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開催にあたって
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基調報告

総合的な若者協同実践を生み出すために

事務局長

穴澤 義晴 若者支援全国協同連絡会議 北海道

ひきこもりに象徴される若者の課題探求を進め、
若者の主体性を育む地域社会との協同を目指して

1.ルひきこもり（社会的孤立）の背景にある複合化した社会課題

若者のひきこもり状態の背景には、教育・医療・家族・就労・貧困など様々な課題が複合化し

て存在し、今日゙は労働市場の厳しさや貧困化が若者の生ぎらさを増幅させていますし、その

ことがひきこもりからの脱出をより困難なものにしています。

教育・医療・家族・就労・貧困に関するそれぞれの支援現場゙は、「ひきこもっている」「ひき

こもっていた」状態の若者の支援は、あたりまえとなり、各支援現場゙は、機関連携・ネットワー

ク型の支援が重要視されているのは、課題の要因が複合化している現状゙あるともいえます。

複合的な要因とともに、ひきこもりの長期化は、前回大会のテーマ別交流会「ひきこもりの

高年齢化」゙の議論や、学齢期の支援゙の不登校の課題や、生活困窮支援の現場゙の、４０代・

５０代のひきこもりから、親がなくなった時点゙生活保護になっていく過程をみると、かなり深

刻な問題゙あります。

背景を探るにあたって、支援現場から彼らが暮らす地域社会に目を転じると、生活・仕事（学

齢期は学校）・居場所のそれぞれの場が、いかに不安定゙あるかを感じていることと思います。こ

の不安定な地域社会は、「ひきこもっている」「ひきこもっていた」状態の若者に対してだげは

なく、ちょっとしたきっかげ、若者全体を巻き込ん゙いく状況゙あり、社会的孤立「ひきこもり」

は、社会的排除につながりかねず、もはや、若者全体の課題゙あると言えます。

日本゙は、ひきこもりや登校拒否・不登校の若者たちを「困難を抱える若者」と 表現する場合

が多く見られますが、この言葉は若者が出会っている困難を個々人の側に求める言葉゙あり、日本

社会が若者に向けている自己責任のまな゙しに影響を受けているもの゙す。今、日本の若者たち

の多くは日本社会を貫徹する自己責任論にがんじがらめになり、そこから 自己を解き放つことが

゙きずに苦しん゙います。

彼らを、「困難を抱える若者」から「不利な状況にある若者」へと捉えなおし、現在若者が置か

れている社会の不利や矛盾に焦点を当てる視座を構築しなけれ゙、若者を追い詰める社会の諸矛盾

は変わらない゙かりか、若者たちをどんどん追い詰めることになる゙しょう。

私たちは今後、ひきこもり状態の若者へのター゙ット型のみの支援から、 生ぎらさが生まれる

社会を変える取り組みをよりいっそう広゙ていく必要があります。そしてそのためには、総合的

若者支援として若者が置かれている社会的諸矛盾を見つめる視座を立ち上゙ていかなけれ゙なり

ません。そして、「社会的孤立」から「社会の主体者」へのプロセスを、連続して捉える必要があ

ります。

真っ向からこの社会的孤立゙ある「ひきこもり」の問題に取り組ん゙いる私たち（支援者・研究者・

当事者）だからこそ、地域再生の主体者として、ひきこもりのプロセスを探求しつつ、明らかに

していくことが可能゙あり、「社会的孤立」から「社会の主体者」へのプロセスを確立していくこ

とが、重要な取り組み゙あると考えます。

2.ル総合的な支援・協同の重要性

孤立を抱え、複合化した社会課題をもつ「不利な状況にある若者」への支援は、本人へのメン
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タルケア・家族支援に始まり、居場所、学び直し、仕事体験などから、社会参加、就労準備や就

