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１.　不登校さぽねっとの視座　

　不登校さぽねっとは、NPO 法人フォロ（フリースクー

ル・フォロ）が 2013 年に取り組んだ「フリースクー

ルにおけるスクールソーシャルワーク導入の基盤整備

事業＜三菱財団社会福祉事業・研究助成＞」（以下「前

事業」という）の成果（http://www.foro.jp/publish）

を基に、大阪府下のフリースクールや不登校の子ども

と関わる関係者とのネットワークを構築する活動であ

る。

　このような活動を展開するようになった原動力は、

不登校が居場所や教育という切り口だけで問題の所在

や解決を探ることが困難になり、さまざまな問題が複

合的に絡み、従来のフリースクールの在り方に行き詰

まりを感じるようになったことにある。

　フリースクールは、かつて、学校に行かない子ども

達の為の日中の居場所や従来の学校制度にはないオル

タナティブな学びの場として、学校制度の狭間にある

不登校の子どもや家族の当事者ニーズに対応してきた。

時代としては、1980 年代から 2000 年代前半にかけ

てである。

　しかし、2000 年代後半からのフリースクールでは、

発達障害・一人親の非正規就労・児童虐待・PTSD・非

行・依存症・親の精神疾患・ドメスティックバイオレ

ンスなどの課題を抱え、生活のしづらさから疲弊しきっ

た不登校の子ども達や家族と遭遇することが多くなり、

その対応でスタッフが疲弊するという問題に直面して

きた。

　生活のしづらさを抱えた不登校の子ども達や家族の

潜在的ニーズは、休息と安心感が持てる人間関係にあ

る。そのため、フリースクールのスタッフは、安心感

が持てる存在となることへの責任感から、献身的な関

わりをしがちになる。しかも、当事者との関係性にお

いて安心と信頼関係を築くには、多大な精神的負荷を

抱えやすい。このような状況は、知らず知らず自らの

エネルギーが枯渇する状態に陥りやすく、適切な対処

を学ぶことやセルフケアを放置すると、疲弊感が慢性

化して燃え尽きてしまうリスクを伴う。

　このような疲弊感を完全に回避することは不可能で

あっても、一人のスタッフあるいは一機関であるフリー

スクールが、コミュニティの繋がりの中で問題を共有

しあい、その改善策を考えあうセーフティーネットが

あれば、抱え込みや疲弊による燃え尽きの予防につな

がり、さまざまな課題を抱えた不登校の子どもや家族

との関わりの中で、パートナー関係を維持することが

可能になるのではないか、という問題意識を持つよう

になった。

　そこで、NPO 法人フォロが、2014 年〜 2016 年に

大阪市ボランティア活動振興基金の助成を受けて、「大

阪市におけるフリースクール ･ 不登校当事者のための

精神保健福祉および生活支援の相談ネットワーク構築

事業」として、主に大阪市内を中心としたフリースクー

ル・不登校関係者と共に活動を展開し、この活動の通

称として「不登校さぽねっと」として名づけることに

至った。

　本報告書は、不登校さぽねっとの３年間における実

践活動の記録であり、不登校さぽっとの実践知が、他

の地域のフリースクール・不登校関係者の活動にとっ

て何かしらの参考となることや、市民セクターを足場

にした不登校を巡る実践において、福祉・教育・医療・

司法・行政等の領域を横断する必要性について周知す

ることを目的としている。

２.　不登校さぽねっとの事業の骨組み

　本事業における主たる目的は、フリースクール・不

登校関係者が、ソーシャルワークの基本的な視点を共

有し実践することにある。

　ソーシャルワークの実践を標榜することは、社会福

祉学を学問的基盤とした生活モデルの実践であり、専

門家として実践するには、長期にわたる養成課程を納

め、社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を保持す

第１章　不登校さぽねっと〜フリースクールのソーシャルワークとコミュニティ〜

                    加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター／社会福祉士・精神保健福祉士）
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ることが前提となる。

　しかし、フリースクール・不登校関係者は、本来的

にソーシャルワークの専門家ではなく、不登校の子を

持つ親・不登校経験者・教員免許保持者・教員経験者・

塾講師・カウンセラー・教育学研究者等、バックボー

ンや経験が異なり、多様な属性で成立している。

　そこで、本事業は、ソーシャルワークの専門家を目

指すのではなく、ソーシャルワークの視点を共有する

ことで各フリースクールや関係者の特色を生かすこと

に重点を置き、ソーシャルワークを基盤とするコンサ

ルティングによってセーフティーネットを構築するこ

とを方針に定めた。

　この様な方針による本事業の骨子は、次のとおりで

ある。

（１）フリースクールにおけるソーシャルワーク研修　

（２）フリースクールにおけるソーシャルワーク実践（記

録システムの構築・ケースコンサルテーション・ケー

スカンファレンス・専門職によるスーパービジョン・

現場見学など）

（３）公開学習会による情報発信（詳細は第２章を参照）

（４）参加団体向けのホームページの設置・SNS による

情報発信

　この骨子に基づいて、毎年の課題設定と目標を定め、

３年間の活動を展開してきた。

３.　不登校さぽねっとの活動記録

■１年目（2014 年 4 月〜 2015 年 3 月）

①課題点と目標

　１年目は、何故、本事業の取り組みが必要なのか、

参加者間においてその必要性と目的意識を共有するこ

とが課題であった。

　まず手始めに、事業を実施するにあたり約半年程度

の期間を準備にあて、大阪市内のフリースクールや不

登校関係者を訪問し事業趣旨の説明をすることで参加

を募り、参加者がソーシャルワークの基礎的な視点を

知る機会を確保することや事業の基本的な枠組みを構

築することに目標を定めた。

　前事業では、NPO 法人フォロがフリースクールで

従来のやり方では通用しなくなった問題に対して、児

童虐待問題に対するエンパワーメント・子どもの人権

オンブズパーソン・修復的アプローチ（Restorative 

Justice）などの考え方を採り入れ、その実践として、

記録システム（経過記録・アセスメントシート・個人

情報取り扱いの同意書）を導入することによって、ケー

スカンファレンスの実施と外部専門家からスーパーバ

イズが受けられる環境を整備し、スタッフと一機関と

しての抱え込みや燃え尽きを防止することに努めた。

　その有効性について一定の成果や確信はあったが、

そこに至る理由としては、やはり、現場での切実な困

難があってのことであるから、この困難を起点としな

い限り、本事業の必要性をいくら関係者に訴えたとこ

ろで必然性に迫れないのが現実ではないか、という問

いが生まれた。

　そこで、１年目は、参加者間において、事業に対す

る参加動機や共通認識の温度にバラツキがあることを

前提として、前事業（http://www.foro.jp/publish の「フ

リースクールにおけるスクールソーシャルワーク導入

の基盤整備事業・資料編」を参照）で実施した研修内

容を参加者が共有しやすいように改善し、フリースクー

ルにおけるソーシャルワーク基礎研修を実施した。

②研修と実践

●フリースクールにおけるソーシャルワーク基礎研修

PART1

第１回「何が困難を招いているか」

　日時：2014/10/29　

　講師：加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター

　／社会福祉士・精神保健福祉士）

　ソーシャルワークの生活モデルの基本的な視点を伝

え、各参加団体で何に困っているのか KJ 法によるワー

クショップを実施し、「フリースクールスタッフの苦労」

というテーマにて各自の困りごとから共通の課題点を

抽出し、その共通の困りごとを題材にしてソーシャル
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ワークの視点を持つ必要性について伝える研修を実施

した。

第２回「スタッフに求められる『スキル』とは？」

　日時：2014/11/28

　講師：加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター

　／社会福祉士・精神保健福祉士）

　ソーシャルワーク援助技法（バイスティックの 7 原

則、関係性を持つ上でゆらぎ・感情労働のセルフケア、

等）を基にフリースクールスタッフとしての関わりを

検証し、関わり方を言語化することや組織として記録

を残すことの意義に触れ、フリースクールスタッフの

感情が疲弊する時や自然体を保つのが難しくなる時の

予防・対処法・情報共有をどのようにしたら良いのか

について話し合った。

第３回「記録の取り方や情報共有の仕組みについて」

　日時：2014/12/14

　講師：加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター

　／社会福祉士・精神保健福祉士）

　フリースクールでのソーシャルワークの視点に基づ

いた記録の活用について研修を実施した。構造化され

た経過記録・ジェノグラム・エコマップ・アセスメン

トシート・カンファレンスシートなどの記録を活用す

る目的は、ケースを見立てて関わり方についてプラン

ニングすることやケースを振り返ることで組織の方針

を検証することである。他機関連携においては、組織

としての合意が基本となるため、一担当者の判断に委

ねないためにも、記録システムが必須であることに触

れ、実際に NPO 法人フォロのスタッフがアセスメント

シート・カンファレンスシートを使用して、デモンス

トレーション的にケース報告をするカンファレンス体

験を実施した。

第４回「精神医療とソーシャルワーク　〜ソーシャル

ワーカーって？　生活支援って？〜」

　日時：2015/2/20

　講師：小野史絵（精神保健福祉士：医療法人藤井ク

　リニック）

　依存症治療を専門とする精神科クリニックの精神保

健福祉士の基本業務を知る機会として、精神疾患と精

神障害の特徴と原因からくる生活のしづらさについて

触れ、依存症治療クリニックの支援体系として構築さ

れた、精神保健福祉士の役割・ケースワーク・グルー

プミーティング・家族教室・社会資源の活用法などに

ついて学んだ。小野氏の講義の後、依存症回復支援

に携わる精神保健福祉士とクライアントの関わりとフ

リースクールスタッフと不登校の子ども達・家族との

関わりの共通点や相違点について意見交換をした。

　参加者にとっては、精神保健の専門用語について聞

き慣れない言葉や内容であっても、普段触れることが

ない世界の相異点が新鮮であったことと、異なる現場

であっても、共通点として、言葉にならないことを含

めてアセスメントすること・人の問題を自分の問題を

整理することの大切さ・生活の基盤があれば生きてい
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けること・閉じた関係に陥らないために関係者が情報

を共有すること等、第４回までの研修において学んだ

ことを引き寄せて考える機会となった。

第５回「映画ライファーズ鑑賞会／居場所とサンクチュ

アリー（安心）について」

　日時：2015/3/11

　講師：坂東希（NPO 法人暮らしづくりネットワーク

　北芝＜※当時／現・敬和学園大学専任講師＞）

　本事業で購入した映画「ライファーズ」の DVD

（ 販 売 元 out of frame：　http://outofframe.org/

distribution.html）を見て、坂東希氏（NPO 法人暮ら

しづくりネットワーク北芝）をファシリテーターとし

て迎えて、居場所におけるサンクチュアリー（安心）

とつながりを考える内容とした。

　映画「ライファーズ」は、アメリカのドノヴァン刑

務所において殺人・強盗・傷害・麻薬密売などで終身

刑の受刑者（ライファーズ）が、治療共同体（therapeutic 

community）アミティで、加害に至るまでの自らの生

い立ちの中で虐待を受けていたことに向き合い、加害

者として覆い隠された自らの被害者性の感情を放出す

る回復プログラムを受けることによってあらたな生き

方を模索する過程を、坂上香監督が映像に収めたドキュ

メンタリーである。アミティのプログラムは、規律・

管理が強い刑務所の中にありながら、受刑者が安心し

て自らを開示し語りあうことができるグループワーク

の場の確保を重視する。このプログラムに参加する受

刑者のことをレジデント（居住者）という。アミティ

のプログラムは、かつてさまざまな問題を持ちながら

回復したレジデントがデモンストレーター（手本）と

いうスタッフの立場に立ち、自らの生い立ちについて

回復過程にあるレジデントにロールモデルとなって語

り、処遇・治療・指導する側とされる側という刑務所・

精神科病院・学校にありがちな非対称の関係とは異な

る、対等な関係性の中で新たな生き方を模索し学びあ

う当事者同士が繋がる場（居場所）である。

　日本の PFI の刑務所島根あさひ社会復帰促進セン

タ ー（http://www.shimaneasahi-rpc.go.jp/torikumi/

index.html）は、このアミティの取り組みを取り入れ、

訓練生（島根あさひでは、受刑者のことを訓練生と呼

ぶ）の処遇の流れで回復共同体（ＴＣユニット）を導

入している。このＴＣユニットにて参与観察研究の経

験がある坂東氏は、大阪府箕面市 NPO 法人暮らしづく

りネットワーク北芝にて、ＴＣユニットの経験を生か

した地域の居場所づくり事業に従事されていた（詳細

は第 3 章）。映画を見た後、坂東氏の実践報告とファシ

リテーションにより意見交換をした。

　この研修では、ライファーズの映画や坂東氏の北芝

での実践を通じて、生活のしづらさを抱えた不登校の

子ども達や家族にとって、自らの感情や生い立ちを受

けいれるには、フリースクールスタッフとの関係性や

当事者同士の繋がりにおいて、安心できる対等な関係

性が重要であることを再確認した。また、その安心で

きる関係については、個別的な関わり以外に、グルー

プの力を生かした仕掛けとデモンストレーターが有効

であり、今後、フリースクールや不登校の現場で、そ

の仕掛けをいかにして構築するかが課題であるかを確

認する機会にもなった。

●ケースカンファレンス

　日時：2015/1/13

　スーパーバイザー：峯本耕治（弁護士：長野総合法

　律事務所・大阪府教育委員会コンサルタント）、笠原

　麻央（弁護士：長野総合法律事務所＜※当時／現・

　老松通り法律事務所＞・大阪府教育委員会スクール

　ロイヤー）

　児童福祉に精通した弁護士をスーパーバイザーに迎

えて、ケースカンファレンスを実施した。
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　このケースカンファレンスでは、NPO 法人フォロか

ら１ケース、NPO 法人みなも（フリースクールみなも）

から２ケース、合計３ケースについてアセスメントシー

ト・カンファレンスシートを使用して報告会を実施し

た。各報告者は、弁護士からのフィードバックや参加

者から多角的な視点による質問・協議などを受けて応

答した。

　このケースカンファレンスの目的は、決められた時

間設定で、ケースに関するポイントを記録に落とし、

何を協議事項とするのか焦点を定め、効果的なケース

の振り返りや見立てを立てることが組織としての方針

確立につながることと、また、他機関連携をする上で

の基本作法であり、実践経験を積むことによって関係

機関との連携基盤が形成されることを主眼に置いたこ

とにある。

　NPO 法人みなもは、このケースカンファレンスに挑

むに当たって、デジタル管理による独自の記録システ

ムを整備して導入し、スタッフ間での情報共有化と組

織強化に取り組んだ。筆者は、このシステム導入とケー

ス報告の準備に際し、数回程度のコンサルテーション

を実施した。

　また、このケースカンファンレンスを実施するには、

個人情報保護や守秘義務の観点に基づいた取り決めと

倫理的配慮が必須であった。そこで、本事業の開始時

にカンファレンス実施を前提に不登校さぽねっとの規

約を作成し、参加者には、個人情報・守秘義務に関す

る同意書を交わすことを参加の条件として定めた ( 下

記参照）。

・趣旨

ソーシャルワークの視点にもとづいて、不登校の子ど

も・家庭をサポートする社会資源ネットワークを構築

する。フリースクールなど関係団体が協同し、セーフ

ティーネットの役割を果たすことを目的とする。

・規約

第１条（名称）

本事業の名称は、不登校の子ども・家庭をサポートす

る社会資源ネットワークの構築事業と称する。

 

第２条（事業主体）

本事業は、特定非営利活動法人フォロが執り行なう。 （大

阪市ボランティア活動振興基金助成事業）

 

第３条（目的）

本事業は、「子どもの最善の利益」に立ったソーシャル

ワークの視点にもとづいて、不登校の子ども・家庭を

サポートする社会資源ネットワークを構築することを

目的とする。また、フリースクールなど関係団体が協

同し、セーフティネットの役割を果たすことを目指す。

子どもだけでなく、親、スタッフなど、子どもをとり

まくすべての人々の人権尊重と自己実現の増進をはか

ることを目的とする。

 

第４条（活動）

各団体のスタッフが問題を抱え込まずに対応していけ

るよう、社会資源を共有する。状況に応じて、行政や

関係機関との連携（情報共有、ケース会議など）をはかる。

困難事例などにあたっては、協同カンファレンスを実施す

る。必要な情報は会員制のサイトなどで共有する。ネット

ワーク構築のため、基礎研修および公開学習会を実施する。

 

