受け
て，不登校児童生徒への支援モデル事業として，教育支援センターの設置促進支援等を実施している。
そのほか，不登校などの未然防止や早期発見・早期対応につながる取組，不登校などに対応できる関

係機関同士の連携した取組を推進するための試行的な実践を地方公共団体や民間団体などに委託し，成
果の普及を図っている。
なお，不登校の子供への相談・指導を行うために都道府県・市町村教育委員会が設置している教育支

援センター（適応指導教室）では，不登校の子供が在籍する学校とも連絡をとりながら，子供の実情に
応じた学習指導が行われている。（学校内外での相談体制の整備については，第2章第2節2「子供・若
者に関する相談体制の充実」と次項を参照。）
法務省の人権擁護機関においては，「インターネット人権相談受付窓口（SOS-eメール）」や「子ど
もの人権110番」を開設し，不登校などの子供を巡る人権問題について相談に応じている。

2 「ひきこもり地域支援センター」の連絡先はhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-
Shakai/0000111933.pdfを参照。
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