労支援などの連続した入り口から出口支援への支援と、教育・医療・家族・就労・貧困支援の協

同による地域社会も巻き込んだ総合的支援のあり方の中゙追求される必要が生まれています。

若者たちの発達保障、つまり、彼らが社会の主人公として、その人格や能力を獲得することを

目指し、教育・医療・就労・貧困支援の実践体が共同し、総合的支援を築きあ゙ることが必要な

の゙す。

実際の支援現場の現状は、2５５3 年の若者自立・挑戦プラン ( 若者自立塾設置等 ) から、2５５6 年

の地域若者サポートステーション ( 以下、サポステ ) 事業、2５５9 年のひきこもり対策推進事業 ( ひ

きこもり地域支援センター設置等 )、2５1５ 年の子ども・若者育成支援推進法と政策が展開され、昨

年度からは、サポステが全国゙ 16５ 箇所 に広゙られました。 また、生活困窮者自立支援法の施行

（2５15 年 4 月）に伴い、生活困窮者支援事業もスタートしています。

一見、若者支援の総合的支援体制が確立されてきているように見えますが、2５13 年度から始まっ

た「サポステ・学校連携 推進事業」や 「若年無業者等集中訓練プログラム事業」 などは、１年゙見

直しがかかり、サポステは、就労支援に重点をおいた取り組みに役割が整理される状況を迎えて

います。学校連携は教育委員会が、ひきこもり状態ある若者はひきこもり対策推進事業が、生活

支援は生活困窮支援事業が対応する、というように対象が明確に区分されつつあります。

このような役割の明確化は、各事業が機関連携を前提として協議会を作りながら事業を推進す

る形となっていますが、現状として、子ども・若者育成支援推進法による「子ども・若者支援地

域協議会」などの官民ネットワークの現状は、都道府県の半数の設置にとどまり市町村゙はほと

んど設置されていない状態゙す。一方゙は、サポステに見られる進路決定者何名以上゙事業予算

が決定するというような成果主義も導入され、支援事業に若者が選゙れる状況も生まれて来てい

ます。今こそ、発達保障を目指した支援とはいかにあるべきかを私たちの手゙考え提起する必要

があります。

学校から就労への社会システムに乗れなかった若者が、支援システムにも乗れない、特に複合

的な課題を多く抱えれ゙抱えるほど、また、地域資源が少ない地方部においては、支援事業から

排除される若者を生み出す可能性は高くなっていくの゙はない゙しょうか。さらに、若者が地域

に参画をする社会教育等の現場においては、施設の廃止や事業費の減額等、出口支援の資源とし

てみても、深刻な状況が見えてきています。

政策としての若者支援システム制度が、ター゙ット型として整備されつつある今だからこそ、

各支援現場゙は、総合的な支援を目指し、支援機関はもとより、行政・地域資源を巻き込み協同

してことが重要゙あると考えます。

3.ル総合的な支援・協同推進のための取り組み

若者や家族は、たんなる支援の対象者゙はなく、支援者と協同しながら自らの困難な状況を乗

り越えていく主体者゙す。当事者と支援者の関係をより生きやすい社会をめ゙す協同的他者関係

として捉え直すことが若者支援の新たなテーマになってきています。

このことを押さえた上゙、相談・居場所等の入り口の支援から、就労支援・仕事作り・地域参

加等の出口の支援等が、若者個人の複合した課題に寄り添い、一貫した流れの協同が必要となっ

てきます。また、仕事・生活・居場所という３つの場に着目しながら、それぞれの場に入り口の

支援から出口支援の連携を構築する必要があります。

さらに、セーフティネットを広゙るためにも、学齢期の若者支援（教育機関連携）・発達精神障

がいの若者支援（福祉関係連携）ひきこもりの高年齢化（生活困窮支援等連携）など、ひきこも

りの複合した課題に対する取り組みは重要゙あります。

今大会゙は、オープニングシンポジウムを通し、「広がる若者支援〜ケースの入り口から出口を

考える〜」と題し、不利な状況にある若者の象徴的課題ともいえる「ひきこもり」の出発点を探
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る課題探求を行い、テーマ別実践交流会゙は、共通テーマを２日間に渡り実施することとし、実