第５条（ネットワーク登録）

本事業は、原則として登録団体間で行なう。登録費用は 2

万 5000 円（1 団体）とする。

ただし、公開学習会などは、誰でも参加できるものとする。

第６条（守秘義務）

登録団体のスタッフは、共有された情報について守秘義務

を負う。

第７条（除名）

守秘義務違反、もしくは人権を著しく侵害するような行為

のあった場合は、当該スタッフを除名する。ただし除名決

議をする前に当該スタッフに弁明の機会を与えなければな

らない。

第８条（事業年度）

本事業は、2014 年度単年度の助成事業であるが、継続事

業として見込んでいる。事業年度は 4 月 1 日から 3 月 31

日までとする。

付則　この規約は 2014 年 9 月 1 日より施行する。規約

の変更は会の議決によるものとする。 

＜不登校さぽねっと、呼びかけ趣旨・規約＞
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●公開学習会

　公開学習会は、本事業に取り組む意義やその考えに

ついて、さまざまな関係者へ周知することや新たな出

会いの場として繋がりの網の目を拡げることを目的と

して実施した。

　2014 年度の公開学習会コンセプトは、これまでの

不登校や発達障害との関わり方について、あらためて、

フリースクールの立場から情報発信することとした。

　関西の不登校当事者やフリースクール関係者を対象

として、次の２回の公開研修を実施した。

・第１回　2014/12/14「不登校・ひきこもりに『終わ

り』はあるの？」

　講師：丸山康彦（相談機関「ヒューマンスタジオ」代表）

・第２回　2015/1/18「『発達障がい』のサポートにつ

いて一緒に勉強しましょう 〜学齢期と、その後」

 　講師：井上芳子（大阪市発達障がい者支援センター・

　エルムおおさか所長）

＜※ 13 〜 14p 参照＞

③参加団体向けのホームページの設置

　参加団向け会員限定のホームページを設置し、次の

ような機能を設けた。

・研修会や公開学習会のアナウンス・レジメ・記録な

どデータベース。

・協同カンファンレスを実施するための準備スペース。

・関係団体リンク

・メール相談フォーム（コーディネーターが各参加団

体からの相談依頼に対応する）

■２年目（2015 年 4 月〜 2016 年 3 月）

①課題点と目標

　不登校さぽねっとの 1 年目の成果は、一個人や一組

織が単独で抱え込まないことの重要性を共有し、協同

のケースカンファレンスを実施する実践レベルまで到

達できたことである。参加団体に対する成果としては、

記録システムを導入し始めたフリースクール、一人で

運営しているフリースクールや不登校関係者へのネッ

トワーク化等、ソーシャルワークの視点が各団体のニー

ズに応じて浸透し始めたことである。

　加えて、精神保健ニーズに対応する課題に取り組み

始めたことである。

　2 年目の課題は、このような 1 年目の成果をさらに

ブラッシュアップし、精神保健領域のソーシャルワー

ク・セルフヘルプグループ・児童虐待への対応につい

て学ぶ内容とした。

　また、居場所の安心・繋がりに関する原理が、さま

ざまな領域を横断する課題としてコミュニティで問題

意識を共有することを目指し、フィールドを開拓する

ことや情報発信に努めることとした。

②研修と実践

●フリースクールにおけるソーシャルワーク基礎研修

PART2

第１回「ソーシャルワークにおける権利擁護・倫理に

ついて」

　日時：2015/11/25

　講師：加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター

　／社会福祉士・精神保健福祉士）

　IFSW（国際ソーシャルワーカー連盟）のソーシャル

ワークの定義・ソーシャルワーカーの行動指針・業務

指針の位置づけ等から、ソーシャルワークが人権と社

会正義の原理を拠り所として、人間関係における問題

解決を図るという基礎概念に触れる。日本精神保健福

祉士協会の倫理規定を読み込み、不登校児童の虐待通

告を想定して、児童相談所・医療機関・学校との連携

における、権利擁護・倫理的配慮に関する事例ワーク

を実施した。

　ソーシャルワークの定義や倫理規定を読み込むこと

は、抽象的になりイメージを持つことが困難なため、

事例ワークを通じて、判断に迷うときの指針として具

体的に考える内容とした。

第２回「個別支援と集団支援の調和」

　日時：2015/12/16

　講師：加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター

　／社会福祉士・精神保健福祉士）

　１年目の研修で取り組んだ、ソーシャルワークの視

点によるフリースクールのスタッフの関わりの検証は、

個別支援に限定された内容であったことと、２年目は

さまざまな精神保健領域のセルフヘルプグループから

の知見を採り入れる方針としたことにより、集団支援

の効能について触れ、個別支援と集団支援を調和した
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関わり方を学ぶ研修内容とした。

　個別支援ケースを進める上で、どのようにして集団

支援を活用するのか、ケースプランを立てるワークを

実施した。

第３回「精神保健福祉の課題を持つ親について」　

　日時：2016/1/20

　講師：佐藤純（京都ノートルダム女子大学准教授）

　家族支援研究が専門の佐藤氏は、「精神に『障害』の

ある親を持つ子どもの集い」をコーディネートする実

践に取り組んでおられる。この実践報告から、日本の

精神保健福祉領域において、生活支援が不足している

課題と本当に困っている人に支援が届いていない状況

について、統計データ・精神保健医療福祉システムの

国際比較をもとに考え、教育・医療・福祉が連携する

中で、診断名や障害にとらわれない、関係性の中で介

入の取っかかりを画策する生活支援のありかたを考え

る研修を実施した。

　佐藤氏は、行政の精神保健相談員の経験から、目の

前に困っている人がいたら、巻き込まれながらも抱え

込まず関わってきたという。それを「シャル・ウィー・

ダンス」と表現されていた。最初はぎこちないダンス

であったとしても、徐々にお互いの息づかいとステッ

プがかみ合い、踊れるようになれば、そこに関係が成

り立ってくる。参加者は、ふだんの不登校の子ども達

や家族との関係につながる話として、強く共感してい

た。

第４回「薬物依存症の回復と居場所」

　日時：2016/1/29

　講師：加藤武士（木津川ダルク代表）

　薬物依存症の加藤氏の体験を踏まえて、依存症者が

回復していくプロセスやポイントにつて説明していた

だく。加藤氏は、 薬物の課題を持っていることで社会

から排除される状況を改善するために、自らダルクの

スタッフになられた。

　依存症者は、繋がりが危機的な状況になったときに

薬物に出会う。加藤氏自身、中学生の時に、タバコを

吸うということは、仲間にバカにされたくないことや

そこで吸わないとイジメにあう小さな繋がりの危機か

ら、少しずつ健康な繋がりから不健康な繋がりにシフ

トすることで依存症者になった過程であったとのこと。

　かつては、活動的な人が薬物を使用していたが、現

在は、生きづらさを抱えている人が薬物を使う傾向に

ある。具体例として、親が自営業の仕事で忙しかったり、

固い仕事について、会話が少なく淋しい思いをしてい

る子どもが薬を使うことが多い。

　ダルクの活動は、当事者の草の根的な人の繋がりで

広がっており、それは不登校の当事者運動の過程と共

通するものでもあることが、加藤氏とフリースクール

関係者との意見交換で確認できた。

第５回「子どもシェルターについて」

　日時：2016/2/10

　講師：森本志磨子（弁護士・葛城・森本法律事務所・

　NPO 法人子どもセンターぬっく代表）

　2016 年 4 月に開設した子どもシェルターぬっくの
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設立経緯と子どもシェルターを必要とされる子ども達

の背景や児童福祉制度・社会的養護について説明して

いただいた。

　大阪は、児童虐待相談件数・性被害発覚件数・高校

中退率・不登校児童生徒数・生活保護受給者数などが、

すべて全国 1 位という状況がある。森本氏は、その大

阪で弁護士として少年事件や虐待を受けた子どもたち

と関わってこられた。そこで、行き場のない子どもと

出会い、シェルターとなる居場所の必要性を感じても、

大阪には子どもシェルターがなく、「居場所のない子ど

もたちにぬくもりを」という思いから、さまざまな児

童福祉関係者と協力して、ぬっく設立に至った。

　不登校の子どもや親も、最初は、行き場のないとこ

ろから居場所を求め、親の会やフリースクールを立ち

上げてきたと言える。安心できる居場所を必要として

立ち上げるまでの経緯や、その思いは、森本氏と参加

者で共有できたように思う。

●精神保健のセルフヘルプグループの見学

　基礎研修で学んだことを基に、実際に精神保健領域

のセルフヘルプグループの現場の見学をして、グルー

プで統合失調症や依存症者の当事者の語りを実際に聴

く体験した。

　この見学は、精神保健領域におけるセルフヘルプグ

ループを体験することで、フリースクールの子ども達

のミーティングや不登校の親の会等、不登校関係のグ

ループのありかたについて再考し、居場所の安心・繋

がりに関する原理について、さまざまな関係者と考え

あう機会として位置づけた。

　なかまの家・藤井クリニックでは、精神医療機関に

おける患者の治療としてのグループ。

　ダルクでは、地域社会の生活者としての回復のグルー

プ。

　以上の様なコンセプトで関係者の協力を得て、１回

あたり１〜５人の少人数にて数回にかけて見学をする

機会が得られた。

（１）医療法人聖和錦秀会阪本病院　精神科デイケアな

　　かまの家

　　「統合失調症患者の当事者研究」

　　　日時：2016/2/6・2/13・2/24

（２）医療法人藤井クリニック

　　「依存症患者・初診者ミーティング」

　　　日時：2016/3/8

　　「依存症患者・女性ミーティング」

　　　日時：2016/3/9・3/23

（３）木津川ダルク

　　「薬物依存症者メンバーミーティング」　

　　　日時：2016/3/18・3/24

●ケースカンファレンス

　日時：2016/3/3

　スーパーバイザー：峯本耕治（弁護士：長野総合法

　律事務所・大阪府教育委員会コンサルタント）、笠原

　麻央（弁護士：長野総合法律事務所＜※当時　現：

　老松通り法律事務所＞・大阪府教育委員会スクール

　ロイヤー）

　２ケースのカンファレンスを実施した。

　両ケースの内容は、発達障害を抱えた不登校の子ど

ものケースである。

　この両ケースは、発達障害・不登校・虐待が複合的

に絡み合い、子どもが性非行や暴力としての問題行動

をくり返し、その背景として親の養育に限界があり、

フリースクールだけの対応では困難なものとして、学

校・児童相談所・児童精神科病院・少年司法、等との

連携を実際にしたケースである。両弁護士より児童福

祉法に基づいた児童相談所の機能や連携のポイントと、

家族の監護能力を見立てて、危機的状況に対するアプ

ローチを組織的に取り組む必要性について助言を受け

た。

●公開学習会

　映画「ライファーズ」は、2014 年度にも研修会で

上映したが（４p 参照）、2015 年度は、公開学習会と

して上映会とシンポジウムを企画した。テーマは、居

場所におけるサンクチュアリー（安心）とつながりに

ついて。修復的アプローチ（Restorative Justice）の理

念についても学ぶ機会としたいという意図があった。
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「問題」から「つながり」へ　〜不登校・ひきこもり・

貧困と関係修復〜『ライファーズ』上映会＆シンポジ

ウム

　シンポジスト

　　坂上香（『ライファーズ』監督）

　　山下英三郎（日本スクールソーシャルワーク協会 

　　名誉会長）

　　山口由美子（西鉄バスジャック事件被害者）

　　司会：山下耕平（NPO 法人フォロ事務局長）

日時：2016/1/10

　＜※ 15 〜 17p 参照＞

③インターネットによる情報発信

　本事業の取り組みを、映像や音声スライドなどに収

録し You Tube を活用して、広域に渡って情報発信す

ることに取り組み始めた。

　You Tube で「不登校さぽねっと」と検索すると不登

校さぽねっとのチャンネルにヒットして以下のコンテ

ンツ閲覧が可能である。

●収録内容

・映像

公開学習会　「問題」から「つながり」へ　〜不登校・

ひきこもり・貧困と関係修復〜シンポジウム

・音声スライド

「何故、フリースクールでソーシャルワークなのか？　

Part1」

　日時：2015/12/15

　出演：花井紀子（NPO 法人フォロ代表理事）

　　　　里中和子（NPO 法人フォロ相談員）

　　　　加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター  

　　　　／社会福祉士・精神保健福祉士）

「何故、フリースクールでソーシャルワークなのか？ 

　Part 2　さまざまなフリースクールの実践」

　日時：2016/3/13

　出演：今川将征（NPO 法人フリースクールみなも・

　　　　理事長）

　　　　林裕子（フリースクー・ラヴニール）

　　　　永田仁美（スペース・わん）

　　　　花井紀子（NPO 法人フォロ代表理事）

　　　　加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター

　　　／社会福祉士・精神保健福祉士）

「治療共同体とソーシャルワーク 〜矯正、精神医療、

教育のサンクチュアリーとコミュニティ〜

　日時：2016/3/21

　出演：藤岡淳子（大阪大学大学院人間科学研究科教授）

　　　　引土絵未（国立精神・神経医療研究センター

　　　　精神保健研究所客員研究員）

　　　　毛利真弓（広島国際大学心理臨床センター特

　　　　任助教　元島根あさひ社会復帰促進センター

　　　　社会復帰促進部）

　　　　坂東希（NPO 法人暮らしづくりネットワーク

　　　　北芝＜※当時　現：敬和学園大学専任講師＞）

　　　　加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター

　　　　／社会福祉士・精神保健福祉士）

■３年目（2016 年 4 月〜 2017 年 3 月）

①課題点と目標

　２年目の成果として、記録をとることにより、ケー

スを組織として見立てをたてることや、ネットワーク

の中で問題を共有することが浸透し、参加団体の共有

意識が一定程度形成された。また、実際に、参加団体

同士が学校・児童相談所・医療機関などと連携をした

困難ケースにも遭遇した。

　民間のフリースクールを利用する場合、保護者は会

費を支払う必要があり、これまでは公的な教育機関と

比べて深刻な貧困ケースに遭遇することは少なかった。

　ところが、近年はフリースクールにおいても、さま

ざまな課題に直面する子どもや家族と関わることが増

えてきた。そこで、ソーシャルワークの視点を採り入

れることによって、スタッフの子どもや家族への関わ

り方を見直し、スタッフ個人が抱え込んだり、ひとつ

のフリースクールで抱え込まずに、ネットワークを組

んで対応していくことを模索してきた。その結果、さ

ぽねっと参加者のあいだでは、児童虐待、発達障害、

依存症など、不登校にかぎらない、さまざまな背景や
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課題への関心が高まったと言える。

　しかし一方では、フリースクールなどは、専門家や

支援という枠組にとらわれずに、おたがいさまで支え

合う関係のなかでつくりあげてきた居場所と言える。

さぽねっとの活動を続けるなかで、福祉の知識や行政

との連携の必要性は感じながらも、それらが自分たち

が大事にしてきた居場所のよさと相克する面も見えて

きたと言える。

　たとえば 2016 年 12 月に成立した「教育機会確保

法」をめぐっても、さまざまな議論があった。この法

律は、不登校の子どもや家庭への公的支援を保障する

ためのものだと言えるが、不登校をどう捉え、何を支

援とするかをめぐって、関係者のあいだで議論は紛糾

した。この法律においても、行政と民間との連携が謳

われているのだが、どういうスタンスで、どこに向かっ

て連携していくかは、非常に重要な問題だと言える。

　不登校さぽねっととしても、専門的な支援のあり方

に学ぶというだけでは、ややもすれば、支援という名

の下に、子どもを管理的にまなざすことになりかねな

い。そもそも大事にしてきた、居場所における安心と

つながりの本質を見失うことになりかねないという懸

念もあった。

　そこで、３年目の課題としては、居場所における安

心とつながりを確保することに主眼を置きつつ、さま

ざまな見識に触れることに取り組むことにとした。

②研修と実践

●フリースクールにおけるソーシャルワーク基礎研修

PART3

第 1 回「クロスアディクションについて」

　日時：2016/11/18　

　講師：小野史絵（精神保健福祉士：医療法人藤井ク

　リニック）

　親がアディクション（嗜癖、依存症）であると、家

族という閉じた関係のなかで、子どもは厳しい状況に

置かれる。「生きづらさ」の背景のひとつに、そうした

家庭環境があることも多い。たとえば子どもが不登校

となった場合でも、閉じた家族関係のなかでは、関係

が膠着して悪循環を招いてしまうことも多い。

　クロス・アディクションというのは、アルコール依

存とギャンブル依存が重なるなど、多重化している場

合を言うが、アディクションは、ただ出てきた問題を

止めようとしても、根っこの問題が変わらないかぎり、

かたちを変えて出てくる問題と言える。その生きづら

さの根っこをたどっていくと、その人の生き方や価値

観にも行き着く。それは当事者だけの問題ではなく、

そこに関わる人も問われる問題だと言えるだろう。支

援する側は、当事者との関係に巻き込まれながらも、

アディクションを必要としない生き方をいっしょに模

索しつづけていくことが必要だ。この研修を通じて、

そうしたことを学べたように思う。

第２回「子どもの貧困について」

　日時：2016/12/2

　講師：生田武志（野宿者ネットワーク代表）

　生田氏の関わる大阪市西成区山王こどもセンターで

の実践から、貧困家庭の子どもたちの現状について、

そして、それがどういう社会構造から生み出されてい

るかなど、子どもの貧困について学んだ。

　大阪市西成区は、もともと非正規雇用・単親家庭・

生活保護受給など、親が生活課題を抱えていることも

多く、そのため、セーフティネットの取り組みもさま

ざまに行なわれてきた。生活課題を背景に持つ子ども

たちの居場所の確保、就学保障、ケースワークなど、

他地域に比べれば充実している面がある。しかし、い
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まや全国が「西成化」しているとも言える。

