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研究調査の概要 

矢尾板俊平 

 

1.本共同研究事業の計画の背景 

 文部科学省初等中等教育局「平成 30 年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸

課題に関する調査結果について」によると、全国の高等学校における長期欠席者数（80,752

人）のうち、その理由が不登校である生徒数は 52,723 人であり、全体の 65.3%を占めてい

る。また不登校の要因としては、全日制の生徒では、いじめを除く友人関係をめぐる問題

（19.8%）、学業の不振(18.4%)、家庭に係る状況（17.7%）が上位を占めている。また高等

学校中途退学等の事由を確認すると、学校生活・学業不適応が 36.3%と大きな要因となって

おり、これらのデータ間での直接的な因果関係は説明できないが、不登校や人間関係の悩み

を抱えている高校生を福祉的に支援することにより、不登校の減少や高校中途退学率の抑

制につながるのではないかと考えられる。また、千葉県教育庁教育振興部のデータを確認す

ると、平成 30 年の千葉県の不登校生徒（高校生）は 3,077 人で、平成 29 年に比べ、105 人

の増加となっている。1000 人あたりの不登校数でみると、全国で 16.3 人のところ、千葉県

では 20.4 人と全国を上回っている。中途退学者数は、平成 30 年は 2,160 人で、平成 29 年

の 2,022 人に比べ、138 名の増加であった。中途退学事由は、全国と同様で、学校生活・学

業不適応が最も多い。千葉県の対策としては、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー等を活用した教育相談体制の充実や地域連携アクティブスクール等の取り組みを

行っているが、「校内居場所カフェ」の実施例は少ない。 

千葉市では、小学校や中学校の義務教育課程及び市立高校の児童・生徒に対しては、これ

らの学校を通じて、こども若者に対する直接的な支援を行うことが可能ではあるものの、県

立高校は、県の教育委員会の所管であるため、従来は、市として、県立高校に通学する高校

生への支援を行うことは難しかった。しかし、千葉市内の県立高校に通学する高校生は、千

葉市民であることが多いため、県立高校との連携を通じて、高校生を支援するモデルを検討

することは、千葉市のこども若者施策の拡充と発展につながるものと考えられる。特に、平

成 31 年 3 月の千葉市総合教育会議において、市による福祉的支援の必要性も示唆されてい

ることから、重要な行政課題であると言える。 

このような背景の中、淑徳大学と令和元年に教育連携協定を締結した千葉県立生浜高校

に協力を得て、千葉市と大学等の共同研究事業として「校内居場所カフェ」モデルの構築を

目指す共同研究が計画された。共同研究を通じて、本研究では、市内の高校に通学する高校

生への福祉的支援の可能性を明らかにすることを目標とした。同時に、他県の事例調査等を

行い、その実施方法や資金調達の方法を検討し、自走型・持続可能なモデルの構築を検討す

ることが計画された。 
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2.本研究の実施体制 

 本研究の実施体制は、淑徳大学と千葉市こども未来局こども未来部こども企画課との間

で組織され、淑徳大学が教育連携協定を締結している千葉県立生浜高等学校からの協力を

得た。構成メンバーは、下記の通りである。 

 

研究代表者： 

矢尾板 俊平 淑徳大学コミュニティ政策学部教授 

 

構成員： 

（淑徳大学） 

石綿  寛  サービスラーニングセンター助手 

 

（千葉市） 

宮葉 信之  こども企画課 課長 

安西 雅樹  こども企画課 課長補佐 

谷倉 道隆  こども企画課 主査 

野村 顕司  こども企画課主査補 

 

（千葉県立生浜高等学校）※協力校 

青木 孝真  教諭 

石橋 正治  教諭 

 

 また、本研究の過程において、2021 年度以降の取り組みの継続に向け、千葉市内に所在

する大学・短期大学で構成されるちば産学官連携プラットフォームの教育活動連携事業部

会に、プロジェクトチームを組成した。 

 