践事例の紹介に終わることなく各テーマを掘り下゙る議論の時間を取っております。さらに、地

域課題に対応するために、沖縄現地企画のテーマ別交流会の設定・支援者養成講座・特別交流会（当

事者・家族）を設定しています。それぞれの実践交流・学びの場゙協同の関係゙くりが進むこと

を期待しています。

4.ル協同をささえるシステム構築に向けて

今大会のクロージングシンポジウムにて、「ひきこもりを支える行政と民間の取り組み〜地域゙

くりに踏み込ん゙！〜」と題し議論していく事となりますが、年１回の大会だげは、今後の協

同をささえるシステムの構築が可能というわげはありません。

地域の官民ネットワークや行政とのパートシップを築いていくためには、私たちの活動（若者

支援全国協同連絡会議）が、若者にかかわる様々な分野（医療・福祉・教育・社会参画・就労・

社会的企業）゙、団体・機関・個人がより多くつながり・協同していけるような組織゙くりに踏

み込まなけれ゙なりません。

大会開催だげはなく、日常の活動をお互い支え合うための「地域ブロック」゙くりと、大会

゙設定している、各テーマ別実践交流会をベースにした、課題を探求し合うための「テーマ別ブロッ

ク」゙くりを進めていきます。

この、「地域ブロック」と「テーマ別ブロック」゙の日々の情報交換・実践交流・議論を通して、

若者にかかわる様々な分野を巻き込み、地域ネットワーク・行政とのパートシップを築いていき

ましょう。

5.ル若者支援全国協同連絡会議の組織づくりにむけて

若者支援全国協同連絡会議は、社会的排除状態の若者の社会的包摂を目指す取り組みを全国゙

展開する為に、中間支援組織として、支援者（プロスタッフと゚アスタッフ）、当事者、家族、研

究者、地域住民が共に実践を築き上゙、若者達の生存・発達が保障される社会を創造することを目

指しています。つまり、この会議は、若者やひきこもりと関わる人が同等の立場゙実践創造に参

加し、共にその実践を築き上゙、制度や政策を提案することを重要なミッションと考えています。

「地域ブロック」と「テーマ別ブロック」をベースに組織化をすすめ、全国事務局が調整機関と

なり、まず、若者支援に関する「情報の収集・発信機能」「調査・研究機能」を創っていきます。

この２つの機能と、両ブロックの日常の取り組みをあわせ、「全国若者・ひきこもり協同実践交流会」

を開催していきます。開催地゙の地域ネットワーク作りを基礎に今ま゙全国各地゙開催してきま

したが、この重要な視点を残して、全国事務局が開催地のネットワークを継続性のある地域ネッ

トワークへ移行するようサポートしていきます。私たちは、「地域ブロック」を、あくま゙協同゙

全国の運動を発展させる組織として考えています。

組織化が進んだ後には、「モデル実践゙くり機能」・「政策提言プラットフォーム機能」を持ちな

がら、それぞれの地域実践が制度・政策に振り回されることなく、地域に軸足をおき、不利な状

況を抱える若者を地域主体へとかえる協同の取り組みとしての制度・政策が提案゙きる組織を目

指していきます。

若者の課題に向き合い、若者とともに、
地域を創る主体となる協同を目指して！

文責　若者支援全国協同連絡会議　常任事務局  　
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オープニングシンポジウム

広がる若者支援		〜ケースの入り口から出口を考える〜

不利な状況にある若者の象徴的課題ともいえる「ひきこもり」の出
発点を探る。 

・ひきこもり状態に陥っている・ひきこもりを経験した当事者の現状
について 

・ひきこもり支援が置かれている現状と課題について 
・当事者 ４ 支援者にとって、今どのような学び・交流・行動が必要な
のか！

コーディネーター

仲本 晴男 沖縄県精神保健福祉センター 沖縄 

シンポジスト

東 邦治 一般社団法人アトリエみらい 沖縄

支援現場からの報告

前田 智子 ＮＰＯ法人わくわくの会 沖縄

さぽーとせんたーｉから

小野 善郎 和歌山県精神保健福祉センター 和歌山

っ 地方の時代 、の若者支援

佐藤 洋作 ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 東京

ひきこもり支援	
			〜若者の学校から仕事への移行を支える取り組みとして
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オープニングシンポジウム

東 邦治 一般社団法人アトリエみらい 沖縄

支援現場からの報告
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支援現場からの報告

7

支援現場からの報告
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オープニングシンポジウム
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支援現場からの報告

9

支援現場からの報告
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オープニングシンポジウム

前田 智子 ＮＰＯ法人わくわくの会 沖縄

さぽーとせんたーｉから
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さぽーとせんたーｉから

11

さぽーとせんたーｉから
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オープニングシンポジウム

小野 善郎 和歌山県精神保健福祉センター 和歌山

っ 地方の時代 、の若者支援
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ひきこもり支援〜若者の学校から仕事への移行を支える取り組みとして

13

ひきこもり支援〜若者の学校から仕事への移行を支える取り組みとして

佐藤 洋作 ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 東京

ひきこもり支援
〜若者の学校から仕事への移行を支える取り組みとして
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テーマ別実践交流会	①ル就労と仕事おこし

彼らに合ったはたらき方、仕事づくり、仕事おこし

職業的自立を図っていくためにどのような協同が必要なのか！「企
業に就職する」「一人一人にあった仕事を創る」２つの側面からの検
討が必要゙あると思われます。今回は、後者のテーマを中心に「若
者にあった仕事おこしをどう展開していくのか」について掘り下゙
ていくこととします。

前者のテーマについては、沖縄企画「就労支援の現場から」゙、現
存の企業とどうパートナーシップをとり仕事の入り口を広゙ていく
のか！について、掘り下゙ていくこととします。

コーディネーター

中村 雄介 ＮＰＯ法人暮らじくりネットワーク北芝 大阪

野中 康寛 社会福祉法人一麦会　麦の郷 和歌山 

助言者

古村 伸宏 ワーカーズコープ 東京 

報告者

湯浅 雄偉 ＮＰＯ法人コミュニティワーク研究実践センター 北海道

地域と若者による田舎で生き方・暮らし方をつくる試み !