　貧困が個人の自己努力の結果ではなく、社会問題で

あることは見落とされがちだ。それは不登校が個人や

家庭の問題と見られてきたこととも通底する。そうし

た自己責任の見方ではなく、社会問題として捉えて、

そこから支援のあり方を考えていくことが求められて

いる。

　しかし、一方では、こうした活動は「労働」として

割り切れるものではなく、手弁当で担われてきたもの

でもある。そのため、カリスマ的な支援者の存在がい

なくなると活動が行き詰まってしまうことも多い。そ

れも、不登校やフリースクールと通じる話でもあった。

個別の問題だけではなく、社会問題を見据えながら、

いかにネットワークを組んで活動していけるか。それ

を担い手の労働問題としても見ていく必要があると

いったことが、見えてきた研修だった。

第３回「児童虐待をする家族への支援」

　日時：2016/12/12

　講師：久保樹里（元大阪市児相児童福祉司・大阪府

　スクールソーシャルワーカー）

　児童相談所は、本来、虐待対応だけでなく、子育て

に関するさまざまな相談をする機関であるが、児童虐

待防止法の施行以降、虐待対応に追われることになり、

それにもかかわらず、人や予算は増えることなく現場

が疲弊していく状況がある。

　そのような状況でも、児童相談所の相談員として、

保護者に罰を与えるのではなく、保護者に虐待となら

ない養育に変更するように支援し、子どもが受けた影

響を緩和していくようサポートする姿勢を原則とされ、

その手法の一つとして、ソリューションフォーカスト

アプローチがあり、以下のポイントを踏まえて、参加

者はロールプレイを体験した。

　・クライエントが解決のエキスパート

　・解決を現実にするべく行動できるのはクライエン

　　トだけ

　・もし、うまく行っているのなら、治そうとするな

　・もし、うまく行っている事が分かったら、もっと

　　それをせよ

　・もし、うまく行かないのなら、二度と繰り返すな。

　　何か違ったことをせよ

　・変化は絶えず起こっている

　・弱さと欠陥ではなく、強さとリソースに焦点を合

　　わせる

　・過去ではなく、未来／将来に焦点を合わせる

　・目標を明確にすることが大切

　子どもが不登校になると、保護者が知らず知らず子

どもを虐待寸前の方の状況に追い込むこともあるが、

そんな保護者へ対応をするときこそ、フリースクール

のスタッフの関わり方としては、ソリューションフォー

カストアプローチによるベーシックな視点を確認する

研修とした。

第４回「こども病院のメディカルソーシャルワーカー

の業務」

　日時：2017/1/18

　講師：渡邊由佳（社会福祉士・中野こども病院）

　0 〜 15 歳の小児科の専門病院のソーシャルワーカー

としての業務から、児童虐待通告をする責任性が重い

医療現場であっても、判断に迷うことは多いとのこと。

子どもの利益と子育てに苦労している家族の思いなど

支援ニーズに対応する見立てをすればするほど、一機

関で対応することの限界に遭遇し、さまざまな機関が

連携する子育て支援ネットワークとシステムを作る重

要性について事例に基づいて講義をしていただく。
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　医療機関であってもフリースクールであっても、子

育てで苦労している家族と子どもに関わる姿勢は基本、

変わらないということを確認する研修とした。

第５回「発達障害をもつ大人の会」

　日時：2017/2/15

　講師：広野ゆい（ＮＰＯ法人 DDAC）

　発達障害の当事者である、広野ゆい氏より、発達障

害を抱えて生きる上で、これまで経験されたことを基

に、障害受容、障害特性を理解すること、二次障害、

周囲とおりあうことの苦労などについて話していただ

いた。

　広野氏が活動する原動力としては、障害者の知人か

ら「できなくてもいいという吹っ切れが、できること

に興味が行くようなる」ということを学び、新たな人

を受け入れるという経験をして社会のなかで生きてい

く自己イメージができれば、発達障害ということにと

らわれず楽な生き方ができ世界が広がる、というもの

である。この広野氏の考えは、発達障害だけでなく、

不登校やさまざまな課題がある人にとっても共通する

ということを意見交換する研修とした。

 ●ケースカンファレンス：よろず法律相談

　日時：2017/2/1

　スーパーバイザー：峯本耕治（弁護士・大阪府教育

　委員会コンサルタント）、笠原麻央（弁護士・大阪府

　教育委員会スクールロイヤー）

　フリースクールで児童虐待が懸念される１件のケー

スについて、通告に関する児童福祉法に基づいた児童

相談所の方針とフリースクールのスタッフとしての関

与のありかたについて、スーパーバイズを受ける。

　民間機関であるフリースクールのスタッフが通告す

る場合は、通告によって親から不信感の招き、築きあ

げた子どもとの関係性を維持することが困難になる可

能性があり、結果として、子どもにとって安全な居場

所を失うリスクがある。フリースクールの児童虐待の

対応は、まず、民間機関としての限界設定を明確にし、

子どもが所属している学校と要保護児童対策協議会と

の連携を図り、学校に危機ケースであることを共有す

ることなど、フリースクールが抱え込まないアプロー

チを模索することが必須であると両弁護士より助言を

受ける。

　ケースカンファレンスは、記録システムを導入して

いるフリースクールに限定されていたため、一人で運

営しているフリースクール・不登校関係者が、普段の

関わりや実践上の法律問題に関する弁護士への相談会

を実施した。

③公開学習会

　さまざまな生きづらさを抱えている若者に対して、

就労支援・生活保護・専門家の支援は、大切であるが、

人が生きる上で支援やお金で測れない価値観がある。

そのような価値観の一つとして「アート」ということ

にテーマに公開学習会を実施した。

「難民」化する若者とその可能性　〜支援はパンのみに

あらず〜　日時：2017/3/11

  対談：鳥居（歌人）×アサダワタル（日常再編集家）

　司会：山下耕平（NPO 法人フォロ事務局長）

＜※ 18 〜 19p 参照＞
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４.　公開学習会抄録

「不登校・ひきこもりに『終わり』はあるの？」

　日時：2014/12/14

　講師：丸山康彦（ヒューマン・スタジオ代表）

●開催目的と概要・成果

　不登校をめぐって、無理に登校を促してはいけない、

見守ることが大事などと言われるが、親の気持ちとし

ては、「いったい、いつまで待てばよいのか」「このまま、

ひきこもったらどうしよう」という不安はぬぐえない。

また、フリースクール関係者などにとっても、不登校

その後、ひきこもりの問題なども踏まえたうえで、子

どもたちと関わることが求められている。そこで、ご

自身、高校生時分からひきこもっていた経験を持ち、

現在は神奈川で相談活動をされている丸山康彦さんを

講師にお招きし、当事者にとって、ひきこもるという

経験はどういうものなのか、どういう支援が求められ

ているのかなど、お話しいただいた。

●講演の具体内容

　まず、ご自身の経験を具体的にお話しいただいた。

下記、お話の概要をまとめた。

・高校生時分にひきこもり、７年間かけて高校を卒業。

親との確執や自分自身のプライドの問題などもあって、

自分がまとっていた「よろい」を脱いで、新しい自分

を誕生させるまでには、それなりの長い時間とプロセ

スが必要だった。

・ひきこもるという経験は、出口の見えないトンネル

をくぐっているようなもので、不安は大きく、歩むペー

スもゆっくりにはなるが、自分のペースで歩み、ちゃ

んとプロセスを経て抜けることに大きな意味がある。

・ややもすると、支援者の側は、本人のペースやプロ

セスを無視して、支援者側のペースで無理に手を引い

てしまったり、トンネルに横穴を空けて、無理やり脱

出させようとしてしまったりする。しかし、それは絶

対にしてはならない。

・雇用状況などが厳しくなっているなかで、本人がエ

ネルギーを回復しても、なかなか就労などに安定して

結びつかないケースも増えている。しかし、それは本

人の問題と言えるのか。本人への支援だけではなく、

雇用の改善など、社会状況のほうを変えていく必要も

ある。

・以上のことからすると、不登校・ひきこもりの「終わり」

とは、周囲が決めるものではなく、本人が人生に深い

納得と肯定感を得られるかどうかにかかっている。就

労などの「ゴール」に「終わり」を置くのではなく、もっ

と長期的観点から、いかに納得して生きられるかを考

えていくことが必要である。

●質疑意見交換タイム（休憩後、後半 60 分）

　保護者の方や当事者を中心に、参加者が自分の経験

を語るなかで、具体的にどうしたらよいかなど、さま

ざまなやりとりがあった。抽象論で終わるのではなく、

具体事例にまで踏み込んで、応答ができたのはよかっ

たように思う。

（まとめ・山下耕平）
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「発達障がいのサポートについて、一緒に考えましょう

〜学齢期と、その後〜」

　日時：2015/1/18

　講師：井上芳子（大阪市発達障がい者支援センター・

　エルムおおさか所長）

●開催目的と概要・成果

　発達障がい者支援センター（エルムおおさか）のこ

とを、市内（近隣）フリースクールなどで子どもと関

わるスタッフが知り、今後に向けて顔の見える関係を

めざすため、また、色んな個性や育ち方 ･ 背景をもつ

子どもたちと、希望をもっておつきあいのできる大人

（親も含む）が一人でも多く増えることを願って開催し

ました。家族の立場からの参加も多数ありました。

　お話は、当事者主体の視点から、「そもそも、発達障

がいとは何か」を一緒に問い直すことから始まり、｢困っ

ている｣ のは誰で、何に対し、なぜ、どのように困る

の？ などの整理、フリースクールなど、子どもと関わ

る現場でできる、具体的な連携先の情報提供など、有

用な内容をたくさん聴けました。以下に紹介する、質

疑・感想の一部を見ても、参加者の皆さんがそれぞれに、

今後へつなぐ糸口を持ち帰られたようでした。

●講演の具体内容（パワポ 102 点と資料９点を駆使し、

90 分間お話しいただきました。）

・エルムおおさかについて（所在や設立経緯、業務内容、

職員はどんな人たち？）、連携先（特に学校や医療機関

とのこと）、ほか。

・そもそも、発達障がいとは？（どう考えたら良い？

　本人の困り感・苦労（年代別事例紹介）、診断や法律

に関すること、ほか）

・二次障がいについて

・サポート（支援）について（サポート（支援）の基本、

目的別サポートの具体例・医療とのつきあい方（告知

時期とその伝え方、周りの体制、手帳取得や年金に関

するノウハウ、大阪市の施策一覧、ほか）

・園や学校の対応と、進路指導（幼・小・中・高の年

齢別、とくに中卒後と高卒後の進路状況、子ども本人

の声、など）

・就労について（就労状況、就労に必要なサポートの

工夫、活用可能なプログラムや相談機関・窓口一覧の

提示、ほか）

●質疑意見交換タイム（休憩後、後半 60 分）

　フリースクールや児童養護施設スタッフ始め、保育

士をめざす学生、家族からなど、全体で 13 の質問が

ありました。診断・投薬のこと、機関連携の仕方、支

援者としての心構えに関することなど、具体的な内容

で、井上さんは、それらすべてに、ていねいにお返事

くださいました。

●感想アンケートより

・子どもの居場所をしていて、今は来ていませんが、

発達障がいの子どもを受け入れることになったとき、

どうしたらいいか考えたくて来ました。勉強になった

と思います。
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・私自身も支援活動を行っているのですが、自分自身

の知識はまだまだで、日々勉強ばかりなのですが、今

回、お話を聞かせていただいて、本当に勉強になるこ

とばかりでした。これからの支援に役立てていきたい

と思います。本当にわかりやすく、ていねいなご説明、

ありがとうございました。

・発達障がいの基本という所にポイントを当ててお話

しして下さったので、とてもわかりやすかったです。

特に、現場で働いている者として、効果的な支援法も

提示していただき、すぐに使っていけると思いました。

発達障がいを抱える子どもたちは、当人が失敗を積み

重ねて……という所は、関わっている大人として、よ

くわかる所でした。そうなる前に、自己肯定感を上げ

る支援をしてあげて……という所を、大切にしてあげ

たいと思いました。 

・障がいのある子も学べる塾をしています。学習面に

関して連携できれば、と思います。これだけの充実し

た内容を、資料も含め一括して見られるのは、たいへ

んありがたいです。日頃、関わる生徒さんに活かせる

よう、常にすぐに見られるよう、手元に置いておきた

いと思います。診断は早めの方が良いというのは、確

かにそうだと思います。ただ、私の立場でどう勧めれ

ばいいのか、が課題ですね。

・講座を聞き、対応についてなるほどと思えるが、実

際場面では、なかなかそのような接し方が難しいこと

が多々あります。

・早期からの支援や自己理解が、成人期になってから

の人生に大きく関わってくると思います。それぞれの

時期に、どの機関がどのように関わっていくのか。また、

日本社会の中での ｢障がい｣ に対する見方や理解をど

う拡げていくのか、課題であると思います。

・某フリースクールのスタッフをしております。当 FS

に来る子どもの中で、発達障がいの要素をかかえた子

どもたちの割合が高いこと。そして実際に、FS にも来

なくなってひきこもったり、人間関係などで問題を起

こす子どももいますので、スタッフも研修が急務でし

た。今回の井上先生のお話内容は、たいへん濃く広範

囲な知識や実態が理解できました！

（まとめ・花井紀子）

「問題」から「つながり」へ〜不登校・ひきこもり・貧

困と関係修復〜『ライファーズ』上映会＆シンポジウム」

　日時：2016/1/10

　シンポジスト

　　坂上香（『ライファーズ』監督 / 写真右１人目）

　　山下英三郎（日本スクールソーシャルワーク協会

　　名誉会長 / 写真右から 2 人目）

　　山口由美子（西鉄バスジャック事件被害者 / 写真

　　左から 2 人目）

　　司会：山下耕平（NPO 法人フォロ事務局長 / 写真

　　左 1 人目）

●シンポジウムの具体内容（以下、抄録を掲載）

坂上香（以下・坂上）：私は中 2 のとき、集団リンチで

半殺しの目に遭いました。その被害経験自体、苦しかっ

たですが、事件をめぐる状況も問題でした。そのとき、

誰も助けてくれなかった。先生までが「命に別状はな

かったんだから学校に来い」と言うだけで、その後、いっ

さいケアされることはありませんでした。そのため、

この被害経験にとらわれる時間は長く、フラッシュバッ

クに襲われることもたびたびでした。

　18 年後、唯一、信頼していた先生にバッタリ会う機

会がありました。そのとき、その先生自身、生徒から

の集団リンチに遭って、ひどいケガを負っていたこと

を知りました。先生は開口一番、「すまんかった」と言っ

てくれました。そこで、ようやく腑に落ちるものがあ

りました。

　一方で、家庭も安全ではありませんでした。母の育

て方は、当時は厳しいだけと思っていましたが、いま

だったら、虐待を受けてきたんだと言えます。しかし、

当時は言語化できず、モヤモヤとしたなかで、私自身が、

弟という一番弱い存在に暴力を向けていました。私は

加害者でもあった。加害・被害というのは、そうかん

たんに分けられる問題ではないんですね。
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　そういうことから、私はテレビ番組制作の仕事で、

暴力の問題を取材するようになりました。そこで、ア

リス・ミラーの『魂の殺人』（新曜社 1983）に出会い

ます。アリス・ミラーは、家庭内の虐待だけではなく、

教育の名の下の暴力、社会常識のなかの暴力などがあっ

て、その暴力が脈々と世代間連鎖していることを指摘

していました。そして、それを止めるには、そこに意

識を向け、働きかける必要があると言っていました。

私は、ぜひ会いたいと思い、アリス・ミラーにアプロー

チしました。そこで彼女に紹介された団体のひとつが、

アミティでした。アミティの特徴を、今日のテーマに

則して 3 点あげます。

①助ける証人／事情をわきまえた証人

　「助ける証人」というのは、子どもが虐待などを受け

ているとき、実際に助けてくれる人のことです。そこ

まではしないけど、何かが起こっていると気づいてい

て、その人に関心を向ける人を「事情をわきまえた証人」

と言います。アミティでは、そういう「証人」を持た

なかった人たちに、再体験の機会をつくっています。

②サンクチュアリ

　サンクチュアリは、安心・安全な場所のことですね。

加害行為にいたる人には、サンクチュアリがなかった

わけです。それをつくっていく。

③エモーショナル・リテラシー

　自分の感情を理解し、受けとめて、非暴力的な方法

で表現することを言います。アミティでは、くりかえし、

これを身につけるように働きかけています。

　この 3 つは、私にもなかったものでした。いまでも、

エモーショナル・リテラシーがあるほうではないと自

覚してますが（笑）、アミティを通じて、自分を理解で

きたように思います。

山下英三郎（以下・山下）：私がスクール・ソーシャル

ワークを始めたのは 1980 年代半ばですが、そこで直

面したのは、いじめの問題でした。85 年、鹿川裕史く

んがいじめを苦に自殺します。以来、いじめを生み出

す状況をなんとかしないといけないと思って、教育や

学校のあり方を考え直すことを訴えてきました。しか

し、94 年にも大河内清輝くんが自殺する事件が起きる。

いくら問題を訴えても、当事者に届いていない。もっ

と具体的な方法論が必要だと、模索し始めました。

　そのころ、坂上さんが制作した番組を通じて、アリ

ス・ミラーやアミティ、修復的アプローチについて知

りました。これはきっと自分の活動に活かせる、やっ

と具体的な方法論に出会ったと思いました。当時は少

年法を厳罰化する方向で「改正」されようとしていた

時期でした。しかし、加害者を厳罰に処するだけでは、

暴力を再生産するだけです。社会全体が生きづらくなっ

てしまう。それに対して、修復的アプローチは、関係

を再構築する方向を持っている。共生的な関係を再構

築して、社会のなかのサンクチュアリ度合いを高めて

いくことが必要だと思っています。

山口由美子（以下・山口）：私は西鉄高速バスジャック

事件の被害者です。2000 年 5 月 3 日、私たちの乗っ

たバスが高速道路に入ってしばらくして、ひとりの少

年が立ち上がり、「このバスを乗っ取った」「後ろに下

がれ」と言って、牛刀をふりかざしました。でも、ひ

とりだけ居眠りをしていた方がいらしたんですね。そ

れに気づいた少年は逆上して「おまえは俺の言うこと

を聴いてない！」と言って、その方の首を刺しました。

そのとき、「あ、彼は本気だったんだ」と感じました。

もとから人を殺したいと思って生きている人はいませ

ん。私は彼に「本来の心に戻ってほしい」と思って、

気を送っていました。

　その後、運転手さんが「トイレ休憩も必要では」と

提案して、路肩にバスを停めて、ひとり目の方が降り

たんですが、その方は高速道路の電話で通報したそう

です。そのことに気づいた少年は、あわててバスを出

発させると、私の前に来て、「あいつは裏切った。連帯

責任です」と言って、私を斬りつけました。何度も斬

られ、通路に転がり落ち、自分の血を見ながら、自分

の傷を感じながら、私は「少年はこんなにしなければ

いけないくらい、傷ついていたんだ。私の傷と同じく

らい傷ついていたんだ」と感じました。そして「この

少年を殺人者にするわけにはいかない」という思いが、

なぜかわき起こり、傷の浅かった右手で自分の身体を

支え、左手は肘掛けに置いて心臓より高くに置いてい

ました。「彼を殺人者にしたくない」という思いが、自

分の命も守ったなと、後から思いました。

　少年は、つらくて、さびしくて、愛情を感じさせな

いようなそぶりでした。そう感じたのは、娘の不登校

経験があったからだと思います。中学で不登校して、

非常に厳しくさびしい姿をしていた娘と、少年の姿が

どこかでオーバーラップして、少年を受けとめられた

のかもしれないと思います。ですから、その子の生き
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方を認めて誰かがそばにいてくれることが大切だと痛