3.淑徳大学と千葉県立生浜高等学校との連携実績 

平成 27 年度より継続的に、淑徳大学コミュニティ政策学部と総合福祉学部学生の学生が、

「しゅくとも」プロジェクトを通じて、千葉県立生浜高等学校における教育支援活動を実施

してきた。「しゅくとも」活動は、平成 28 年度より、淑徳大学サービスラーニングセンター

の「学生提案プロジェクト」として取り組みを進めている。また、平成 28 年度には千葉県

立生浜高等学校の生徒が淑徳大学の大学祭に、平成 29 年度には淑徳大学学生が千葉県立生

浜高等学校の文化祭に、千葉県立生浜高等学校の生徒が淑徳大学の大学祭に参加。平成 30

年度には千葉県立生浜高等学校の生徒が淑徳大学の大学祭に参加するなど、相互の交流が

図られてきた。さらに、平成 27 年度より、淑徳大学の学生が企画する白旗七夕祭りや地域

活動して参加している白旗例大祭に千葉県立生浜高等学校の生徒が参加し、淑徳大学の学
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生とともに地域活動に協働参画してきた。 

 このような実績を踏まえ、令和元年度に淑徳大学と千葉県立生浜高等学校との間で、教育

連携協定を提携した。 

 

4.千葉市のこども若者施策との関係性 

 千葉市では、「千葉市こどもプラン（第 2 期）」を策定しており、それに基づき、令和 2 年

度から令和 6 年度の 5 か年で事業が遂行される。その中で、「子ども・若者の居場所づくり」

についても施策として位置付けられている。高校での「居場所カフェ」の活動が持続可能で、

かつ、地域等との連携により発展していくとすれば、校内での「居場所カフェ」が新たな子

どもの居場所になっていくことも考えられる。これは、高校生が大学生・短大生や地域の大

人たちと協力し、自分たちの居場所だけではなく、子どもたちの居場所を自分たち自身で創

り上げていくことで、子どもたちとの交流により、高校生の「自己肯定感」の醸成につなが

り、一方的な「被支援者」の立場を変えることができるようになる可能性がある。この点は、

「こども若者の社会参画」の推進にも大きく寄与することが予測される。 

 

5.研究計画 

 本共同研究事業においては、下記の取り組みが計画された。 

(1)「校内居場所カフェ」モデルに関する事例研究調査 

 「校内居場所カフェ」モデルを検討するために、横浜市立横浜総合高等学校、神奈川県立

田奈高等学校、神奈川県立大和東高等学校を訪問し、各校の「校内居場所カフェ」の事例調

査を実施。 

 横浜市立横浜総合高等学校では、定時制に通う高校生の社会的自立を支える校内居場所

カフェ「ようこそカフェ」が校内のフリースペースで行われている。神奈川県立田奈高等学

校では、「NPO 法人パノラマ」が校内の図書館を在校生や卒業生の居場所づくりとして活用

する「ぴっかりカフェ」を行っている。さらに神奈川県立大和東高等学校では「NPO 法人

パノラマ」と連携して行われる「ボーダーカフェ」の活動を行っている。 

  

(2)アンケート調査の実施 

 「家庭環境」や「友人等との人間関係」に係る悩み等について、高校生に、直接、アンケ

ート調査を実施することは難しいと考えられるため、ちば産学官連携プラットフォームの

参画校（11 大学・短大）に協力を要請し、以下の内容について、大学生・短大生にアンケ

ートを実施することで、高校在学時にどのようなサポートがあったら良かったか等を調査

することで、ニーズを把握する。 

 

(3)「校内居場所カフェ」の試行（実証実験） 

 千葉県生浜高等学校と連携し、「校内居場所カフェ」を試行する。実施期間を 9 月から 1
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月までとし、3 回程度実施する。また、各回の実施後には、参加者へのアンケートやグルー