松下 泰子 ＮＰＯ法人ハートツリー 和歌山

ハートツリーの歩み

岩本 真実 Ｋ２インターナショナル 東京

生きづらさを支援する K2インターナショナルの取組み

荒木 千賀 

仲兼久 周子 NPO 法人ワーカーズコープ名護支部 沖縄

〜支援からケアへ〜　	
			協同労働による仕事おこし「ともに働く、ともに創る」
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地域と若者による田舎゙生き方・暮らし方をつくる試み

15

地域と若者による田舎゙生き方・暮らし方をつくる試み

湯浅 雄偉 ＮＰＯ法人コミュニティワーク研究実践センター 北海道

地域と若者による田舎で生き方・暮らし方をつくる試み !
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就労と仕事おこし
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地域と若者による田舎゙生き方・暮らし方をつくる試み

17

地域と若者による田舎゙生き方・暮らし方をつくる試み
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就労と仕事おこし

松下 泰子 ＮＰＯ法人ハートツリー 和歌山

ハートツリーの歩み
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ハートツリーの歩み

19

ハートツリーの歩み
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就労と仕事おこし

岩本 真実 Ｋ２インターナショナル 東京

生きづらさを支援する K2インターナショナルの取組み
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生ぎらさを支援する K2 インターナショナルの取組み

21

生ぎらさを支援する K2 インターナショナルの取組み
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就労と仕事おこし
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生ぎらさを支援する K2 インターナショナルの取組み

23

生ぎらさを支援する K2 インターナショナルの取組み
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就労と仕事おこし



25

〜支援からケアへ〜協同労働による仕事おこし「ともに働く、ともに創る」

25

〜支援からケアへ〜協同労働による仕事おこし「ともに働く、ともに創る」

荒木 千賀 

仲兼久 周子 NPO 法人ワーカーズコープ名護支部 沖縄

〜支援からケアへ〜
協同労働による仕事おこし「ともに働く、ともに創る」
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テーマ別実践交流会	②ル学齢期の若者支援

不登校・ひきこもり・学校連携

学齢期にある若者（中卒以降２０台前半）を対象に、学校や保護者、
支援機関が連携しながら、どんな支援があれ゙青年期・就労生活へ
のスムーズな移行が可能になるのかを、現場からの声を基に議論・
検証していきたいと考えています。

特に今年度は、学校から社会への移行期支援において、昨年度実施
された地域若者サポートステーションの学校連携事業は今年度予算
措置がとれず、支援現場としては厳しい状態となっています。

コーディネーター

南出 吉祥 岐阜大学 岐阜 

上江田 紫寿江 サポートセンターゆめさき 沖縄 

助言者

松田 考 公益財団法人さっぽろ少年女性活動協会 北海道 

報告者

緒方 潤平 横浜市青少年相談センター 神奈川

家族が相談場面に現れないケースに対する支援について

原 未来 ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 東京

学習支援を入り口にした思春期・青年期の移行支援	
		〜生活保護世帯へのフリースペース実践から

知名 朝数 中城村社会福祉協議会地域福祉活動コーディネーター 沖縄 

宮城 まり子 ボランティアサークル会長 沖縄

発達障がい児サポーターの活動をとおして
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家族が相談場面に現れないケースに対する支援について

27

家族が相談場面に現れないケースに対する支援について

緒方 潤平 横浜市青少年相談センター 神奈川

家族が相談場面に現れないケースに対する支援について
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学齢期の若者支援
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家族が相談場面に現れないケースに対する支援について

29

家族が相談場面に現れないケースに対する支援について
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学齢期の若者支援

原 未来 ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 東京

学習支援を入り口にした思春期・青年期の移行支援
〜生活保護世帯へのフリースペース実践から
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学習支援を入り口にした思春期・青年期の移行支援〜生活保護世帯へのフリースペース実践から
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学習支援を入り口にした思春期・青年期の移行支援〜生活保護世帯へのフリースペース実践から
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学齢期の若者支援

知名 朝数 中城村社会福祉協議会地域福祉活動コーディネーター 沖縄 

宮城 まり子 ボランティアサークル会長 沖縄

発達障がい児サポーターの活動をとおして
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テーマ別実践交流会	③ル発達障がい・精神障がいの若者支援

出口の支援　〜コミュニティワーク・福祉的就労〜

ひきこもり支援の現場、また、NEET 支援（サポステ）の現場゙は、
発達障がいに気゙かずにいる若者や、成人になってから障がいとい
われて戸惑っている若者も多く見られます。

このような課題を持つ若者には、入り口の支援としての丁寧な相談
支援、障がい者支援との連携・制度の活用しての出口の支援が重要
゙あると考えられます。

今回は、出口の支援として、発達障害等の診断を受けている若者、
受けていない若者も、ひきこもっていた、ひきこもっていない若者も、
包括的な就労支援を行なっている実践を通しながら、深めていきま
す。

入り口の支援は、沖縄企画「相談支援の仕組みと子ども若者支援」
゙深めていきます。

コーディネーター

矢沢 宏之 エルムアカデミー 東京 

神里 裕丈 社会福祉法人宮古福祉会 沖縄 

助言者

山本 耕平 立命館大学 京都 

報告者

濵本 秀信 立花高等学校 福岡

ひきこもり・不登校・発達障がいのある生徒と共に

木村志義 一般社団法人ペガサス 神奈川

精神障害者 ･発達障害者に特化した	
就労移行支援事業所	一般社団法人ペガサスでの取り組み

藤本綾子 社会福祉法人一麦会 麦の郷 和歌山

発達障がい・精神障がいの若者支援
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発達障がい・精神障がいの若者支援