感しました。大人は、本人を信頼してそばにいるだけ。

それを「事情をわきまえた証人」というのかもしれま

せんね。

——しかし、世間では厳罰化、「ゼロトレランス」の方

向にありますね。

 

山下：悪いことをしたら、厳しくとっちめろというの

は、わかりやすい論理です。でも、その結果をみない

といけない。アメリカでゼロトレランス政策が始まっ

たのは、90 年代半ばです。しかし弊害がたくさんあっ

て、2014 年 1 月、アメリカの教育省はゼロトレラン

スは誤りだったと認め、修復的アプローチも採り入れ

るべきと認めました。それなのに日本では、ゼロトレ

ランスを採り入れる方向にある。厳しくされたら、屈

辱感が溜まって、それが爆発する。シンプルに考えた

らわかることです。もう少し長い目で見れば、けっし

ていい効果がないことは明らかです。

——被害者が加害者を理解するというのは酷な面もあ

るように思います。

 

坂上：被害者に加害者への理解を強いてはいけないと

思います。ただ、そこには、事件前と事件後の状況も

影響すると思います。事件直後は怒りや憎しみにまみ

れてしまうかもしれないけれども、まわりが、その人

をどう受けとめるのか。それが本人にも大きく影響す

る。被害者や遺族の怒りや憎しみ、悲しみは、当然です。

周囲にはどうしてあげることもできない。でも、周囲は、

それに火に油を注ぐことはしてはならないと思います。

 

山口：息子さんを集団リンチで殺された方とお会いし

たことがあります。その方の話を聴いたとき、私も、

自分の息子が殺されていたらどうだっただろうと考え

させられました。また、その方の場合、加害少年たち

は少年院から出てきても、線香の 1 本もあげにこない、

ごめんなさいの一言もないとのことでした。そういう

なかでは、恨んでいく道しかないのかなと思いました。

　私は被害者遺族ではなくて、被害当事者で、その場

にいたんです。そこは大きくちがうかなと思います。

また、娘の不登校などもあって、少年を恨まないです

んだ。人を恨んで生きていくほどつらいことはないで

すよね。それは心だけではなく肉体をもむしばんでい

くものです。

　

　それと、事件に遭ったあと、何もできなくなったん

ですね。食事から排泄まで、すべてを他人にゆだねて

いました。そこで大切にされる経験をしたことで、自

分自身を丸ごと受けいれられるように変わった。それ

までは、がんばっている自分がよくて、がんばらない

人はダメな人だと思っていました。でも、事件後の経

験のなかで、何もできない私も生きていていいと、自

分を丸ごと受けいれることが、意識を通さないででき

たんです。

　そうしたら、子どもたちから「お母さんが変わった！」

と言われました。子どもたちは心の目で大人を見てい

るんですね。ですから、事件に遭ったことはたいへん

だったにはちがいないですが、私にとって大きなプレ

ゼントでもありました。

——言語以前のコミュニケーションが人を支えている

のでしょうね。それはサンクチュアリを築くうえでも

大事なことだと感じます。

坂上：言語化することって、すごくたいへんですよね。

PTSD を負っている人は、なかなか言語化できないと言

われます。言語化というのは、自分と自分に起こった

こととに距離を持たないとできません。ですから、言

語ではない何かが必要なんですね。演劇、音楽、畑作

業など、非言語的表現の可能性はあると感じています。

 

——ありがとうございました。（司会 山下耕平／抄録）

＊シンポジウムのようすは youtube で視聴可

https://www.youtube.com/watch?v=UNFPErKDj0M
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「難民」化する若者とその可能性〜支援はパンのみにあ

らず〜

　日時：2017/3/11

　対談：鳥居（歌人）×アサダワタル（日常編集家）

　　　　司会：山下耕平（NPO 法人フォロ事務局長）

●開催目的と概要

　「人はパンのみにて生くるにあらず」という言葉があ

りますが、昨今の社会は、パンを売り買いすることの

みが生きることだと言っているかのようです。売れな

いパンに価値はない、買えない人間にも価値はない、

売り買いのできない人間は生きていてはいけないと

言っているかのようです。また、貧困問題が語られる

ときも、低学歴だと貧困の再生産になるからと、学歴

を身につけることが奨励されますが、安定した雇用は

限られたイスで、イス取りゲームになっているなかで

は、誰かがそこに座れば、誰かははじかれてしまいます。

　いまの若者は「難民」化しているとも言われます。

それは、非正規雇用が増え、家族も流動化し、よるべ

なく生きざるを得ないからでしょう。しかし、そもそ

もは、売り買いのみに価値があって、生きることが、

そのなかのゲームになっていることがおかしいのでは

ないでしょうか。もちろん、生きていくにはお金は必

要です。しかし、それだけが価値になっていては、人

は生きていけないのではないかと思います。そうした

なか、「難民」は逆に、これまでの社会では価値のない

とされていたものに気づき、そこから何かを生み出す

可能性にも開かれていると言えます。

　アートは、そのひとつでしょう。アートは社会の薄っ

ぺらい価値観に穴を開けて、私たちの生に、何やらま

がまがしくも力のあるものを吹き込み、それが新たな

力を生んだりもします。それを一部の特殊な人のもの

に閉じ込めるのではなく、私たちが日常のなかで、お

金のみではない価値を、何かの切口をもって見いだし

て、それを分かち合っていくことはできないのか。そ

んな思いから、対談企画を考えました。

　対談者は、鳥居さん（歌人）とアサダワタルさん（日

常編集家）です。お二人とも、エラそうな箱のなかで

活動してきた人ではありません。お二人の話からは、

きっと、まがまがしくも、楽しい息吹が感じられるこ

とでしょう。当事者・支援者の立場を問わず、いまの

社会に何か腑に落ちないものを感じてる方、ぜひ、ご

参加ください。

●講演の具体内容

講師：鳥居さん（歌人）、アサダワタルさん（日常編集家）

　まず、お二人に、ご自身の活動について、自己紹介

を兼ねてお話しいただいた。

　鳥居さんは、子ども時代に、虐待経験や母親の自殺、

養護施設での虐待経験など、厳しい経験をされている。

信頼していても崩れてしまう日常や、人は変わっていっ

てしまうということに疲れきっていたことから、昔か

ら受け継がれているものであれば信頼できるのではな

いかと思い、図書館で短歌に出会う。短歌は、ややも

すると大学などの高学歴者のみに閉じられがちだが、

鳥居さんは短歌を通じて、セクシュアルマイノリティ

や生きづらさを感じている人たちなど、さまざまな人

と場を共有している。

　アサダワタルさんは、バンド活動など表現者として

活動してきたが、それだけでは生活していけないなか

で、お金を稼ぐための仕事とかけもちしつつ、どんど

ん自分にも余裕がなくなっていき、表現活動をやめて

いく仲間もたくさんいた。そこであきらめるかどうか

考えたとき、第３の道として表現を通じて場をつくろ

うと思い立つ。ＮＰＯの活動などを通じて、アートを

媒介にした場をつくっていくなかで、さまざまな背景

を持つ人と出会い、アートが人をつなぐ可能性を追求

してきている。

　お二人に共通するのは、自分を表現したいというよ

りも、短歌やアートを媒介にして、場をつくっている

ということだった。しかし、それにもお金は必要で、

「パンのみにあらず」というテーマの集会ではあるもの

の、「パン」は必要で、悩ましい問題である。そのあた

りについては、鳥居さんは「切迫して困っている問題」

と話す。アサダさんは、助成金を引っ張ってくるなど、

さまざまに工夫されていることを話していた。アート

や表現活動というと、「ぜいたく」とみなされることも
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多いが、そういう場でしかキャッチできないものがあ

り、当事者にとって、それは非常に深く大事な意味を

持っている。縦割りの行政や支援の枠組みにはハマり

きらない、そういうスキマの価値がもっと認められて、

お金の面でも支援されることが必要だろう。

　また、支援のあり方について、鳥居さんは、ぶつかっ

ている問題そのものを助けるというよりも、「コーヒー

でも飲んでいかないか」というような場や関係がある

のがいい、と話していた。「さあ支援しましょう」とい

う場のなかでは、かえって話せないこともある。アサ

ダさんも、アート活動の場のなかでは、スタッフにも

当事者性のある人が多く、境目はあいまいで、しかも

正解のハッキリしないような課題も多いなかで、いわ

ば「共犯者」になることが必要ではないかと話していた。

そのとき、鳥居さんの短歌のように、たんに自分の経

験を話すというのではなく、表現活動がそこにあるこ

との可能性は大きいということだった。

＊

　この日は、ちょうど震災から６年にあたる日の開催

だった。震災は、私たちが当たり前の思って疑わない

日常を壊してしまい、とても大きな傷を残した。しか

し一方で、だからこそ見えたものもあったとも言える。

表現活動は、そういう日常の裂け目から生まれてくる

面もあるが、一方では日常の安心感を回復していくこ

とが当事者には必要なことでもある。支援というのは、

おそらくはその両方に感度を持っている必要があるよ

うに思った。

　後半は質疑をまじえて、さまざまにやりとりがあっ

たが、オフレコでという希望の発言もあったため、詳

細については報告をさしひかえたい。

（まとめ・山下耕平）
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１．抱え込まず、ネットワークで

　　里中和子（NPO 法人フォロ）

　フリースクールフォロは 15 年活動してきました。

フォロは、『学校に行かない子と親の会 ( 大阪 )』という、

子どもが不登校になった親の会の有志が、自分たちの

子どもが安心して通える場を作りたいという切実な思

いから立ち上げた居場所です。当初は、我が子を支え

ながらフリースクールも運営するという、親たちのパ

ワーに支えられていました。

　私がフォロに関わりはじめたのは、９年前からです。

子ども 2 人が不登校でしたが、親の会との出会いによっ

て親も子も落ち着き、私と夫の親の介護もひと段落し

た時期でした。同じ親同士の関係性を大切にしながら、

フォロでの親の会運営・親との面談・相談窓口を担当

しています。また、以前から関西スクールソーシャル

ワーク研究会に参加し、ソーシャルワークの視点を少

しは学んできたこともあって、フリースクールにもソー

シャルワークの視点が必要だと感じてきました。

　フリースクールの子どもと関わるスタッフ、若者の

居場所のコーディネーター、親の相談の受け手は、さ

まざまな事情の子どもや若者、親に直面し、そのこと

で悩んだり、迷ったり、落ち込んだりします。当事者

に寄り添おうとすればするほど、自分も巻き込まれて、

気持ちが揺れることがあります。当事者が自分を信頼

して打ち明けてくれていると感じると、よけいに担当

者一人で抱え込んでしまい、ますます苦しくなってし

まう危険な状況にもなります。私自身も対応に苦慮し

たり、落ち込んでしんどくなってしまったこともあり

ました。

　ですから、担当者が問題を一人で抱え込まず、安心

して話せる場が必要だと、精神保健福祉士、社会福

祉士でもある加藤さんのアドバイスをもらいながら、

メンバーの守秘義務をきちんと入れた規約を制定し、

2008 年に相談事業部が始まりました。

　不登校の子をもつ親の会運動が盛んだった 20 年ほ

ど前の親たちは、家族として経済的にも精神的にも子

どもを支え、居場所を運営するだけのパワーがありま

した。しかし、社会情勢や家族の在りようが変化し、

仕事が不安定であったり、一人親家庭が増加したりと、

生活が安定性を保てない状況をよく目にするように

なってきました。親が子どもを支えることが厳しくなっ

てきて、経済的な問題、離婚、ＤＶ、虐待、家庭内暴

力、また精神医療に関係する問題、発達障害の問題など、

フリースクールだけでは支えられないことに直面する

ことも増えてきました。

　相談事業部では毎月カンファレンスを開き、担当ス

タッフが一人で抱え込まないようにしていくことと、

医療、福祉、行政、学校など他の関係機関とどのよう

につながっていくのかを課題として取り組んできまし

た。スクールソーシャルワークの視点、記録のとり方、

情報共有のし方などについて研修したり、スクールソー

シャルワーカーや弁護士を招いてカンファレンスをし

たり、病院、児童養護施設などに見学に行ったりして、

少しずつ積み重ねてきました。

　親の立場としては、子どもが不登校になり、それを

理解しようとすると、今までの自分の価値観を問い直

され、揺さぶられ、親自身が不安定になったり、苦し

かったりします。子どもとの関係をどのように作って

いったらいいかということだけでなく、学校との関わ

り、祖父母との関係、近所、友達との関係、あるいは

進学のことなど、たくさんの問題に直面します。

　親も問題を一人で抱え込まずに、親の会や面談、懇

談などで自分の思いや迷い、苦しさを吐き出して情報

交換し、少しずつ気持ちや状況を整理していくことで、

　　　第２章　参加者の声　さぽねっとの意義
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親自身が落ち着くことができれば、子どもの安心や安

定につながります。３年前からは、親の会に継続して

参加しているメンバーで、親向けのワークショップや

講演会、学習会を開いたり、気分転換に一緒にお出か

けしたり、アクセサリーを作ったりする企画を続けて

います。

　特に学校とのやりとりは、子どもの安心安定を保ち

たい親と、教育の機会を保障したい学校との間で、子

どもをはさんで対立してしまうことがあります。こじ

れてしまうと、親子が孤立してしまうことにもなりま

す。ですから、他機関と個人情報をやり取りする際の

書類を作成し、親とフォロとで１部ずつ持っておくこ

とにしています。個人情報のやりとりがしやすくなり、

学校にもフォロの立場を理解してもらいやすくなり、

フリースクールへ来た日を出席扱いとする学校が増え

たり、必要があれば学校と合同ケース会議を開いたり

することができるようになってきました。

　子どもや親、スタッフや担当者が孤立しないように

するためには、他機関との連携も必要ですが、地域で

のさまざまな居場所やフリースクールなどとのつなが

りも必要です。フォロには、他のフリースクールや居

場所にもつながっていたり、他市他府県など広域から

通っている子どもたちもいます。ですから、フォロの

ある大阪市だけで他機関との連携を図ることは難しく、

少し広げた大阪府のフリースクールや居場所、親の会、

子どもと関わる活動をされている方たちと、スクール

ソーシャルワークの視点を大切にしながら、子どもを

とりまく環境を考え合うネットワークを作ろうという

ことで、さぽねっとが 2014 年に始まりました。

　さぽねっとでいろんな子どもとの関わりをされてい

る方たちの話を聞いたり、共に研修することで、お互

いの活動の内容や考えを知ることができ、あらためて

フォロではどういうことを大事にしていきたいのか、

考える機会を持てました。合同カンファレンスでは、

フォロだけのカンファレンスとは違って、さらに広い

視点からの意見交換ができました。また、べてるの家

の当事者研究に学んで始められた阪本病院デイケア「な

かまの家」や、薬物依存回復リハビリ施設「木津川ダ

ルク」に見学に行ったことは印象深く、当事者やサポー

トしておられる方のお話をじかに聞くことができて、

どのような思いで困難や問題と日々つきあっておられ

るのか、どんな工夫をされているのか、肌で感じるこ

とができました。

　日々の業務のなかで、忙しさに追われて、つい考え

がまとまらないまま進んでしまうこともあります。そ

ういう時こそ、研修や学習会、合同カンファレンスな

どで視野を広げることで、自分だけでは見つけられな

い視点やヒントを得て、当事者に情報提供ができたり、

共に考え進んで行けるエネルギーを補給することがで

きるように思います。

　しかし、日々子どもたちと関わるスタッフが、それ

ぞれの家庭の事情や勤務時間との兼ね合いで、さぽねっ

との研修になかなか参加できないことは、今のフォロ

の課題です。勤務が加重にならないよう、うまく研修

に参加できる工夫が必要だと感じています。

　さぽねっとの活動は、一見不登校やフリースクール

とは関係がないように見えますが、医療や福祉の現場

で長年試行錯誤しながら経験を積み上げて来られたこ

とから、多くの学びがあります。人はさまざまな問題

や困難に出会い、悩み、苦しみ、葛藤するけれど、そ

のことでいろんなの人と出会うことができ、支え合う

ことによってまた次の 1 日を生きていけるのだと、さ

ぽねっとを通して確認させてもらっています。
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２．情報共有のあり方