プフォーカスインタビューに基づき、検証を重ねる。また、校内居場所カフェを実施するた

めに、産業界、NPO、地域と協議し、実施にあたっての示唆や協力を得る。 

 

(4)効果検証・成果報告 

 「校内居場所カフェ」の実証実験の効果を検証するため、成果報告及びパネルディスカッ

ションを開催する。 

 

6.研究活動の概要 

 コロナ禍の影響（高等学校の休校、緊急事態宣言の発出等）により、令和 2 年 4 月の採択

後、研究計画の遂行の見通しが立たない状況が続いたが、5 月の緊急事態宣言解除後に、研

究活動を開始することができた。しかしながら、校内居場所カフェに関する実証実験につい

ては、食事を提供することから、クラスター感染の予防も考え、令和 2 年度の取り組みを見

送ることとなった。その代わりに、Zoom を活用したリモート相談会を開催することとした。 

 

(1)「校内居場所カフェ」モデルに関する事例研究調査 

 横浜市立横浜総合高等学校、神奈川県立田奈高等学校、神奈川県立大和東高等学校への 3

校を訪問し、各校の「校内居場所カフェ」の事例調査を実施した。 

 

①横浜市立横浜総合高等学校 

令和 2 年 8 月 26 日（水） 14:00～17:00 

②神奈川県立大和東高等学校 

令和 2 年 10 月 2 日（金） 13:30～17:00 

③神奈川県立田奈高等学校 

令和 2 年 10 月 15 日（木） 13:00～16:00 

 

参照：本報告書「高校と連携した「地域まるごと校内居場所カフェ」モデル構築のための実証研

究に向けて：視察ヒアリング調査からの校内居場所カフェの課題と示唆」（石綿寛）、「「ようこそ

カフェ」への視察に関する所見」（谷倉道隆・野村顕司）、「「ぴっかりカフェ」への視察に関する

所見」（青木孝真・石橋正治） 

 

(2)アンケート調査の実施 

ちば産学官連携プラットフォームで実施した「学生意識調査」に、当該の質問項目を含め、

調査を行った。（令和 2 年 10 月） 

 

参照：本報告書「アンケート調査結果及びオンライン相談会の結果」（矢尾板俊平） 
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(3)「校内居場所カフェ」の試行（実証実験） 

 計画では、千葉県生浜高等学校と連携し、「校内居場所カフェ」を試行する予定であった

が、コロナ禍の中で、飲食を伴う活動の自粛が優先されたこと、特に、令和 2 年秋以降、第

3 波の影響も大きく、令和 3 年 1 月からは二度目の緊急事態宣言が発出されたことに伴い、

実証実験を実施することができなかった。その代替措置として、令和 3 年 2 月 12 日に、

Zoom を活用したリモート相談会を開催した。 

 

参照：本報告書「アンケート調査結果及びオンライン相談会の結果」（矢尾板俊平） 

 

(4)効果検証・成果報告 

 令和 3 年 3 月 20 日に、神奈川県立田奈高等学校、神奈川県立大和東高等学校で校内居場

所カフェの取り組みを行っている NPO 法人パノラマの石井正宏理事長を基調講演者とし

て招き、シンポジウム「校内居場所カフェの取り組み、その工夫と課題」を開催した。 

【内容】 

趣旨説明:矢尾板 俊平 (淑徳大学コミュニティ政策学部教授) 

 

第一部 基調講演:14 時 05 分~14 時 45 分 

「校内居場所カフェの取り組み、その工夫と課題」 

石井 正宏 (NPO 法人パノラマ理事長) 

 

第二部 パネルディスカッション:14 時 45 分~15 時 45 分 

「千葉県内高等学校における校内居場所カフェの模索」 

石井 正宏 (NPO 法人パノラマ理事長) 

石橋 正治 (千葉県立生浜高等学校教諭) 

宮内 渉 (NPO 法人ハイティーンズサポートちば、千葉県立千葉工業高等学校教諭) 