濵本 秀信 立花高等学校 福岡

ひきこもり・不登校・発達障がいのある生徒と共に
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ひきこもり・不登校・発達障がいのある生徒と共に
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ひきこもり・不登校・発達障がいのある生徒と共に
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発達障がい・精神障がいの若者支援
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ひきこもり・不登校・発達障がいのある生徒と共に

37

ひきこもり・不登校・発達障がいのある生徒と共に
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発達障がい・精神障がいの若者支援
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精神障害者 ･ 発達障害者に特化した就労移行支援事業所 一般社団法人ペガサズの取り組み

39

精神障害者 ･ 発達障害者に特化した就労移行支援事業所 一般社団法人ペガサズの取り組み

木村志義 一般社団法人ペガサス 神奈川

精神障害者 ･発達障害者に特化した
就労移行支援事業所	一般社団法人ペガサスでの取り組み
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発達障がい・精神障がいの若者支援
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精神障害者 ･ 発達障害者に特化した就労移行支援事業所 一般社団法人ペガサズの取り組み

41

精神障害者 ･ 発達障害者に特化した就労移行支援事業所 一般社団法人ペガサズの取り組み
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発達障がい・精神障がいの若者支援
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精神障害者 ･ 発達障害者に特化した就労移行支援事業所 一般社団法人ペガサズの取り組み

43

精神障害者 ･ 発達障害者に特化した就労移行支援事業所 一般社団法人ペガサズの取り組み
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居場所の課題と展望

藤本綾子 社会福祉法人一麦会 麦の郷 和歌山

発達障がい・精神障がいの若者支援

テーマ別実践交流会	④ル居場所の課題と展望

居場所から就労へ

「居場所」というキーワードは入り口の支援と出口の支援゙、同じ
「居場所」という言葉を使っていてもまったく性格は異なると考えら

れます。今回は、居場所実践から就労ま゙を総括的に議論すること
を目指します。ひきこもっていた若者が居場所に通う、さらに就労
も視野に入れた居場所支援を行なっている実践を中心に深めていき
ます。

また、入り口の支援としての「孤立から居場所へ」、今、家にひき
こもっている状態゙居場所にこれからつながるための支援（アウト
リーチ）を含めたひきこもり支援の実践、居場所の実践は、沖縄企
画「ひきこもりながら育つ」にて深めていきます。

コーディネーター

石田 貴裕 ＮＰＯ法人淡路プラッツ 大阪 

鈴木 綾 ＮＰＯ法人ビーンズふくしま 福島 

助言者

藤井 智 ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 東京 

報告者

亀田 立子 ＮＰＯ法人コスモス会 宮崎

コスモス会「チャオ」の居場所運営の課題と展望

滝口 克典 ＮＰＯ法人ぷらっとほーむ 山形

〈居場所〉は	どのように	達成されているか？

久保田 秀樹 沖縄青年団 沖縄

沖縄県青年団の活動
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発達障がい・精神障がいの若者支援

45

発達障がい・精神障がいの若者支援
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居場所の課題と展望
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発達障がい・精神障がいの若者支援

47

発達障がい・精神障がいの若者支援
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居場所の課題と展望

亀田 立子 ＮＰＯ法人コスモス会 宮崎

コスモス会「チャオ」の居場所運営の課題と展望
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コスモス会「チャオ」の居場所運営の課題と展望
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コスモス会「チャオ」の居場所運営の課題と展望
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居場所の課題と展望
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〈居場所〉は どのように 達成されているか
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〈居場所〉は どのように 達成されているか

滝口 克典 ＮＰＯ法人ぷらっとほーむ 山形

〈居場所〉は	どのように	達成されているか？
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居場所の課題と展望
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〈居場所〉は どのように 達成されているか
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〈居場所〉は どのように 達成されているか
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居場所の課題と展望

久保田 秀樹 沖縄青年団 沖縄

沖縄県青年団の活動
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沖縄県青年団の活動
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沖縄県青年団の活動
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居場所の課題と展望
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沖縄県青年団の活動
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沖縄県青年団の活動
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居場所の課題と展望
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テーマ別実践交流会	⑤ルひきこもりの高年齢化

ひきこもりの高年齢化

全国各地゙ひきこもりの実態にかかわる調査が行われ、その中゙ひ
きこもりの高齢化が指摘されています。生活困窮者支援モデル事業
の現場においても４０歳をこえるひきこもりの課題が多く見受けら
れます。

