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不登校児童生徒に対する訪問型支援事業（報告書）

１ 共働事業の目的 

 ○不登校児童生徒の社会性を育て、不登校の解消・復帰を目指すため、教育指導室とＮＰＯ

の互いの特性を活かし共働、補完しながらシステムを構築する。

 ○困り感のある家庭やひきこもりである児童・生徒が相談できる場を設定し、子どもが社会

復帰、学校復帰できるよう様々な支援を進めていく。

○不登校の児童生徒が学習支援を受けることができる体制づくりを目指す。

２ 教育指導室とＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」との相乗効果 

（１）教育指導室と「まちづくりＬＡＢ」相互の役割を活かす

①教育指導室の役割

学校と教育指導室の指導主事、ＳＣ、ＳＳＷは、常に子どもの状況について連携を

取り合っている。

そこでは、児童生徒や家庭の状況を把握して、状況を見ながら対応について協議し

対策を図り進めている。

一般的には、学校が不登校児童生徒への初期対応を行い、学校だけでは問題が解決

しない場合、さらには心理的問題、福祉的な問題がある時は、教育指導室、ＳＣやＳ

ＳＷと連携して対応している。

②ＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」の役割

「まちづくりＬＡＢ」は家庭に引きこもっている児童生徒の家庭に社会福祉士が訪

問して子どもの関係をつくり、引きこもりに対応していくことを目的としている。

さらに、訪問した子どもの状況に応じて社会福祉士や学生ボランティアが学習支援

を行うサポート体制にも取り組んでいる。

（２）相互の相乗効果

この共働事業は、学校の状況や家庭、児童生徒の状況を把握している教育指導室と、

アウトリーチ型支援の実績がある「まちづくりＬＡＢ」が連携して不登校の児童生徒に

対応することで、子どもの引きこもりや不登校の解消・復帰を目指すものである。

そこで、学校や教育指導室だけでは対応が困難な家庭や子どもに対しては、アウトリ

ーチ型支援ができる「まちづくりＬＡＢ」が相談・学習支援を行っていく。

また、「まちづくりＬＡＢ」が適切に家庭や子どもの状況を把握することができ、学

校の関係者とも連携が取れるようにコーディネートする役割を教育指導室が担ってい

る。この両者の働きがスムーズになることで大きな効果が期待できると考えている。

３ アウトリーチ型支援の有効性 

○ 今日、外部との接触を避け、将来の展望が見えない引きこもりの子どもや不登校の子ど

もが増加してきており、子どもの支援や対応に困り感を持つ保護者への支援は、様々な要

因があり学校や教育指導室の対応だけでは限界が出てきている。

そこで、ＮＰＯの熟練の社会福祉士が不登校を持つ保護者の相談を受けて、家庭に訪問

し、子どもと面談・相談を進め、子どもの悩みや心のケアをすることで、安らぎや安心感

を与えることができると考えている。

また、この活動から子どもが人との関わりを広げ、社会性を育み、自分の進むべき道を
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見つめることができるようになると思われる。

最終的には、引きこもりや不登校から子どもが復帰することを目指している。

４ 共働事業の構造図 

  アウトリーチ型支援の関係構造図は、下のようになっている。

５ アウトリーチ型支援の実際 

○アウトリーチ型支援、学習支援までの手順

①アウトリーチ型支援への相談

・学校やＳＳＷの情報から実行委員会において対象者を選出し、保護者に「まちづく

りＬＡＢ」を紹介して訪問相談を持ちかける。

・不登校児童生徒の家庭において、困り感のある保護者がＳＳＷや学校や教育指導室

の紹介を受け、直接「まちづくりＬＡＢ」に相談する。

・「まちづくりＬＡＢ」と教育指導室共催の「不登校に向き合う会」に参加した保護

者が、「まちづくりＬＡＢ」の社会福祉士に直接相談する。

   ②相談からアウトリーチ型支援までの流れ

・電話やメールの相談を受け、「まちづくりＬＡＢ」の社会福祉士が、保護者と面談

を行い、子どもとの面談の内容について、話し合う。

・子どもが社会福祉士との面談を了解すれば、社会福祉士が家庭に訪問して相談支援

をはじめ、子どもとの関係づくりを進めていく。

③訪問学習支援（ゆうがおサポート）までの流れ

・社会福祉士が相談訪問していく中で、子どもや保護者から学習についてサポートの

依頼があれば、社会福祉士叉は学生ボランティアが訪問して学習支援を行う。

④学習支援（ゆうがおサポ－ト学習室）までの流れ
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・相談支援を行っている子どもの中で、学習に意欲が高まった子どもは、地域の学習

室（中央コミュニティセンター）において社会福祉士や学生ボランティアが学習支

援を行う。

６ 「不登校に向き合う会」の開催 

（１）目 的 

教育指導室とＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」が共催して、不登校の児童生徒への

困り感で悩む保護者対象の会を開催する。そこでは、子どもへの接し方、不登校の基

本的な考え方について、講話やＳＳＷと一緒に保護者同士が悩みを共有し合う座談会

を行う。このことで、保護者の安心感や活力につなげていく。

（２）対象者

    引きこもりや不登校の児童生徒で悩んである保護者

（３）内 容 

９月から開始して、毎月第４週の木曜日に開催し、２月までに６回開催。

基本的には、ＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」の社会福祉士が講話を行い、ＳＳＷ

と保護者同士の座談会を行う。

①参加者数（現在までの参加者数：４３名） 

②参加者アンケートの結果（第２回～第６回の集計）＊第１回は未実施

第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 第 6回 

参加者数 １１人 １０人 １７人 １５人 １５人 １７人
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今日の講話はいかがでしたか？
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７ 成果と課題 