矢尾板 俊平 (淑徳大学コミュニティ政策学部教授) 

石綿 寛 (淑徳大学サービスラーニングセンター) 

 

参照：WEB サイト：http://yaoitashumpei.net/ibashocafe/  
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こども企画課におけるこども支援の取り組みと、県立高校への福祉的支援につ

いての課題と方法 

千葉市役所 こども企画課 

 

千葉市こどもプラン（第 2 期）では、「市内全域で幅広い年齢の子どもたちに居場所を提

供する」ことや、「信頼できる身近な相談相手となる大人を育成する」ことを、課題として

提示している。 

このことを受けこども企画課では、子どもの居場所の拠点施設である子ども交流館の運

営や、学校でも家庭でもない、信頼できる大人が見守る第 3 の居場所「どこでもこどもカフ

ェ」の運営補助、「子どもたちの森公園」を中心としたプレーパーク事業等、子どもたちが

気軽に立ち寄り、安心・安全に過ごせる地域の身近な居場所を提供している。 

またそれぞれの居場所で子どもの見守りを行う、信頼される大人を育成するため、植草学

園短期大学との共催により、子どもの居場所におけるボランティアの育成を目指し、市民向

け公開講座「子どもの居場所サポーター養成講座」、並びに子ども理解や虐待対応などの上

級編「子どもの SOS 支援員養成講座」を開催している。さらに、子どもの居場所に関わる

大人たちが様々な情報を共有し、連携を強化したり、子どもたちが市内の子どもの居場所に

関する情報を得やすくしたりするために、子どもの居場所に関するネットワーク化を進め

ていて、関連して現在年 2 回程度「子どもの居場所事業者会議」を開催している。 

県立高校における居場所づくりを進めるにあたって、当課の進める「居場所づくり」はも

ともと高校生も対象に含めており、子ども交流館などにも高校生の来館者がいる。またその

中には、様々な問題を抱えた生徒も一定の割合で存在することから、これまでの居場所づく

りの中から、課題や注意点を考えていきたい。 

例えば上記事業者会議の中で、居場所に関わるスタッフから課題としてよく出されてい

るのが、学校・地域、居場所運営団体との連携にかかわる問題や、継続的に居場所を提供し

ていくための担い手の問題である。子どものトラブル等学校と連携をとっていきたいが、ど

のように進めてよいかわからない。またなるべく多く、子どもの居場所を開きたいが、スタ

ッフの不足や仕事等の時間的な制約により難しいといった意見が聞かれた。 

学校との連携が比較的スムーズに進んでいる団体からは、育成委員会、民生委員など、こ

れまで学校にすでに関わってきている立場、特に公的な立場にある方が含まれていること

により、コミュニケーションがスムーズに取れているという話があった。また、当課の居場

所事業には登録をしていないが、市内中学校で校内居場所カフェを開いている方も、民生委

員児童委員が中心となり、すでにある学校とのパイプを活かして活動日を設定したり、生徒

に周知をしたりしているとのことである。個人情報保護や安全管理の問題など、学校側とし

てもクリアしなければならない事柄がいくつもある。学校との関係がすでにできている方、

地域の方などに運営に参加をしていただく、もしくは行政の側も積極的に活動の周知や話

し合い等に参加をしていくことで、お互いの考えや事情を知り、課題を解決していく必要が
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ある。 

現在こども企画課で進めている子どもの居場所づくりについては、子ども交流館など一

部の施設を除いて NPO 法人や地域の方などのボランティアと市が連携して取り組んでい

る。また、市民向けの公開講座を開くことで、居場所に関わるボランティアを増やすことを

目指している。年に何組か、ボランティアの希望者とこどもの居場所とのマッチングを行っ

ているが、今後講座受講者にプッシュ型でボランティア参加者を募るなど、積極的なアプロ

ーチもかけていくことも考えられる。また、継続的な活動であることに加え「県立高校内の

居場所」をつくる意義を考慮すると、例えば問題を抱えた子に対する対応の方法や知見など

も必要になってくるため、専門的な研修を受けていたり、関連する資格を有していたりする

スタッフが必要となってくる。当課でも、講座の上級編を継続的に開催し、専門的な知識の

習得をしていただくようにしたいと考えている。 

学校、地域、行政、また居場所に関するスタッフと、それぞれがもつ特徴や良さを生かし

ながら進めることで、よりよい居場所をつくり、増やしていきたいと考えている。 
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高校生への福祉的支援の取り組みの現状と課題-不登校および貧困問題への支