　　今川将征（NPO 法人フリースクールみなも）

・団体の課題

　私がさぽねっとに参加した始めの動機は、やはり団

体内での「困り事」からであった。その困り事とは、「ス

タッフ間での情報共有の在り方」についてである。

　私たちのフリースクールは、ある意味では「スペ

シャリスト」の集団であった。通ってくる子ども達に

はさまざまなタイプの子どもがいるが、例えばテレビ

ゲームやカードゲームが好きな子どもならこのスタッ

フ、アニメや声優が好きな女の子ならあのスタッフ…

といったように、得意なタイプの子どもは特定のスタッ

フに安心して任せておける、そんな場である。

　…という思いが、いつしかマイナスにも作用し始め

ていた。「任せておける」がそのまま「丸投げ」になり、

その子どものことを、ある１人のスタッフしか知らな

い状態になっていた。そのため、特定のスタッフがあ

る子どものサポートを１人で背負い、大きな精神的負

担を強いてしまっていた。

　しかしその問題を解決する手段を、当時のみなもは

持っていなかった。私たちのフリースクールは多くの

非常勤スタッフがいる。またフリースクールだけでな

くサポート校、学習塾等複数の部門もあり、それぞれ

出勤日が異なる。そのため、例えば全員が一堂に会す

る会議を持とうと思うと、誰かが休日出勤をしなけれ

ばならない。

　となると対面ではなく書面での情報交換となるが、

それにしても当時は有効な交換の手段を見いだせてい

なかった。

　その時私が注目したのが、当時フォロさんで行われ

ていると聞いていた「カンファレンス」という制度で

ある。カンファレンスとは月に１回程度スタッフが集

まり、子ども達に関する情報の交換や対応についてを

相談する会議のことである。

　ただし前述のように、みなもでは上記の理由からス

タッフの全員参加は元より無理がある。カンファレン

スも参加可能なスタッフで行いはするが、むしろ本当

の意味で注目したのは、カンファレンスの際に使用す

る「カンファレンスシート」の方であった。

カンファレンスシート
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基礎データシート

経過記録用紙シート
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・カンファレンスシート

　カンファレンスシートはエクセルファイルで作成し

ている点がまず第一の便利なポイントである。エクセ

ルはファイル内で複数シートを扱えるため、子どもに

関するあらゆる情報を１つのファイルで管理できる。

これにより複数箇所に情報が散らばるのを防ぎ、見る

側の混乱を防ぐ役割を果たす。

・基礎データシート

　ここには生年月日や住所、連絡先等基本的なデータ

や、特に入会直後のみなもでの様子や家族構成等につ

いて記入する。みなもを初めて利用する際に提出して

もらう「体験申込書」も、ある程度このシートと内容

を連動させていて、書き写すことで子どもの基本デー

タとなるようにしている。

　ただし、ここに必要になる内容は各団体によって異

なると思われる。例えば「担当」や「親の担当」とい

う項目がある。こちらはフォロさんでは決めているよ

うだが、みなもでは親の担当というのは決めていない

ので項目としては残っているが、実際には機能してい

ない。逆に出席認定・定期券の必要性の有無や学校と

の連絡担当、発達障害の診断や自己認知の有無などは

重要な情報としている。こうした細かい点はフォロさ

んのシートから改訂を加えている。またこれらのほと

んどはメインスタッフしか見られない個人情報だが、

一部ボランティアさんにも見てほしい情報がある（日

常のサポートに必要な、個人情報に該当しない情報）。

そうした情報だけは別ファイルにして、ボランティア

さんが見れる場所に置くなどの改訂も加えた。

・「経過記録用紙」「懇談など」シート

　「基礎データ」シートは、主に入会初期（または年度

始め）にわかっている情報を記録するシートである。

それに対し「経過記録用紙」シートは、フリースクー

ル等の中で起きた特別な出来事を記録するシートであ

る。また懇談等を行う毎に、懇談の内容を「懇談など」

シートに記録する。これらは経過記録や懇談を行う毎

懇談などシート
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に新しい日付のシートを追加するので、時系列を追っ

て記録を蓄積することができる。

・「カンファ記録用紙」シート

　こちらはカンファレンスを行い、その子どもについ

て議題に上がった際に議事録として使用するシートで

ある。同じく時系列毎にシートを増やし、蓄積する。

・カンファレンスシートを使用する利点

　このカンファレンスシートを使用する利点は、一つ

はもちろん団体内での情報共有がスムーズになる点で

ある。当団体においても、お互いが顔を合わせる機会

が限られる中で、このシートをスタッフ全員が見られ

る状態にすることで、子どもの状態をスムーズに把握

することが可能になった。

　ただそうしたダイレクトな効果の他にもう一つ重要

なことがある。それは、もしフリースクールだけでは

サポートができず、外部の各機関と連携して動く際の

ことである。こうしたシートによる記録は、私たちフ

リースクールの世界では真新しいことであったが、福

祉の世界では当たり前に行われいることであるという。

そのため、他機関と連携して子どものサポートを行う

際には、こうした記録を綿密に記録している団体かど

うか、それが相手の信頼を得るために重要になるとい

う。

　今回はカンファレンスシートという、具体的な手法

の一つを紹介したが、このように、私たちフリースクー

ルの世界では当たり前でないが、他の専門的な機関で

の「当たり前」の手法・ノウハウを共有すること、そ

れもこのネットワークの有用な効果の一つではないか

と思う。

３．多面的な視点で

　　林裕子（フリースクール「ラヴニール」）

　フリースクール「ラヴニール」は、2010 年に活動

を始め、主に学校に行けない・行かない子どもの学校

以外の場所として活動を展開しています。代表の私を

はじめ、学校に行けなかった経験を有するスタッフが

多くを占めるため、「学校に行きにくい」子どもの気も

ちは、スタッフそれぞれのちがいはあれど、概ね理解

できる場所、と謳い続けてまいりました。

　開設以来ずっと、代表の私が基本的に常駐し、他に

もう１〜２人、というスタイルで運営しているため、

各種問題が生じておりました。現状これら問題が改善

したかと尋ねられると、その多くは疑問符がつきます

が、解消へのヒントをいただいたような気がいたしま

す。

・記録を残すこと

　先にも書いたとおり、ラヴニールは現状常駐の１人

と日替わりのもう１〜２人体制での運営のため、たと

えば１人の子どもの姿に対して、スタッフ間での共有

がしにくい状態にあります。誰か一人の頭の中にある

ことが、どのスタッフに伝えたか、あるいは伝えてい

ないかで曖昧になってしまい、結果、「何度も聞いた」

「聞いたことがない」といった状況を生み出してしまっ

ていました。

　またこの記録も、子どもが発した言葉で気になった

ことを並べるなど、その記録を記入した人の主観で語

られているものであったため、子どもの全体像を共有

しようにもしにくいものになっていたかと思います。

　ラヴニールとして子どもの記録は残してはいました

が、「誰が見てもわかりやすいように形にする」ことの

大切さを知って以来、できうる限り客観的に、共有し

やすいようにと心がけて記録を作成するようになりま

した。

　子どもの姿をスタッフ全員で共有できるようになっ

たかというと、実はこの点については、徹底できてい

るかどうかといえば、まだできていないと言わざるを

得ない部分ではありますが、以前に比べると、幾分よ

い方向に向かっているように思います。
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・多面的な視点でとらえること

　さまざまな視点が入ることでとらえ方が異なり、物

事をより立体的に、ざまざまな角度から考えるヒント

をいただいたように思います。

　つい、子どもが発する言葉のみで判断し、返答しよ

うとしてしまいますが、確かに答えをじっくり考える

時間は必要ないし、こちらが言いたいことだけをズバッ

と答えられるメリットはありながらも、それが果たし

て子どもの気もちの部分まで考えているだろうかと言

うと、そうではない気がいたします。過去に学校に行

かなかった当事者だった立場として、もっと深い気も

ちの部分にも焦点を当ててほしい、と、何度も思った

経験がありながら、うわべだけの目に見える部分だけ

での対応に終わっていないか？　この子は何をきっか

けに考えているのだろう？　と、自分自身の問いのあ

りかたを考えるきっかけとなりました。

・結果、見えなかったものが見えてくること

　上記の続きとなりますが、視点を変え、そこに医療

や福祉、法律などの専門家の視点が入ることで、子ど

もや保護者の方の関係に異なる見方ができたり、対応

に行き詰まりを感じていたものが、解決の糸口が見え

てきたり、自分ひとりで考えるだけでは見えてこなかっ

たものが見えてきたときに、１人の子ども（あるいは

その保護者の方）に対して、より一層寄り添った支援

ができるようになる、と思います。

　当団体においては、いわゆる専門家の方とのつなが

りがとても薄く、いざ専門知識を有する方を頼ろうに

も、どなたに頼ればよいのかがわからない状態です。

本来なら自団体で有識者の方とのつながりを構築する

べきなのでしょうが、さぽねっとを通じて、いざとい

うときに頼れる・相談できる安心感が生まれました。

・遠い世界のことが

　実はつながっているかもしれないこと

　たとえば、フリースクールには何の関係もなさそう

な薬物依存からの回復においては、「その人にとって安

心できる居場所が必要である」という点が、学校に行

かない・行けないこととの共通点でした。他にも学校

に行かない・行けないことから遠いところにあると思

うことが案外近くにあり、共通の根底、似たような課

題を抱えているなと感じられました。

　児童虐待についても、子どもと対峙するうえでは大

切な視点だと思いながらも、どこか自分とは関係のな

いこと、と思っていた部分があり、そうして関係のな

いことと視線をそらすことで、多面的に物事をとらえ

ることの邪魔を、自らがしてしまわないよう、注意が

必要だと感じています。

・ひとりではなく、組織として

　正直に申しますと、これらはすべて、個人として「お

もしろい」とか「納得！」と感じられたことであり、

これをどう組織に落とし込むか、という段階にまでは

至っていません。

　ですが、１人の子どもに対して、せっかく自分以外

にも何人もの人がかかわっているわけですから、いく

つもの視点を活用できるかぎり活用して、その子や保

護者の方がどんな姿であり、どんな寄り添いが必要な

のかを、せっかくの記録を活用するなどして、もっと

多面的に把握・考案できるようにしていくことの必要

性を、強く感じております。

　そういった意味で、他団体さんの取り組みはとても

参考になります。当団体では足りないところ・足りな

かったところの認識・発見 ･ 補填、さらには団体を通

じて新たなつながりを得られること。

　ネットワークの意義は、こういった「お互いにとっ

てのメリットやデメリットを共有しあう」ことにある

と、私は感じています。
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４．子どもを真ん中に置いたネットワークを

　　小川裕子（フリースペースひまわり）

　私は、2009 年に不登校の子どもの親が共同で始め

た「フリースペースひまわり」でスタッフをしていま

す。2014 年 10 月から研修に参加させていただきまし

た。2 年目からは私以外のフリースペース運営にかか

わっている親も参加して一緒に学んでいます。

　ひまわりでは、まず当事者の親が集まり支え合う親

の会を作り、子どもたちの居場所としてフリースペー

スを立ち上げました。しかし、親の会に集まる親が減

り、フリースペースに来る子どももなかなか増えない、

スタッフは経験も知識も足りない…という悩みを抱え

ていた時にこの事業のお話を聞き、文字通り飛びつき

ました。当事者の連帯だけで子どもたちを支えるのが

難しくなっている現状を踏まえ、子どもの生活を含め

た問題を解決するのに個々のフリースクールだけでは

限界があるので、団体間で連携するとともに、さまざ

まな社会資源（学校や行政も含めて）とも連携できる

ようにしよう、という趣旨にとても共感しました。

　事例をもとにしたカンファレンスでは、ケースを出

すところまではいきませんでしたが、参加するだけで

もとても有意義だったと思います。からんだ糸のよう

に複雑に見えた問題が、いろんな意見や質問を受けて

論議していくうちに、だんだんほぐれて何が聞けてい

なかったのかが見えてくるところが毎回驚きでした。

相手が子どもでも大人でも、話を聞くときの視点をど

こにおくか、ということを考えさせられました。ひま

わりでも、活動日誌の様式をあとで他の人が読んでも

わかりやすいように変えたり、ミーティングで他のス

タッフと子どもの対応についてどう話すかアドバイス

をもらったりして、学んだことを活かすことが出来ま

した。

　2 年目の現場への訪問も含めた研修で、当事者研究

に参加したり、ダルクでの活動について聞いたりして、

当事者の問題を解決したり状況を改善するのに「居場

所」すなわち信頼できる人間関係が必要で、課題は違っ

ても皆それを大事にされていることがわかりました。

最初はなぜその話を聞くのかわからなかったのですが、

フリースペースとも共通することを知って、改めて自

分たちの取組みに確信が持てました。また、今年の研

修で子どもの貧困についてのお話を聞いた時に特に感

じたことですが、目の前の子どもを支えると同時に、

問題が社会的に作られていることに目を向けていかな

いといけないと思いました。

　行政は不登校の子どもに対して、子どもを分けて個

別に「支援」しようとする傾向が強くなっていますが、

かえって子どもが抱える問題が見えにくくなるのでは

ないか、と思います。さぽねっとで作ろうとしている

ネットワークは、子どもを真ん中に置いていて、まさ

に対案だと感じています。

　3 年間の研修を通して、子どもが自分を肯定できる

ような関係をどう作っていくか、ということを心に留

めて、子どもに向き合っていきたいと思いました。子

どもが自分を肯定して生きることを支えるための大人

の連携がさぽねっとだと思います。そういう生き方が

できる社会へと改善することにつなげていきたいです。
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５．受け入れられることで開かれていく

　　平田綾（スペースゆう）

　安心してありのままの自分で居られる所、そこにい

るだけでホッとする所、なんだか楽しい気分になる所、

こんな場所があるといいなぁ……そんな気持ちで不登

校児の居場所を開いて 6 年半。来所する子どもたちと

接するうちに、不登校になった子どもの中には発達に

心配のある子どもも多くいることに気づき、受け入れ

る枠を「不登校児・軽度発達障がい児」に広げました。

　活動日は週 1 日だけですが、季節毎に家族や地域

の人たちも一緒に参加できるイベントや毎月１回のお

しゃべり会（親の会）等も定着してきています。

　「スペースゆう」はこじんまりとしたフリースペース

で来所する子どもたちの中には、自分の思い通りにな

らないとすぐカッとなり手が出てしまいそのために友

達ができないＭさん、ネグレクトの母をもつＩさん、

眠れないよう！と訴えながら昼夜逆転しているＳさん、

生活保護を打ち切られたくないので子どもを学校に通

わせない母をもつＮさん等々さまざまな問題を抱えて

いる子どもも少なからずいるのが現状です。普段から

スタッフはさりげなく慎重に子どもたち一人ひとりの

心に寄り添いながら関わっているつもりですが、さて

これでよかったのかな？　と自問することも多々あり、

また母親や家族の問題はさらに見えにくく介入しにく

いこともよくあります。

　そんななかで、“ さぽねっと ” の研修会に参加する

ことができ、福祉、教育、医療、司法、地域、など各

分野のソーシャルワーカーから専門的な話を聞かせて

もらったり、支援を受けながら回復途中で頑張ってい

る当事者からの声をきかせてもらったり、施設を訪問

し実際の取り組みを見学させてもらったりと充実した

プログラムで私の浅はかな知識も少し厚みを増したか

な？　と思っています。子どもたちに以前より少しは

余裕を持ってより深くかかわれるかな？　とも。勉強

になりました。

研修会で心に残ったことから

・終身刑だった受刑者が周りの人々の支援を得て自分

と向き合い心が解き放され自己開示できるようになっ

ていく様子やそこから仲間ともつながっていく。過去

に向き合い自分のことを話される方々の顔の表情が素

敵でした。

・依存症の人たちの社会復帰を支える施設も精神障害

をかかえた人たちを支えている施設でも　自分と向き

合い自分を知ることで自分の弱点を自分なりに克服す

る方法を見つけ、みんなの前で堂々と発表する姿が印

象的で心を打たれました。

　このどちらも当事者が、「サポートを必要としていた

人」から「サポートする人」「いっしょに働きかける人」

になっていった人もいるってすごい！！

・大人になってから発達障害と診断された人は小学生

のころから回りの人と反応が違うと思っていたようで

すが、ある事をきっかけに検査した結果、発達障害が

あると診断された後、自分自身の事をよく理解したう

えで、自分がどう生きたいかを仲間と一緒に考え周囲

の人たちにも協力してもらいながら自立し自分の人生

を生き活きと生きておられます。

　安心できる場所があり失敗も含めありのままの自分

を受け入れてくれる人がいると心は開いていく。そし

て周りに支えてくれる環境があると心は元気になり、

本来持っているパワーが動き出す。これは不登校児に

も言えることで、根底にある「ありのままを受け入れる」

「他人とつながる」「支え合う」「自分をよく知る」「人権」

などは同じだとさらに強く思いました。

　さぽねっとは私にとって自分が今までに経験したこ

とのない人生や価値観にふれ、幅広く多くの事に関心

を持って、知識を深めすそ野を広げていくことのでき

る大切なところでした。これからも。
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６．連携先があるという安心感