長期化・高年齢化ひきこもりの現状を捉え、今の労働のありようや
社会のありようを考え、彼らの価値観に基゙く新しい生き方を考え
ていく必要があります。

課題を抱える若者の生き方の羅針盤として、生きる権利・かけがえ
のない社会の存在として地域に役立つ可能性を探求していきます。

コーディネーター

田中 敦 ＮＰＯ法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク 北海道 

永吉 哲三 沖縄県労働者福祉基金協会 沖縄 

助言者

中川 健史 ＮＰＯ法人仕事工房ポポロ 岐阜 

報告者

森下 徹 ＮＰＯ法人グローバルシップス神戸 兵庫

経験者としての活動を通じて

田中 敦 ＮＰＯ法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク 北海道

ひきこもり当事者の思いをかなう	
		多様な生き方を創り出すNPO活動

比屋根 愛子 沖縄県労働者福祉基金協会 沖縄

ひきこもりの高年齢化
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ひきこもりの高年齢化

森下 徹 ＮＰＯ法人グローバルシップス神戸 兵庫

経験者としての活動を通じて
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経験者としての活動を通じて

61

経験者としての活動を通じて
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ひきこもりの高年齢化
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ひきこもり当事者の思いをかなう多様な生き方を創り出す NPO 活動
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ひきこもり当事者の思いをかなう多様な生き方を創り出す NPO 活動

田中 敦 ＮＰＯ法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク 北海道

ひきこもり当事者の思いをかなう
多様な生き方を創り出すNPO活動
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ひきこもりの高年齢化
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ひきこもり当事者の思いをかなう多様な生き方を創り出す NPO 活動
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ひきこもり当事者の思いをかなう多様な生き方を創り出す NPO 活動
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ひきこもりの高年齢化
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ひきこもり当事者の思いをかなう多様な生き方を創り出す NPO 活動
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ひきこもり当事者の思いをかなう多様な生き方を創り出す NPO 活動
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ひきこもりの高年齢化

比屋根 愛子 沖縄県労働者福祉基金協会 沖縄

ひきこもりの高年齢化
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ひきこもりの高年齢化
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ひきこもりの高年齢化
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ひきこもりの高年齢化
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ひきこもりの高年齢化
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ひきこもりの高年齢化
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テーマ別実践交流会	⑥ル就労支援の現場から

ひきこもらせない人間力

企業就労に結びついた例や就労に関わった例など「企業就労支援に
関わっている方」や「受け皿企業の方」そして「ひきこもらせない
関わりをしている会社企業」の報告をしていただき、『ひきこもらせ
ない人間力』( 関わりのチカラ ) を実践から学び合う場とする。

コーディネーター

荷川取 佳樹 株式会社ＢｏｗＬ 沖縄 

助言者

佐藤 洋作 ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 東京 

報告者

大宜見 朝也 ナガイ産業健康ダイニング万菜 沖縄

受け入れ先企業としての	取り組みについて

知念 秀記 有限会社ライツ学習塾 沖縄

人間力向上を基礎に支援する

永山 盛秀 一般社団法人　ハーネス 沖縄

地域で必要とされる存在を目指して

柏木 克之 社会福祉法人一麦会　麦の郷 和歌山 

麦の郷の取り組み
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受け入れ先企業としての 取り組みについて

73

受け入れ先企業としての 取り組みについて

大宜見 朝也 ナガイ産業健康ダイニング万菜 沖縄

受け入れ先企業としての	取り組みについて
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就労支援の現場から



75

人間力向上を基礎に支援する
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人間力向上を基礎に支援する

知念 秀記 有限会社ライツ学習塾 沖縄

人間力向上を基礎に支援する
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就労支援の現場から

永山 盛秀 一般社団法人　ハーネス 沖縄

地域で必要とされる存在を目指して
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地域゙必要とされる存在を目指して
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地域゙必要とされる存在を目指して
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就労支援の現場から
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地域゙必要とされる存在を目指して

79

地域゙必要とされる存在を目指して
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相談支援の仕組みと子ども若者支援

柏木 克之 社会福祉法人一麦会　麦の郷 和歌山 

麦の郷の取り組み

テーマ別実践交流会	⑦ル相談支援の仕組みと子ども若者支援

相談支援の仕組みと子ども若者支援

障害児者福祉領域における相談支援事業は、訪問を中心とした相談
機能゙あるが、その業務の中゙ひきこもりやその他子ども若者の生
活問題に遭遇することは少なくない。相談支援の現状そしてサポー
トステーション゙行われる支援の比較検討を行いながら、相談支援
とその仕組みについて共有していきたい。

コーディネーター

津波古 悟 ＮＰＯ法人なちゅら福祉ネット 沖縄 

青木 道忠 子ども・若もの支援ネットワークおおさか 大阪 

助言者

知名 孝 沖縄国際大学 沖縄 

報告者

國吉 大介 サポートステーション沖縄 沖縄

地域若者サポートステーションの若年無業者就労支援

伊波 剛 

甲斐俊也 

平良 麻美 地域生活支援事業所「うむさぱる」 沖縄

寄り添いながら共に歩んで

玉城 博一 沖縄県読谷村地域活動支援センターみつ葉 沖縄

読谷村での取り組み「なかゆくい」
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麦の郷の取り組み

81

麦の郷の取り組み
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相談支援の仕組みと子ども若者支援
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麦の郷の取り組み
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麦の郷の取り組み
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相談支援の仕組みと子ども若者支援
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地域若者サポートステーションの若年無業者就労支援
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地域若者サポートステーションの若年無業者就労支援