（１）共働のプロセス

① 実行委員会を定期的に開催することで、教育指導室・ＳＳＷとＮＰＯ法人「まちづく

りＬＡＢ」との子どもや家庭の情報の共有が円滑にできた。

② 教育指導室を通して各学校とＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」の連携を図ることによ

り、子どもの情報把握や校内支援を円滑に行うことができた。

（２）成 果

学校・教育指導室・ＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」の社会福祉士との連携がスムーズ

に行われて、保護者の面談から相談、それを受けてのアウトリーチ支援までの進め方の

形がつくられてきた。また、アウトリーチ支援を行うことができた数人の子ども達が、

社会福祉士との関係ができて、不登校の解消に向けて人間関係が作れるようになり、学

習支援までつなげることができた。また、不登校児・家庭の成果指数を設定することが

できた。

○実績値 

成果指標 目標値 実績値

訪問相談件数 10件 15件
訪問相談延回数※１ 100回 85件

内訳）

保護者面談 18件
児童訪問支援 48件
学校訪問支援 19件

訪問延時間※２ 200時間 112.5時間
不登校児・家庭の評価指数 評価の実施を行い、変

化の把握をする。１年

不登校児 FSP平均値 1.45 
家庭 FSP平均値 0.65 
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とても良かった 良かった あまり良くなかった 良くなかった

座談会はいかがでしたか？
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※詳細は下記のとおり 実施後、変化の平均値

や期待できる値を把握

し、その後の目標値と

して設定していく。

研修受講者数 15名 22名
  ○その他実績

保護者への相談支援等 電話・メール対応相談 249件

子どもへの訪問・学習支援等
ゆうがおサポート 17件
ゆうがおサポート学習室 ２件

  ※１ 訪問相談延回数については、目標値には達しなかったが、訪問相談前後の電話・メ

ール対応を行っている。また、ゆうがおサポート事業や訪問相談の次の段階である

学習室に繋げることができた。

  ※２ 訪問延時間については、訪問時間の長短による効果の検証が難しいため令和２年度

は、成果指標から削除することとする。

 （ア）不登校児・家庭の評価指数について

不登校児・家庭の評価指数として、不登校児と家庭の各々に５種類の評価項目を設定し、

それぞれの評価項目に STEP１から STEP５の項目を設定した（Five Step Positions（以下、
FSP））。訪問開始時に不登校児と家庭の状況から評価項目の STEP１から STEP５のどこに
該当するかを判定し、事業終了までの STEP値の変化の平均値を評価指数とした。

  令和元年度は、訪問件数 15件中一定の評価期間があった４件の不登校児を評価対象とし
た。その他の 11件については、訪問開始から事業終了までの期間が短かったため、評価は
実施していない。

不登校児については、１～２段階の STEP の向上が見られた。もっとも大きい変化では
３段階の STEP 向上がみられるケースがあり、評価対象とした４件の全てで良い変化があ
ったと考えられる。一方、家庭の変化が少ないため、次年度は保護者支援にも力を入れてく

必要があると考えられる。

令和元年度の実績値については、訪問件数 15 件中４件の変化の平均値を実績値とした。

○不登校児の STEP値の変化

項目 対人関係
家庭内で

の様子
学習意欲 ストレス 思考 平均

合計 4 7 6 5 7 5.8 
平均 １ 1.75 1.5 1.25 1.75 1.45 

○家庭の STEP値の変化

項目
保護者の

状態

家庭内の

環境

家庭外の

状態

子どもへ

の態度

支援者へ

の態度
平均

合計 5 1 1 3 3 2.6 
平均 1.25 0.25 0.25 0.75 0.75 0.65 
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（イ）「不登校に向き合う会」の開催

  当初の訪問相談のターゲットであった児童生徒が重篤なケースであったこともあり、簡単

に訪問に繋ぐことができないことが多数あった。そこで、ＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」

と協議し、重篤過ぎないケースや児童生徒だけでなく保護者にまでターゲットを広げること

とし、不登校に悩む保護者を対象に「不登校に向き合う会」を開催した。

不登校に悩む保護者への相談も窓口とすることができ、ＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」

やＳＳＷとの関係もつくることができた。保護者からも、継続の要望があり、来年度も続け

る予定である。

（ウ）学習支援の居場所づくり事業（ゆうがお学習室）の開始

  訪問相談を実施していくなかで、訪問による対人関係等が安定してきた児童生徒を対象

に、次の段階（集団での対人接触、適応指導教室への通級など）を目指すために、学習支援

を行う居場所づくり事業を開始した。

中央コミュニティセンター内に週１回、学習支援の居場所（ゆうがお学習室）を設置し、

ＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」の社会福祉士や支援員による学習支援及び相談を実施した。

令和元年度は、２名の児童生徒の参加があった。

（４）課 題

  今年度の事業を通して、以下のような課題が見えてきた。次年度以降も共働事業を継続し、

課題解決の方策を検証し実施していく。

① 相談件数や訪問件数が増加しており、ＮＰＯ法人「まちづくりＬＡＢ」（社会福祉士

が１名）の対応のキャパシティの問題がある。

  ② 保護者に活力がない、さらにはあきらめ感が強い保護者や家庭もあり、連絡が継続し

ない保護者もいる。

  ③ 不登校の子どもの問題だけではなく、家庭環境の課題もみられ、ＳＳＷを含め、関係

機関との連携も必要となる事例もでてきており、対応の連携が更に必要となる。

④ 不登校の原因が学力不振である子どもが多く、学習に意欲が見られないため、進路を

考える時期である中学校３年生以外は、学習支援につなぐことが難しい。