　　永田仁美（スペースわん）

　「スペースわん」は、「フリースクール」ではなく、

不登校の子も通える「塾」です。「学習支援」という方

がイメージしやすいでしょうか。授業をするのではな

く、教えられなくても学べるプリント教材を使い、無

学年制で、完全個別対応なので、学校に行っていなく

ても障害があっても学べるのです。

　幼児から大人まで、学校に行っている子も行ってな

い子も、障害のある子もない子も、さまざまな年齢の、

さまざまな立場・状況の生徒さんが来られます。なので、

さまざまなケースに対応しなければなりません。しか

も、一人でやっていますので、あらゆることを私一人

で対応することになります。

　そういう「塾」を主宰する私にとって、「さぽねっと」

の存在は、とてもありがたいものでした。

　まず、私自身が、不登校・ひきこもりや、障害、虐

待や貧困や親の障害などの問題についてしっかり勉強

する必要がありますし、また、何か困ったことがあれ

ば相談できる場も必要です。

　「らくだメソッド」の教材を使っていますので、「ら

くだメソッド」の指導者としての悩みごとは、「らくだ

メソッド」の指導者同士で相談しあうことができます。

　しかし、前述のような、個々の生徒さんや親御さん

が抱える問題について、特に、不登校やひきこもり、

障害などについては、「フリースクール」の方々との交

流のなかで学ばせていただくことがたくさんあります。

　先ほど、「学習支援」という言葉を使いましたが、私

が諸々の問題について勉強しても、私自身が具体的に

動けるわけではなく、あくまで私の仕事は、「らくだメ

ソッド」を使っての「学習支援」です。

　そういう私にとって、この「さぽねっと」の意義は、

次の 3 つになるかと思います。

1. 不登校・ひきこもりや、障害、虐待や貧困や親の障

害などの問題について勉強し、知識を深め視野を広げ

る場。

2. 生徒さんや親御さんが、私では解決できない問題に

直面した時、安心して紹介できる所やさまざまな分野

の連携先を知ることができる場。

3. 私自身が「らくだメソッド」の指導以外の分野で困っ

た時に、気軽に相談できる場であり、相談できる人間

関係を作れる場。

　例えば、「不登校・ひきこもり」と言っても、一括り

にできるものではなく、さまざまなケースがあるので、

私が今まで関わったことのないケースについての具体

的な事例を知っておくことは、私自身の安心にもつな

がりますし、より適切な対応をすることにもつながり

ます。

　また、「障害」についても、発達障害・学習障害・知

的障害・精神障害など、いろんな事例を知っておく必

要がありますし、それが子どもさんだけでなく、親御

さんにもあり得ると考えて対応する必要も出てきます。

　さらに、虐待や貧困の問題、依存症など、普段、な

かなか勉強する機会のないことを勉強できるのも大き

な魅力でした。

　特に、「ライファーズ　終身刑を超えて」という映画

は、こういう機会がないとなかなか観ることがない映

画ですし、直接「塾」や「フリースクール」とどうつ

ながるのか、というのは一般的にはわかりにくいかも

しれませんが、終身刑受刑者に対する関わり方は、大

きな課題を抱えた人に対する関わり方を学ぶことにつ

ながると思います。

　絶望的な状況にある人がそれでも前を向いて生きて

いくには、周囲はどう関わればいいのか。これは、自

ら命を絶つ子どももいる中で、大人は考え続けないと

いけないことでしょう。

　そのように、一見、普段の仕事に直接結びつかない

ように思えることも、「人と接する仕事」における大事

なことは、根本は同じと感じることが多々あります。

　そして、どの場合も、現場で当事者に日常的に接し

ておられる方や、当事者の方の生の声を聞けるという
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のが、何より大きな学びになります。

　このように、私自身の日々の生徒さんや親御さんへ

の対応について学べるのと同時に、さまざまな分野の

専門家の方と出会えることで、いざという時の相談先・

連携先があるという安心感があります。

　今の時代、生きづらさを抱えている子どもさんや親

御さんは多いと思います。そして、それが見えにくい

ケースも結構あるでしょう。

　さまざまな生徒さんたちに関わる以上、「そもそもど

んな生きづらさがあるのか」を知る必要性、そして、「生

きづらさを抱えている人に周囲はどう関わればよいの

か」ということを常に問い続ける姿勢を持つ必要性を

強く感じます。

　と同時に、「生きづらさ」を抱えた親子に関わる際に、

私自身が疲弊しないようにする必要性も感じています

し、それは、他のフリースクールのスタッフの方も同

じであり、お互いに支え合わないといけないと思って

います。

　「子育て支援」というけれど、それはどこかの機関

だけができることではなく、さまざまな立場が連携す

る必要があります。「塾」だから関係ないわけでは決し

てありませんし、「塾」が親御さんを追い詰めるような

ことをしてはいけないと常々感じています。だかこそ、

おそらく他の塾があまり力を入れていないであろう、

「福祉」や「医療」との連携を重視したいですし、「フリー

スクール」とのつながりも大事だと思っています。

　「スペースわん」の生徒さんや親御さんのためにも、

また、私自身や他のフリースクールのスタッフのみな

さんのためにも、医療・福祉・教育の連携、ネットワー

ク作りは重要だと考えています。

　そういう意味で、「さぽねっと」は、私にとって非常

に重要な場であり、つながりなのです。

７．さまざまな支援の形がつながること

　　清水悠佑（心の居場所懇談）

・私の不登校支援の形（心の居場所懇談）

　私がおこなっている不登校支援とは、一般的には家

庭教師と言われるものに近い完全個別支援の活動であ

る。基本的な活動としては、主に外出することが困難

な子どもに対して、家庭教師のように、自宅へ訪問し、

その場で不登校の子どもにメンタルケアを中心として

支援をおこなっている。また、不登校問題は子どもだ

けの問題ではなく、家庭や学校、地域など環境によっ

てさまざまな要因が関係しているため、ご自宅への訪

問とは別に保護者の方への相談活動もおこなっており、

場合によっては、学校や地域への働きかけなど、ご家

庭ごとに必要なことを枠にとらわれずに行うことを念

頭に置いて活動している。

・不登校について　

　不登校の支援と聞くと「学校へ通えるようにする」

ことが目的だと思われる方が多い。確かに、不登校と

は学校へ通えるようになれば、「不登校」という状態は

改善されるため、一見問題が解決したように思われる

かもしれない。しかし、不登校問題とは、そのような

表面的問題だけではなく、もっと深い、心の問題であ

ることが多い。そもそも学校へ通うのは当たり前とさ

れている世の中で、学校を長期間休むという行為は親

子関係や友人関係、ご近所などの社会の目、そして当

たり前のことをできない、またはしないという自分自

身の葛藤を越えざるを得ない状況になることで、自分

を守る手段として不登校という行為に至る場合が少な

くない。年齢が高くなると、自分の将来についても未

熟ながら推し量ることが出来るようになることで、将

来に思い描く希望すらも捨てる覚悟も加わる場合があ

り、より深刻な状態となることもある。

　こういったことを踏まえると、例えば、学校に通え

るようになったとしても、本人の葛藤が解決していな

ければ、心の負担は重くなるばかりであり、不登校の

再発や卒業後の進路選択に大きな影響を与えることは

容易に想像できる。このため、不登校の解決とは学校

へ通えるようになることではなく、本人が自分自身の

抱えている問題や周りの環境に対して、自らの考えや
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意思によって折り合いをつけ、自発的に社会に向かっ

て歩み出せるようになることが不登校の解決につな

がっており、「学校に通うこと」というのは、あくまで

不登校解決への過程の１つであると言えるのではない

だろうか。

・不登校支援のさまざまな形

　不登校という言葉が珍しくなくなってきた現在では、

不登校支援の形も１つではない。適応指導教室やフリー

スクール、不登校へ対応している塾や家庭教師、ボラ

ンティアなどで居場所を提供している所、不登校の子

どもを持つ親の会、不登校の受け入れを積極的におこ

なっている学校などさまざまであり、さらに福祉・精

神保健の分野や医療機関なども関係している。

　このように不登校支援の形がさまざまある理由は、

不登校という１つの表現に対して、不登校の状態は、

ある程度学校へ通える、別室登校なら出来る、ほとん

ど通えない、自宅や自室からもほとんど出られないな

ど目に見える状態だけでいくつかの違いがある。また

これらに加えて、一人ひとり、生活環境や心の状態が

違うこと、発達障がいや学習障がいなどの要因も存在

するなど、これらによっても必要な支援が変わってく

るため、当然ながら支援の形も１つでは足りなくなっ

てくる。

・不登校の子どもたちと関わるソーシャルワーク

　不登校支援として目指す到達点は、「子どもが自らの

力であらゆる意味で自分の人生を歩んでいけるように

なる事」というのは、支援の形は違えどある程度同じ

ではないだろうか。もちろん「到達点はそこじゃない！」

と言われる方もおられるだろう。だが、仮に到達点を

同じとさせていただいた場合でも、一人ひとりの状況

が違えば、出発点が違うこととなり、適切な対応とし

て必要なソーシャルワークは異なってくる。ここに到

達点の違いも合わさればさらにソーシャルワークの種

類は増えていくことが考えられる。

　例えば、不登校の子どもたちに関わるソーシャルワー

クとして、大きく分けると、直接対象者に働きかける

ものと、対象者の環境に働きかけるものが考えられる。

また直接対象者に働きかけるものとしても、個人への

対応であるケースワークと、集団での対応であるグルー

プワークなどが存在している。大きく見てもこのよう

な違いがあり、実際の対応となるとここからさらに細

分化、または複合化されていくため、そのすべてを把

握し、すべての不登校問題へ対応していくのは不可能

とは言いたくはないが、かなり難しい事であるのは確

かではないだろうか。

・各支援団体との連携の重要性

　そこで重要となるのが各支援団体との連携である。

不登校支援にはさまざまな形があると記したが、それ

ぞれに支援のあり方が違うため、その支援に合う子、

合わない子が存在する。支援の形が合う子は問題ない

が、合わない子の場合、団体側がその子に合わせて配

慮するか、適切な支援が行えないとして、受け入れを

断るという選択をしなければならない。

　こういった場合に各支援団体の横のつながりが出来

ていれば、結果として受け入れを断る事にはなるが、

より適切な対応の出来る団体へ紹介することができる

ため、相談者の手を離すのではなく、つなげていくこ

とが出来るようになる。また、団体側がその子に合わ

せて配慮するといった対応もあるとしたが、良い面で

はその団体が新たな成長をするためのきっかけとなり

得るが、その反面、団体側の負担が大きくなる事や慣

れない対応による想定外の状況に陥る可能性も高くな

る。そのため、適材適所というように、それぞれに最

大限の力が発揮できる組み合わせが出来れば、団体と

相談者ともに良いことである。

　しかし、ここで重要となるのはただ紹介すれば良い

という簡単な話ではないということである。不登校と

いう課題をもった本人や保護者が不登校支援団体とつ

ながるということは、基本的に学校との関係がうまく

いかなかった場合や、家庭内で対処しきれなかったと

いう場合が多いのではないだろうか。そうしたことを

考えると、不登校の支援団体にたどり着いた時点で、

不登校の本人だけでなく、保護者自身も精神的に疲弊

している可能性が高い。不登校本人へのケアは当然だ

が、場合によっては本人よりも保護者へのケアが重要

になる場合もある。なぜなら、支援団体につながるた

めには基本的に保護者の協力が不可欠であるとともに、

保護者自身が不登校の子ども本人への一番の支援者と

なりえるからである。このように支援団体へつながる

第一歩は保護者であることが多いため、不登校の支援
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は、保護者への支援から始まるといっても過言ではな

いだろうか。

　保護者にとっての支援団体探しは、身体的、精神的

に考えても簡単なものではない。特に幾度か支援団体

に関わったがうまくいかなかった経験をされた方であ

ればなおさらである。そのため、他団体の紹介をする

にしても表面的な紹介を羅列されたところで、そこか

ら保護者がさらに選定をしなければならない場合、そ

の時点で保護者の身体的、精神的負荷が増大していく

ことも考えられる。

　こういった支援開始前の保護者の負担は支援開始後

の状況にも影響することが考えられるため、不登校支

援において、支援の前段階からの負担軽減も重要なも

のである。そして、この課題に対しては、支援団体同

士が表面的なつながりではなく、支援の中身について

しっかりと理解し合うことで、紹介のさいには支援者

側からの視点を織り交ぜた紹介ができ、保護者が支援

団体の選定を行うときの助力になり、負担軽減と共に

適切な団体へつながれる可能性も高くなるのではない

だろうか。

・さぽねっとの意義 

　このように不登校の子どもが適切な支援団体につな

がることや支援団体自体の円滑な運営、保護者の負担

軽減など、各支援団体が密な連携を行うメリットは非

常に大きい。

　しかし、密な連携を行うことは、当然ながら各団体

の通常業務を行った上でしなければならず、なかなか

日常の中で１つ１つ自ら他団体へつながっていく行為

は時間的、人員的に難しいところが多いのではないだ

ろうか。また、つながっていくための行為が可能であっ

たとしても、相手側の団体の意向も当然あるため、必

ずしもつながれるとは限らず、徒労に終わることも十

分にあり得る。

　これらの問題点を改善するために、今回私が参加さ

せて頂いた「不登校さぽねっと」の活動は非常にマッ

チしていると感じた。

　不登校さぽねっとの活動は、不登校に直接的、間接

的に関わっている団体が集まり、認識を共有しながら

不登校という括りにとらわれない学びや意見交換が行

われていた。

　この不登校さぽねっとで着目すべき点は、複数の支

援団体が一カ所に定期的に集まって交流するというこ

と、集まってきている団体がみな学ぶ意識があり、つ

ながろうとする思いが共通しているところである。

　複数の支援団体が集まって定期的に交流ができると

いうことは、回を重ねるごとにお互いの団体について

の理解が進み、次第に個人としてのつながりも深まっ

ていくことで、より交流に深みが出てくる。また、学

ぶ意識がある団体が認識を共有しながら集まることで、

同じ課題に対して多方面からの意見がでるため、新し

い発見とともに、その団体の考え方や実践を知るチャ

ンスとなり、密な連携の足がかりとすることができる。

　こういったことを考えるとさぽねっとの意義は非常

に大きなものがあると感じている。

　私は不登校さぽねっとの活動に参加させて頂いて２

年であるが、本当に色々な方の話を聞くことができ、

新たな視点をいくつも頂いた。この活動が今後も続け

て行ければ、参加する団体が増えていき、さらなる学

びにつながる可能性とともに、支援者自身のバーンア

ウトを回避することにもつながるように感じる。また、

参加する団体が増えることで、不登校で悩んでいるご

家庭が、１つの支援団体につながるだけで、『不登校さ

ぽねっと』というネットワークにつながることができ、

不登校問題の解決に向けて迅速な対応が可能になって

行くことも期待できるのではないだろうか。
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１．スクールロイヤーから見た不登校