國吉 大介 サポートステーション沖縄 沖縄

地域若者サポートステーションの若年無業者就労支援
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相談支援の仕組みと子ども若者支援
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地域若者サポートステーションの若年無業者就労支援

87

地域若者サポートステーションの若年無業者就労支援
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相談支援の仕組みと子ども若者支援

伊波 剛 

甲斐俊也 

平良 麻美 地域生活支援事業所「うむさぱる」 沖縄

寄り添いながら共に歩んで
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寄り添いながら共に歩ん゙

89

寄り添いながら共に歩ん゙
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相談支援の仕組みと子ども若者支援

玉城 博一 沖縄県読谷村地域活動支援センターみつ葉 沖縄

読谷村での取り組み「なかゆくい」



91

読谷村゙の取り組み「なかゆくい」

91

読谷村゙の取り組み「なかゆくい」
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相談支援の仕組みと子ども若者支援
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テーマ別実践交流会	⑧ル「ひきこもりながら育つ」

大人になるには、充電期間が必要

「多様な子ども達の育ちと支援」について、当事者自身の「今につ
ながる育ち」の語り、そして「悩みながら支え続けた」保護者の語
りを受け、参加のみなさんと座談会形式゙意見交換していきます。
たとえどご立ち止まっても、その子なりの っ 育ち ぱ を見守り、支援
の手を地域゙繋゙て行くことの大切さを一緒に考えて行きましょう。

コーディネーター

小浜 ゆかり ＮＰＯ法人わくわくの会 沖縄 

古庄 健 大阪府登校拒否を克服する会世話人代表 大阪 

助言者

高垣 忠一郎 心理臨床家 京都  

報告者

平良 和之 NPO 法人夢 WALK 沖縄

自分探しの過去と地域作りの今、そして未来へ

川武 啓介 やえせ福祉会 沖縄

保育園から見た支援の在り方		〜自分サイズの支援〜

玉城 美智子 家族 沖縄

娘に教えられたこと		不登校・ひきこもりを体験して
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「ひきこもりながら育つ」

平良 和之 NPO 法人夢 WALK 沖縄

自分探しの過去と地域作りの今、そして未来へ
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自分探しの過去と地域作りの今、そして未来へ
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自分探しの過去と地域作りの今、そして未来へ
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「ひきこもりながら育つ」
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自分探しの過去と地域作りの今、そして未来へ
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自分探しの過去と地域作りの今、そして未来へ
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「ひきこもりながら育つ」
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保育園から見た支援の在り方  〜自分サイズの支援〜

99

保育園から見た支援の在り方  〜自分サイズの支援〜

川武 啓介 やえせ福祉会 沖縄

保育園から見た支援の在り方		〜自分サイズの支援〜
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「ひきこもりながら育つ」
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保育園から見た支援の在り方  〜自分サイズの支援〜

101

保育園から見た支援の在り方  〜自分サイズの支援〜



102102

「ひきこもりながら育つ」
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保育園から見た支援の在り方  〜自分サイズの支援〜
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保育園から見た支援の在り方  〜自分サイズの支援〜
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「ひきこもりながら育つ」
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娘に教えられたこと  不登校・ひきこもりを体験して
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娘に教えられたこと  不登校・ひきこもりを体験して

玉城 美智子 家族 沖縄

娘に教えられたこと		不登校・ひきこもりを体験して
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「ひきこもりながら育つ」
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娘に教えられたこと  不登校・ひきこもりを体験して
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娘に教えられたこと  不登校・ひきこもりを体験して
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「ひきこもりながら育つ」
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娘に教えられたこと  不登校・ひきこもりを体験して
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娘に教えられたこと  不登校・ひきこもりを体験して



110

テーマ別実践交流会	⑨ル家族・当事者の語りから学ぶ

家族・当事者の語りから学ぶ

いろいろな立場の元当事者や家族自身の語り、そして支援者の家
族・当事者支援に関する体験発表を行い、当事者と支援者がともに
学びあうこと主旨とした企画。支援者が当事者から学ぶことを通し
て、支援者と当事者の連携が強化され、支援のネットワークが広が
ることを目指していきます。

コーディネーター

豊里 友治 ひきこもりを考える交流会 沖縄 

久保田 誠 地域サポートあごらぴあ所長、福の木診療所相談員 沖縄 

助言者

鴻原 崇之 ＮＰＯ法人エルシティオ 和歌山 

報告者

平岡 禎之　 株式会社近代美術 沖縄

「ライフワークを見つける」という支援	

知念 巧 ｉから当事者の会（わくわくの会） 沖縄

「ひきこもり」の外側と内側

奥村 嘉信 ＮＰＯ法人よりみち 和歌山

はれものにさわるような日々から

親川 久巴 沖縄県　北部親の会 沖縄

当事者の親として
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「ライフワークを見つける」という支援

111

「ライフワークを見つける」という支援

平岡 禎之　 株式会社近代美術 沖縄

「ライフワークを見つける」という支援	
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家族・当事者の語りから学ぶ
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「ライフワークを見つける」という支援
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「ライフワークを見つける」という支援
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家族・当事者の語りから学ぶ
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「ライフワークを見つける」という支援

115

「ライフワークを見つける」という支援
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家族・当事者の語りから学ぶ
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「ひきこもり」の外側と内側

117

「ひきこもり」の外側と内側

知念 巧 ｉから当事者の会（わくわくの会） 沖縄

「ひきこもり」の外側と内側



118118

家族・当事者の語りから学ぶ
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はれものにさわるような日々から

119

はれものにさわるような日々から

奥村 嘉信 ＮＰＯ法人よりみち 和歌山

はれものにさわるような日々から
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家族・当事者の語りから学ぶ
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はれものにさわるような日々から

121

はれものにさわるような日々から



122122

家族・当事者の語りから学ぶ
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はれものにさわるような日々から

123

はれものにさわるような日々から



124124

家族・当事者の語りから学ぶ

親川 久巴 沖縄県　北部親の会 沖縄

当事者の親として
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支援者養成講座	①ル相談支援

相談支援

講師

高垣 忠一郎 心理臨床家 京都

「世間相場」の眼と「生命相場」の眼でみること
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相談支援
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「世間相場」の眼と「生命相場」の眼゙みること

127

「世間相場」の眼と「生命相場」の眼゙みること
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相談支援
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「世間相場」の眼と「生命相場」の眼゙みること
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「世間相場」の眼と「生命相場」の眼゙みること
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支援者養成講座	②ル地域連携

地域連携

講師

田中 秀樹 社会福祉法人一麦会　麦の郷 　和歌山

地域連携
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地域連携
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地域連携
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地域連携
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地域連携

133

地域連携
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地域連携
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地域連携

135

地域連携
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地域連携
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支援者養成講座	③ルアウトリーチ

アウトリーチ

講師

内田 太郎 横浜市青少年相談センター 神奈川

アウトリーチ
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アウトリーチ
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アウトリーチ

139

アウトリーチ
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アウトリーチ
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アウトリーチ

141

アウトリーチ
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アウトリーチ
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アウトリーチ

143

アウトリーチ
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アウトリーチ
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アウトリーチ

145

アウトリーチ



146146

アウトリーチ
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支援者養成講座	④ル学校連携の現状と課題

学校連携の現状と課題

講師

岸本 琴恵 名護市教育委員会 沖縄

教育委員会心理士の視点から

特別交流会

特別交流会

家族交流会

当事者交流会
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学校連携の現状と課題
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教育委員会心理士の視点から
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教育委員会心理士の視点から
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学校連携の現状と課題
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教育委員会心理士の視点から

151

教育委員会心理士の視点から
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クロージングシンポジウム

ひきこもりを支える行政と民間の取り組み

〜地域づくりに踏み込んで！〜

今、ひきこもり支援をめぐる制度政策がどれも過渡期を迎えていま
す。子ども若者育成支援推進法が改正されようとしていたり、サポ
ステ予算がカットされたり、生活困窮者自立支援法がはじまろうと
していたり等、実践現場が制度改正のなが、補助金等の関わり゙
困難な状況におかれている状況が全国各地゙明らかになってきてい
ます。

そのなが、「全国各地の実践現場が何に困っていて、どんな議論
を必要としているか」ということを考えたときに、「民間と行政がど
うネットワークをつくってひきこもりを支援するのか、政策をどう
若者のニーズに引き寄せて使えるようにコーディネートしていくの
か」という議論が必要゙はないかと考えられます。全国各地゙行政
とパートナーシップを取り、先駆的な実践をされている方にシンポ
ジストとして発言いただきたいと考えています。

さらに、政策動向を捉えた議論を行う必要性もあるの゙はないかと
考えています。今後各種事業の予算がカットされるということが起
きたとき、ひきこもり支援をおこないたくてもお金がない、制度が
ないという状況に簡単に陥ってしまう可能性があるから゙す。その
ために、制度政策の方向性について、課題点を共有する必要がある
と考えます。

コーディネーター

山本 耕平 立命館大学 京都 
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高橋 信也 ＮＰＯ法人地域生活支援ネットワークサロン 北海道

「暮らしの共済サービス事業　せっせ」の取組

鈴木 綾 ＮＰＯ法人ビーンズふくしま 福島

福島での実践と震災後の課題

南出 吉祥 岐阜大学 岐阜

「若者支援」のアイデンティティ模索	
				〜若者支援政策をめぐる錯綜から〜
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笑顔が私たちにもどってきました。
イン ーネットを活用し 学習システムを確立

開校以来99%以上の高い卒業率を維持し 実績

学費の負担が少ない 比較してく さい
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団体協賛

NPO 法人エルシティオ