　　弁護士　笠原麻央（老松通り法律事務所）

（１）「不登校」の見え方

　私は、大阪府教育委員会からの嘱託で大阪府下の小

中学校で起こるさまざまな紛争（トラブル）の相談を

受ける立場にあります。「不登校」事案の相談は、生徒

児童に対して適切な「不登校」支援が行き届かない危

機的な事態（保護者対応トラブル、保護者の教育ネグ

レクト（虐待）、子どもの学習権保障、学校の安全配慮

義務・環境調整義務、等々）として現れてきます。法

律家として残念なのは、「不登校」事案の相談では、「不

登校」にある児童生徒の現在の状態を「点」で捉え、「黒

か白か」を問われているような感覚に陥ってしまうこ

とです。「不登校」は、「行きたくても行けない」子ど

もの苦悩に寄り添い、共感的理解と受容の姿勢をもち

つつも、複雑に絡み合っている多様な要因・背景の解

きほぐし（原因分析と方法論）が必要になります。「点」

ではなく、これまでの生育歴・生活史の他、学校生活・

友人や教師との関わり・学習学力の遅れ等の「線」（流

れ）としての捉えが前提となります。

（２）「不登校」は法律違反なのか？ 

　何かと憲法改正の議論が取り沙汰されることが多い

昨今では、「不登校」についても、憲法から議論を組み

立てて見るのも時流に沿うのかもしれません。そこで

憲法を読んで見ると、「すべて国民は、法律の定めると

ころにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け

る権利を有する。」（憲法第 26 条１項）、「すべて国民

は、法律の定めるところにより、その保護する子女に

普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを

無償とする。」（同条２項）と定められています。これは、

誰の権利を認めているのでしょうか、一体誰に義務付

けをしているのでしょうか。

　兼子仁「教育法」277 頁以下では、「とくに子どもは、

生れながらにして教育を受け学習して人間として成長・

発達していく権利をもっているのであり、この子ども

の生来的学習権を充足するために、国は条件を整備し

学習に値するような教育内容を提供しなければならず、

教育を受ける権利は、このようなサービスを国に対し

て要求する権利である」であると述べられています。

そして、最高裁判所昭和 51 年 5 月 21 日大法廷判決（旭

川学力テスト事件）では、「国民各自が、一個の人間と

して、また、一市民として、成長、発達し、自己の人

格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権

利を有すること、特に、みずから学習することのでき

ない子どもは、その学習要求を充足するための教育を

自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有

するとの観念が存在している」と判示します。

　要するに、子どもには成長発達及び自己実現のため

に「学習する権利」こそあれ、義務付けられることは

ないということです。従って、「不登校」は、子どもが

義務教育に反しているわけではないという結論になり

ます。むしろ義務付けられているのは、「大人一般」で、

子ども達に教育を受けさせるために必要な環境を整備

する義務がある訳です。

（３）「不登校」をめぐる法律

　ご存知の方も多いかと思いますが、2016 年 12 月７

日に、「義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律」が成立しました。

1989 年の国連総会で採択された「子どもの権利条約」

（1990 年発効、日本は 1994 年に批准）が、子どもの

人権の尊重と発達の権利の保障、子どもの最善の利益

の尊重などを定めている趣旨に則り、学校外の学びや

休養の必要性も認めつつ、ひとり一人の状況にあった

第３章　協力者の視点
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学びの機会を保障する法律です。

　この法律では、当初、「不登校」にある子ども達の居

場所となるフリースクールや自宅での学習といった学

校以外の学習も義務教育として認めることが盛り込ま

れていましたが法案審議の途中で削除されることにな

りました。「学校に行かないことを安易に認めるべきで

はない。」、「学校に行かないことを助長する。」という

根強い意見があったからです。他方、これまでの不登

校対策は、子ども達の学校復帰が大前提とされていま

した。そのため、「子どもが学校に戻ることを無理強い

している」といった意見もあって、教育行政とフリー

スクールが対立することもままあって、お互いを理解

しないままに警戒し合っているというのが実情でした。

法案審議は紆余曲折を経たわけですが、「不登校」にあ

る子ども達に、「学校を休んでも良い」とメッセージを

送り、子どもひとり一人が自身に合ったペースと在り

方で学ぶ「ゆとり」に根拠づけをしたことは評価でき

るでしょう。「学校に行くのが普通の子ども」という

固定観念が強く残る中、無理に学校に行くことで子ど

もが元気を無くしたり、お腹が痛くなるなど体調不良

を訴えたりしたときにも、保護者としてはなかなか学

校を休ませる選択が取れなかったのを、堂々と「休ま

せます」と学校に言えるようになったのです。そして、

子どもも、学校を休むことを認めてもらえることで、

不必要に自分を否定しなくても良くなり、自己肯定感

の維持に繋がることもあると思います。

　「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の

機会の確保等に関する法律」の附則には、施行後三年

以内の見直し規定が設けられています。義務教育の段

階における普通教育に相当する教育を十分に受けてい

ない者が行う多様な学習活動の実情、更には地方自治

体とフリースクール等の民間団体との連携が円滑にさ

れているのか、その調査・検証もされることになるは

ずです。

（４）「不登校」に隠れる「いじめ」

　「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の

機会の確保等に関する法律」は、参議院文教科学委員

会で、「本法第８条（筆者注釈：学校における取組への

支援）の運用に当たっては、本法第１３条（筆者注釈：

学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生

徒に対する支援）の趣旨も踏まえ、例えば、いじめか

ら身を守るために一定期間休むことを認めるなど、児

童生徒の状況に応じた支援を行うこと。」との附帯決議

がありました。また、「いじめ防止対策推進法」では、

「政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安

又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校

を欠席することを余儀なくされている児童が適切な支

援を受けつつ学習することができるよう、当該児童等

の学習に対する支援の在り方についての検討を行うも

のとする。」と定められています（附則第２条２項）。

　これらは、「不登校」の場合にも、「いじめ」が潜在

化している可能性を意識したものと言えます。私は、

学校が実施する問題行動等調査において、子どもが長

期欠席している場合に、「不登校」、「病欠」、「その他」、

「いじめ」のいずれに振り分けるのかは、各学校によっ

て相当のズレがあるのではないかと感じています。大

津いじめ事件以降、世論では「いじめ」認知件数を増

やして行こうという流れがありますが、「不登校」の原

因分析に甘さが残れば、「いじめ」が潜在化してしまう

こともあるのではないかと危惧しています。
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２．精神保健福祉士がかかわった不登校

　　ソーシャルワーカー　小野史絵（藤井クリニック）

　筆者は大阪市北東部に位置する都島区の京橋駅付近

にある診療所に勤めるソーシャルワーカー（精神保健

福祉士）である。藤井クリニックはアルコール、薬物、

ギャンブルなど各種依存症を専門に治療、支援する診

療所で、筆者が支援させていただいているのも依存症

の病を抱える方々がほとんどである。

　その中でも女性のクライエントには小学生から高校

生の子どもがいらっしゃる方が多くおり、子どもが影

響を受けることが多い。

　子どもが幼少期より、母親であるその方がアルコー

ルを飲んでいる、または薬物の使用がある場合、子ど

もの成長に適切な関心を持って関われないことが多い。

　しかも酩酊（アルコールや薬物の酔い）の中で、子

どもを傷つけるような言葉を投げかけたり、時には暴

力行為が出てくることもある。

　子どもは、その現象が依存症という疾患から発生す

るものとは捉えることが困難である。しかも母親は酩

酊していない状態では穏やかに接することができるこ

とも多いため、尚のこと、子どもは混乱し、暴言や暴

力を自分が引き出しているのも、ひいては親がアルコー

ルを飲んだり、薬物を使用したりすること自体を自ら

の責任のように感じ取ってしまうことも多々ある。

　そのような環境の中で、子どもは親の顔色を窺い、

空気を読み、親の要求に応えるために言動を決め、主

体性を親（依存症という病気）に奪われながら成長する。

　主体なき成長は、子どもの自尊心を損ない、自己効

力感と自己評価を下げ、「恥」の意識を強める。

　また、「依存症」をかかえる親がいる家庭には３つの

ルールがあると言われている。

・親の言うことが度々変わるため、それを真に受けて

傷つかないように「信じるな」。

・依存症という病気の誤解や偏見から、家族全体がそ

れを世間から隠そうとするため「しゃべるな」。

・言葉を信じてはならず、体験した恐怖や悲しみをしゃ

べってはいけないので、いっそ「感じるな」。

　この 3 つのルールを家族の中で身に付けて、子ども

たちは社会（学校）へと出ていく。

　そして、そのルールを基に人間関係を作るため、当然、

関係はうまく築けないか、もしくは表面的なものになっ

てしまい、子どもたちには「恥」の感覚が上塗りされる。

　多少、親身になってくれる大人や友人に出会えたと

しても、「しゃべるな」「信じるな」のルールが邪魔を

して、安全な相手に心を開くことができず、その生き

づらさは救われないままに学校生活を送ることとなる。

　それでも子どもたちは、親の依存症を世間に知られ

ないために「普通」を装い、その傷ついた魂をすり減

らしながら、懸命に社会に適応しようと努力を続ける。

　そして、ある時（それが、どのようなきっかけで起

こり、何がタイミングとなったのかを多くの子どもは

知らされていない）、親が依存症の治療を受け始めると、

それまで、病気（親がアルコールを飲むか飲まないか、

薬物を使用するかしないか）を中心に回っていた生活

が一変し、家族のバランスは一気に崩れる。

　子どもたちは、それまで「親の依存症を世間に知ら

れないために」懸命に努力してきたのに、何の説明も

なく、親が世間にある病院に通いだすという現実を目

の当たりにし混乱する。

　一方で、これで何か助けになるかもしれないと期待

もする。

　しかし、依存症の回復には長い年月がかかり、アル

コールや薬物をやめてからも、不安定な時期が２〜３

年は続くもので、「やめているのに気分にムラのある」

親に、子どもたちはさらに振り回される。

　そして、親の断酒・断薬が少し落ちついた頃（半年

〜 3 年）、子どもたちは自らの生きづらさと社会への不

適応を自覚し、「普通」に学校に行くことができなくなっ

ていく。

　回復途上にいる親は、子どもの不登校に驚き、混乱

するが、私たち支援者は、それが当然の反応であること、

焦らずに見守ること、できれば子どもの想いに気長に

耳を傾けること、できないのであれば、それができる

然るべき人や機関を活用することを提案する。

　子どもが望めば、私たちが直接会って、親の病気や

回復の段階について説明をする。

　そうして、１〜５年の年月をかけて、子どもたちな

りに今までの親との関係性と自らに起こってきたこと

を理解し、生きる方向性を見つけていく。

　私たちソーシャルワーカーはその時その時の家族の

集団力動を測りつつ、家族全体が健康を取り戻し、家

族員それぞれが自己実現できるように支援を続ける。

　そのかかわりの中で、筆者は、子どもたちの親を愛
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する力、そして、自ら生きるために変化していく力に、

いつも胸を打たれる。

　ここで事例を紹介する（人物が特定されないために

事実に加工を施している）。

【事例１】

　アルコール依存症、40 代女性（以下、本人）。高校

1 年生の長男、中学 2 年生の次男がいる。夫は会社員

であるが、本人の言うことに逆らわず、酩酊時の本人

にも特に何も言わず、積極的に子どもたちに関わるこ

とをしないタイプ。本人は結婚前の 20 代より大酒家で、

第 2 子妊娠時にはすでに依存症であったことが予想さ

れる。

　元々、自らにも他人にも厳しい性格の本人は、子ど

もたちにも強く当たることが多く、酩酊時には子ども

たちをののしり続けることもあった。

　特に長男は性格的におとなしく、学校でもいじめら

れることも多く、本人はそんな長男を嫌い、甘えよう

とする長男を「うるさい！」とののしり、避けた。

　本人は自分の状況が子どもたちに悪影響を与えてい

ることは非常に気にしており、次男が中学生になった

ころ、自ら探してクリニックに来院した。

　元来は真面目な性格の本人は通院治療で断酒を継続

していた。断酒しつつも、子どもへの愛情の示し方が

分からず、子どもを傷つけてしまうことが多かった。

　本人が断酒 1 年になった頃、長男は高校に進学。ク

ラスにもクラブにもなじむことができず、不登校が始

まった。本人は夫ともにクリニックに相談に訪れ、「ど

うしたら学校に行ってくれるようになるのか？！」と

訴えた。

　筆者は、想像し得る限りの長男のこれまでと今の心

情について本人と夫に説明し、長男の想いに寄り添え

る状態ではない本人には、自らの回復に専念し、無理

に学校に行かせるような言動をしないこと、なるべく

子どもを傷つけることを言わない努力をするよう伝え

た。

　そして、長男にも来院してもらい、本人の病気につ

いて、回復の段階について説明し、長男のこれまで傷

ついてきた想いを語ることができるようになるまで面

接を重ねた。

　併行して、度々怒りが噴出する本人には定期的に面

接し、本人の感情を癒し、長男への被害を減らすよう

に努めた。

　数か月の面接の後、長男は転学先を自ら探し、転学

することを決心し、通学を開始した。

　時に、家族員それぞれが壁にぶつかることはあるが、

各々が自らの生きる道を模索し続けている。

【事例 2】

　薬物依存症、30 代女性（以下、本人）。10 代後半の

長女と小学 6 年の長男がいるが、長女は既に家を出て

いる。2 回の離婚歴があり、子どもたちの父親は違い、

どちらとも音信はない。それぞれの夫は本人や子ども

に暴力を振るうこともあった。

　本人は 10 代から薬物使用があり、20 代前半にはす

でに依存症であったと考えられる。子どもたちへの愛

はあるものの、気分にムラがあり、自分の調子のいい

時にしか子どもに接することができなかった。

　長男が小学校高学年になった頃から、本人の薬物の

使用が続き、家に引きこもり始めると、長男は本人が

薬物を使用しないように学校に行かずに、本人を見張

るようになった。

　治療が始まってからも、断薬がなかなか続かず、長

男の不登校は顕著になっていった。

　児童相談所の相談員や小学校の教員、筆者などが連

携し、危機状況の時には児童相談所の一時保護も活用

しつつ、長男に病気の理解を促し、親の病気に振り回

され過ぎないように支援している。長男は今まで自分

でも理解していなかった怒りの感情に気づき、それを

少しずつではあるが言葉にできるようになってきてい

る。

　筆者としては、長男が、安全な大人とのかかわりの

中で、自尊心を育て、自分が自分の人生の主役である

という感覚を獲得していくことを目標としてかかわり

を続けていく。
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３．居場所とコミュニティ

　　坂東希（敬和学園大学）

はじめに

　居場所やコミュニティって「気づいたらそこにある

もの」だったり、しばらく過ごしたあとに（もしくは

離れてみて初めて）自分の居場所／コミュニティとなっ

ていることに気づいたりするもの、という感覚が以前

は漠然とあった。今は、「居場所やコミュニティはつく

るもの」という驚きの発見のような当たり前のことの

ような感覚に見舞われている。

　今は縁あって新潟に住んでいるが、2016 年の秋まで

大阪で暮らしていた。当時は大阪府箕面市にある NPO

法人暮らしづくりネットワーク北芝で働きながら大阪

の大学院に通っており、その両方の仲間とフォロにお

邪魔したことがある。この前職である NPO がある北芝

という地域では、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」

をテーマに、20 代から 30 代の若者を含む多様な層が

ごちゃまぜになって活動している。2011 年 4 月から

内閣府のモデル事業「パーソナルサポートサービス」（以

下 PS）を箕面市から受託し、そのなかで開所した「パー

ソナルサポートセンターあおぞら」は社会的居場所と

いう地域にとっても私にとっても新しい試みだった。

今回は、居場所とコミュニティについて、あおぞらと

北芝でのまちづくりを中心に振り返ってみる。

つぶやきを発生させる居場所、

つぶやきから生まれる居場所

　北芝では、まちづくりの中心に、「つぶやき拾い」と

いうキーワードがある。住民一人ひとりの「困りごと」

や「やってみたいこと」などのつぶやきを拾って形に

するというスタイルのまちづくりを進めてきた。たと

えば「最近、身体が弱くなって徒歩での病院通いがし

んどい」という地域住民のつぶやきから送迎サービス

が生まれたりしている。

　自然に発生するつぶやきもあるだろうが、北芝には

つぶやきを発生させるためのしかけがいくつもある。

その一つが居場所づくりである。コンテナを活用した

駄菓子屋や居酒屋、地域の広場で開催される朝市、コ

ミュニティ・カフェなど、地域の多様な層が気軽に立

ち寄れる居場所をつくってきた。朝市で顔を合わせて

立ち話をするなかで近況や家族の様子が垣間見えたり

する。駄菓子屋に来る子どものつぶやきから、ごはん

を食べていない、一人で食べている、学校でうまくいっ

ていない様子などが見え、そこから、「こどもたちによ

るこどもたちのためのキッズカフェ」が実現した例も

ある。

　経済的な困窮や人間関係上の困難、子育てが辛いな

ど、生きづらさを含む住民一人一人のニーズや SOS の

発信は、相談室のみならず（むしろかしこまった相談

室ではなく）、何気ない雑談ができる関係性のなかか

ら生まれるという暗黙知が多様な居場所づくりにつな

がっていると理解している。また、たった一人のつぶ

やき（ニーズ）から、それまで地域になかった社会資

源を生みだそうとしてきたのも特徴であり、コミュニ

ティづくりと居場所づくりが有機的に絡み合ってきた

といえる。

社会的居場所をつくる試み

　このようなまちづくり、居場所づくりを活動の基盤

とする北芝に、PS という国のモデル事業が巡って来た。

2010 年 12 月から始まった PS は、従来の制度に人

を当てはめるのではなく、人に光を当てたオーダーメ

イドの伴走型支援という特徴で知られる。これまでの

福祉や労働や教育領域で支援の対象に当てはまらず制

度の狭間に陥り課題が見過ごされてきた縦割り型支援

の限界に対して新たな支援制度を提案すべく始まった

制度であり、全国 27 地域で実施された（箕面市では

2011 年 4 月から開始）。現在、形は変わって厚生労働

省の管轄において 2015 年度から生活困窮者自立支援

事業として制度化され、全国 900 ヶ所以上で実施され

ている。この PS 事業を機に開設したパーソナルサポー

トセンターあおぞらは、「社会的居場所」として始まっ

た。厚生労働省は、社会的居場所について「社会との

つながりの中で、人々が、自分が受け入れられ、自分

であることが尊重されると感じることのできる場所」

と定義している（厚生労働省、2010）。まずは、あお

ぞらという社会的居場所をどのようにつくろうとした

のかというところから振り返ってみたい。

社会的居場所：物理的環境づくり

　開設準備を進めていたスタッフの間で、予め明確な
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イメージが共有されていた訳ではなく、「生きづらさを

抱える人が安心して過ごせる居場所ってどんな感じや

ろう」と話し合いながら準備を進めた。その結果、敷

居の低いオープンな感じ、でもオープン過ぎない微妙

な塩梅、相談支援を受けに来たという雰囲気が漂わな

いカフェみたいな空間など、漠然としたイメージを建

築の専門家も含めて共有し、物理的環境をつくっていっ

た。実際にはハコが完成する前から利用者は徐々に入

り、そこからは物理的にも心理的にも来る人とともに

つくっていった。オープン直後からの特徴は、あらか

じめ支援メニューが用意されていないことだった。個々

人のニーズに応じて居場所の活用の仕方が異なるので、

ある人にとっては「誰かと会う場」であったり「家族

やその他の人間関係から一時的に避難する場」であっ

たり、「ごはんをつくって食べる場」であったり、「人

間関係のつむぎなおしの場」であったりする。そのな

かで「生活」や「仕事」の話が出てきたりすることも

あるが、最初から「就労」や「自立」など何らかの目

標に向かうベクトルが特にない場となった。何をする

場かと通りがかりの人に聞かれたときの答えに迷うこ

とも多かった。「何かをするために来る」方が来やすい

人もいたが、多くは何かをするためというよりは「こ

こに居てもいいから来る」のではないかと表現するス

タッフもいた。次に、社会的居場所がどのような機能

を果たしたのか、について振り返ってみる。

（１）安心と信頼

　世間や家族からの目を気にしつつも、実は誰よりも

自分自身が「働いていない自分」に対してマイナスの

評価をしてきたということもある。今の状態を否定さ

れない、批判されない、かつ過剰に評価されるわけで

もないニュートラルな場とでも言えるのだろうか。た

だ来て、ごはんを作って食べて各自好きなことをして

時には人と話してゆっくり過ごす…。先にも触れたが、

目標が予め立てられていない、どこにも促されない場

というのは来る人にとって安心の一つの要素だったの

ではないかと改めて思う。さまざまな人間関係のなか

で程度や内容は違えど闘ってきた状態から一時的に避

難する、どこにも向かわない休息の場。「ここがあった

から生きていられたと思う」と話す利用者もいる。学

校や社会、大人や他者への不信感、恐怖を抱いてきた

ところから、徐々に、そうした場や、場をつくってい

る人たちに対して安心と信頼を徐々に見出していった

のかもしれない。

（２）多様な価値観や人と出会う

　今まで出会ったことのないタイプの大人と出会い、

「こんな人もおるんや」とか「こんな生き方もあるのか」

と認識する。いわゆる人並みの就労や自立のイメージ

に縛られて、そこに適合しない自分を否定し、一般的

な生き方に近付けようとがんばってきたところを、そ

れとは違うライフスタイルや価値観を有する他者と出

会うことで、自分に合うライフスタイルや働き方を模

索してみようと方向転換することで力が抜けたという

人もいる。とくに女性に多い感覚がある。たとえば、

あおぞらにたまに現れる地域のおっちゃんは 60 代で

定年退職してからアジアへの旅に目覚め、毎年の半分

は日本で稼いで半分はアジア各地で過ごす。学校教育

はあまり受けておらず外国語もままならないが、旅先

の住民とのコミュニケーション力は抜群という一風変

わった大人。また、しっかりしてそうで機械音痴・方

向音痴なスタッフや、集団行動や気持ちの表現が苦手

なスタッフなど、さまざまな弱みやその対応法が居場

所では明るみになる。面談では相談者の一方的な開示

になりがちだが、居場所では、そこにいる人それぞれ

の状態や情報、関係性の開示が生まれ、それがロール

モデルになったり反面教師になったりする。社会的孤

立は視野を狭め、「世間」のプレッシャーを内面化して

自らを縛ったりするため、新たな価値観や人生のあり

方についての情報は孤立感やこうあらねばという縛り

を緩めるのに役立つことも大きい。

（３）ニーズの把握、ともに探る

　自分が脅かされない安心が得られ、自分のことを隠

さなくてもいい人・場が生まれてくることでもたらさ

れる変化がある。素の自分を徐々に出せることでよう

やくニーズも見えてくる。面談で出てくる話が変わる

こともあれば、たとえば料理を一緒にする、食器洗い

を一緒にする、掃除をする、ゲームで対戦するなどを

通して初めて見えてくること（たとえば考え方のくせ、

つまづき、その背景にある生育歴、隠された能力やユー

モアなど）も多々あった。内閣府が PS を担う人材にむ

けて強調していた支援における重要ポイントが、「本人

と向き合う支援」であり、また個々人に合った「オーダー

メイドの支援」であった。支援者が勝手にゴールを設

定するのではなく、また使えるサービスや支援メニュー

を当てはめるのでもなく、まずは本人が今どんな状態

にあるのか、何を考えているのかを知ろうとし、何が

必要なのかをともに探り、相談員が気づいたことを本

人に丁寧に説明し、本人とともに解決を探るというや
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り方である。このプロセスのなかでは、ときには支援

者の価値観を捉えなおす必要性に迫られることもある。

信頼関係を育みながら少しずつ情報を得て本来のニー

ズに触れることによってようやくその人にあった支援

ができる。そういう意味でも、ニーズ把握（アセスメ

ント）の場という重要な機能を居場所は果たしている

と感じる。

社会的居場所の意義

　他にも、安心して趣味に没頭できる、趣味を誰かに

共有する、情報を得る、人間関係をつむぎ直すなど、

書ききれていない機能があるだろう。この社会的居場

所は、結果として、家庭や学校、地域に築きにくかっ

た安全基地の機能に加え、個々人のニーズに合わせた

機能を果たしてきたといえる。あおぞらは、行政の予

算を使って始まり、その後はクラウドファンディング

を通して得た寄付金、NPO 法人の独自資金、助成金な

どを活用して運営してきた。社会的居場所の意義は認

知されにくく、PS 事業以外では公的な制度の対象外と

なっている。行政の予算を使うと「効果」が求められ、

その多くは就労人数によって評価される。時間をかけ

て生まれる質的な変化やそのプロセスは見えにくい。

若者支援の現場や当事者の間では認識されつつある社

会的居場所の意義や効果は、既存の支援に対して新た

なあり方を提示するものとなりうる。今後よりわかり

やすい形で発信していくことが期待される。

さいごに

　居場所とは、最終的には本人がそこを居場所と感じ

るかどうかで決まる。「社会的居場所をつくる」という

形で最初に仕掛けはしたが、仕掛けた側が単独でつく

るものではなく、そこに集う人たちでともにつくるも

のであり、そのうえで、さらにそこを居場所と捉える

かは本人が決めるものだと思う。居場所とコミュニティ

の関係については書ききれなかったが、誰も排除しな

い安心して暮らせるまちづくりをテーマにしていたコ

ミュニティ（地域コミュニティ、共同体）だったから

こそ、このような社会的居場所をつくろうとしたとも

言えるだろうし、その社会的居場所から見えてきた若

者の生きづらさやその後の過程が、地域や社会のあり

方についてコミュニティに投げ返し、新たな地域づく

りにつながっているともいえる。
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４．「生きづらさ」とは何だろうか

　　山下耕平（NPO 法人フォロ）

不登校とは

　不登校というのは、文科省によると次のように定義

されている。

　何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要

因・背景により、登校しない、あるいはしたくともで

きない状況にあるため年間 30 日以上欠席した者のう

ち、病気や経済的な理由による者を除いたもの。

　要するに、何か要因や背景はあるのだろうけれど、

病気でも経済的理由でもなく、ハッキリしないが、年

間 30 日以上は長期欠席している者、ということだ。

人数は、12 万 6009 人（2015 年度／小中学生）。在籍

者数に占める割合は、小学生で 0・42％（237 人に 1

人）、中学生で 2・83％（35 人に 1 人）ということになっ

ている。

　大事なのは、このハッキリしないというところだ。

理由がハッキリしていれば、それを解決することが支

援になるということでわかりやすいだろうが、本人に

とっても理由はよくわからない、なぜかはよくわから

ないものだ。そこで、無理に学校に合わせるのではな

く、本人の側に合わせて考えていくと、いまの学校の

あり方や、学校を必要とする社会のあり方、大人の働

き方まで、さまざまなことが見えてくる。フリースクー

ルなどから見えてきたのは、そういうことだったと言

える。

発達障害とは

　同じことは、発達障害においても言える。発達障害

者支援法（2005 年施行）の定義は次のようになって

いる。

  

　自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類す

る脳機能の障害であってその症状が通常低年齢におい

て発現するもの。

　発達障害は、一見、わかりにくい脳機能障害という

ことで、ちょっと人と異なる特性を持つ子どもが名づ

けられていると言える。人数がどれほどいるのかとい

うと、発達障害についての確たる統計はない。文部科

学省は、6・5％と推計しているが（「通常の学級に在

籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必

要とする児童生徒に関する調査」2012）、これは担任

教員が回答したもので、医師の診断などによるもので

はない。統計として妥当なものか疑わしいと言える。

　発達障害のなかで、広汎性発達障害（自閉症スペク

トラム）と言われる一群がある。アスペルガー症候群、

高機能自閉症などを含むものとされ、これらは知的障

害をともなわないものの、関係やコミュニケーション

のうえで障害がある場合を指す。

　もともと自閉症と言われてきたものは、知的障害と

関係（社会性）の障害の両方を持つものだったのが、

80 年代以降、知的障害をともなわないものの人間関係

に困難を覚える人が、従来の自閉症とは区分されてア

スペルガー症候群などと名づけられてきたということ

だ。印象としては、近年、急激に増えてきたように感

じるが、そういう特性の人たちが増えたということで

はない。どういうことか。

　人間の脳がそんなに急に変化することはない。変わっ

たのは社会のほうで、近代化が進み、知的な作業が必

要とされる割合が増えていくに従って、知的障害が問

題となってくる。さらに、第３次産業が主流の社会に

なると、コミュニケーションが重視されるようになり、

生来的にコミュニケーションの不得手な人が、障害と

してくくりだされてくる。

　いずれにしても、時代状況や考え方によって、名づ

けの線引きは往々にして変わる。とくに広汎性発達障

害（自閉症スペクトラム）の場合、顕著にそれがあら

われていると言えるだろう。

　ところで、精神医療における「障害」は、何の訳か

というと、disorder の訳語だそうだ。精神科医の石川

憲彦さんは、診断名について、次のように語っていた。

  　精神疾患は disease ではなく disorder の問題になっ

ている。disease は、みずからがイージーじゃないとい

うこと。気分がよくなかったり、痛かったり、熱があっ

たりして、いつものようにできない。disorder は、オー
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ダー（命令）どおりいかないこと。命令に従えない、

規律を守れない。そこに対する治療は、外からコント

ロールすることになる。（『発達障害って何だろう？』

全国不登校新聞社編 2009）

　障害というのは、社会のオーダーのあり方によって

変わってくる。知的オーダーの水準が上がれば、障害

としてくくられる人も増える。コミュニケーションの

オーダー水準が上がっても同じことが言える。一般に

は、本人が努力してオーダーに合わせることばかりが

求められるが、そもそも社会のオーダーのあり方を問

い直すことも必要だ。それは精神障害にかぎった話で

はなく、さまざまな障害において、同じことは言える

だろう。

　障害名や診断名というのは、あくまでその人の行動

の一部を捉えたものにすぎない。また、その線引きは、

社会の状況によって変動するもので、固定的なもので

はない。しかし、現実問題として、診断名は、その人

そのものをあらわすように捉えられ、ラベリングにも

なってしまう。

　近年、発達障害と診断され、特別支援教室などに振

り分けられる子どもは増えているが、はたして、オー

ダーの側を問い直すことなく、それを特別支援という

枠組みに振り分けて済む問題なのかといえば、はなは

だ疑わしい。

ひきこもりとは

　「ひきこもり」というのは、生きているマグロを瞬間

冷凍させたような座りの悪い名前だ。1998 年に斎藤

環さんが出した『社会的ひきこもり』（ＰＨＰ新書）で、

「社会的ひきこもり」という言葉が、次のように定義さ

れたのが最初と言える。

  　20 代後半までに問題化し、６カ月以上、自宅にひ

きこもって社会参加しない状態が持続しており、ほか

の精神障害がその第一の原因とは考えにくいもの。

　不登校と同じような、もやっと感がある。病気では

ないけれども、社会参加していない。なぜ 20 代後半

までに問題化してないといけないのか、なぜ期間が 6

カ月以上なのか、根拠はよくわからないし、そもそも

社会参加とは何を指すのかがわからない。学校という

ハッキリした対象がないので、不登校以上にもやっと

した定義になっていると言えるだろう。しかし、ここ

で名づけられたことによって、ひきこもりは社会問題

として浮上し、2000 年代にかけて、一大問題となった。

　そうしたなか、厚生労働省は、2003 年に次のよう

に定義した。

  ひきこもりは、単一の疾患や障害の概念ではない。さ

まざまな要因によって社会的な参加の場面がせばまり、

就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわ

たって失われている状態。

　斎藤環さんの定義と比較すると、年齢や期間といっ

たものがなくなっていることがわかる。社会参加につ

いても、就労や就学という具体例があがって、少しは

わかりやすくなっているが、やはり、もやっとした問

題をなんとか定義している感じは否めない。さらに、

厚労省は 2010 年に定義を次のようにあらためるが、

これは、もやっとしたものを考えすぎて、なんだかこ

じれてしまっている感じがする。

  さまざまな要因の結果として社会的参加（義務教育を

含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）

を回避し、原則的には 6 カ月以上にわたって概ね家庭

にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での

外出をしていてもよい）を指す現象概念である。なお、

ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰

性症状に基づくひきこもり状態とは一線を画した非精

神病性の現象とするが、実際には確定診断がなされる

前の統合失調症が含まれている可能性は低くないこと

に留意すべきである。

　人数はと言えば、そもそも「ひきこもり」なんて人

はいないのだが（ひきこもっている人はいても）、推計

値は出ている。内閣府「ひきこもりに関する実態調査」

（2010）によると、ひきこもり本人の数は 69・6 万人。

この調査は、3287 人（全国 15 歳〜 39 歳を無作為抽出）

を調査し、そのうち 1・79％が「ひきこもり」（59 人）

だったとして、15 歳〜 39 歳の人口× 1・79％＝ 69・

6 万人と推計したのだ。

　この調査を担当した分析委員の高塚雄介さんは、「原

因や背景も判然とせず、どう対処していいか、なかな

か見えてこない」「不登校や何らかの障害を抱えて「ひ
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きこもり」状態を呈する若者は一定程度存在するが、

どちらにも該当しない「ひきこもり」のほうがはるか

に多い」などとコメントしている。正直なコメントだ

と言えるだろう。

　2016 年 9 月、この調査の最新版が内閣府から公表

された（「若者の生活に関する調査報告書」）。それに

よると、ひきこもりの人数は推計約 54 万 1000 人で、

2010 年の調査と比べて 15 万 5000 人ほど減少したと

いう。どちらの調査も対象は 15 歳〜 39 歳だが、ひき

こもりは「高齢化」していると言われており、40 歳以

上が含まれていない調査は、実態を示しているとは言

えないとの批判もあがっている。

　しかし、そもそもを言えば、「ひきこもり」という名

前そのものに無理があるとも言える。若い人がひきこ

もったまま「高齢化」しているという問題もあるにち

がいないが、「高齢化」といっても、そこで言われてい

るのは 40 〜 50 代ぐらいのことだ。ほんとうの高齢者

というか、お年寄りでひきこもっている人もたくさん

いる。それが子どもであれ、若者であれ、中高年であれ、

何らかの理由で学校や労働の場でやっていけないよう

な状況になったとき、それを支える場が家族にしかな

いことが、ひきこもりという状態像をつくっていると

も言えるだろう。それを変えていくとしたら、ひきこ

もっている側を名指して問題化するのではなく、学校

や労働の場以外の人間関係の場を多様につくっていく

ことが必要だし、あるいは、ひきこもることを支える

場を家族以外につくっていくことが必要にちがいない。

まとめ

　これまで、もやっとした「生きづらさ」に対して、「不

登校」や「ひきこもり」という名前がつけられたり、「発

達障害」などの診断名がつけられ、専門家が対応する

という枠組みがつくられてきた。しかし、大づかみに

言えば、それらは社会の側を問わずに、本人を支援す

るという枠組みだったと言える。いま、問われている

のは、いまの社会でやっていけない側を問題視するの

ではなく、やっていけない側からこそ、社会のあり方

を問うて、やっていける社会のあり方を模索すること

なのだろう。そのためには、専門家が名づけた枠組み

を超えて、当事者がつながり合い、知恵や工夫をシェ

アしていく試みが必要だと言える。支援者の側も、自

分の領域を越えて、さまざまにつながっていくことが

必要だと言えるだろう。
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　本事業の成果は、研修や実践を重ねるにつれ、フリー

スクール・不登校関係者がソーシャルワークの視点に

基づいたネットワークを構築する姿勢や問題意識が深

まり、この取り組みを協同意識でもって共有できるよ

うになったことである。

　参加者のさぽねっとの意義については第２章を参照

していただきたい。

・不登校さぽねっと参加団体実績

2014 年度

NPO 法人フォロ・NPO 法人フリースクールみなも・フ

リースクールラヴニール・スペースゆう・フリースペー

スひまわり・スペースわん・近畿自由学園・結空間・

神戸フリースクール・子どもの情報研究センター

2015 年度

NPO 法人フォロ・NPO 法人フリースクールみなも・フ

リースクールラヴニール・スペースゆう・フリースペー

スひまわり・スペースわん・心の居場所懇談・ほっと

タイム

2016 年度

NPO 法人フォロ・NPO 法人フリースクールみなも・フ

リースクールラヴニール・スペースゆう・フリースペー

スひまわり・スペースわん・心の居場所懇談・ほっと

タイム・寺子屋ジョイフリー。

　

　公開学習会では、毎回、満席に近い参加者が集い、

本事業の取り組みをさまざまな関係者と共有すること

ができた。

　課題は、今後、さぽねっとを継続的に取り組み、成

果を情報発信することで、他の地域に伝わり新たな活

動が展開されることやさまざまな機関と連携すること

である。

おわりに：事業成果と課題

                    加藤直人（不登校さぽねっとコーディネーター／社会福祉士・精神保健福祉士）
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