援から- 

石綿 寛 

1．はじめに 

 現在社会において高等学校の役割の変化が指摘されている。高校生は仕事と切り離され

た「学ぶだけの」期間として高校生活を送ることができるという前提が揺らいでいる（杉田

2020）。家庭の困窮のため家族を支えながら高等学校に通う高校生や、「学ぶだけの」期間と

して十分な環境が提供されていない高校生の存在が指摘されている。また、ほとんどの中学

生が高校生になる現在において1、高校に通うことの意義や居場所を見つけられず不登校に

なる高校生の存在も問題として指摘されている2。 

 政府はこのような高校生の問題に対して、高等学校等就学支援金制度や高校生等奨学給

付金を提供している。また、後述するように高校生への福祉的支援として高等学校などにス

クール・ソーシャルワーカー（以下 SSW）などを派遣する制度を創設している。しかしな

がらそれらの制度は十分であると言えるであろうか。高校生の福祉的支援の現場に向き合

う校内居場所カフェの取り組みが明らかにしていることは、それらの制度だけでなく、制度

の前にある支援の重要性である。 

 本稿ではこの領域における高校生に対する福祉的支援の重要性を議論するため、まずは、

福祉的支援が向き合う課題である不登校の問題そして、子供の貧困の問題の現状を政府デ

ータより振り返る。また同じ問題の千葉県内の現状を千葉県内データより整理する。その後、

政府の福祉的支援の取り組みである SSWの現状を議論し高校生の福祉的支援の可能性とし

て校内居場所カフェの事例を取り上げる。 

 

2．全国の不登校の状況と子供の貧困問題 

 本節では、高校生の福祉的支援が向き合う課題として、高校生の不登校3の問題そして貧

困の問題を整理する4。 

 まず全国の高校生の不登校問題について、文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生

 

1 この背景には、中卒者や高卒者の正社員としての就職機会の減少、労働状況の悪化など

も（杉野 2020：20-21）背景にあると考えられる。 

2 例えば、このような貧困などにより教育機会が失われることの損失は、将来的に 40 兆円

を超えると指摘する報告もある（NHK スペシャル取材班 2018：154-155）。 

3 文部科学省の定義によれば、「「不登校」とは，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，児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある

者（ただし，「病気」や「経済的理由」による者を除く。）をいう」。 

4 もちろん不登校の問題と貧困の問題は関係している可能性は十分に考えられるだろう

（例えば、直島 2018）。 
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徒指導上の諸課題に関する調査結果について」よりデータを用いて現状を示していく。少な

くない数の高校生が不登校により高校を長期欠席している現実がある。図１は、2015 年度

から 2019 年度までの全国高等学校における不登校生徒の推移を示している。該当期間にお

いて全学生のおよそ 1.5％強の学生が不登校の問題を抱えていることを図は示している。 

 

 
図 1．高等学校不登校生徒の推移5 

出所：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果につい

て」（平成 27 年から令和元年度）より作成。 

 

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果につい

て」で実施された不登校になった生徒へのアンケートを参考に図 2 は、不登校生徒の不登

校になった要因について示している。2015 年度から 2018 年度まで多くの不登校生徒にと

って「無気力」や「不安」が、一貫して不登校になった要因として指摘されている。これは、

調査方法が変更になった 2019 年でも継続している6。そして図 3 が示すように、2015 年度

から 2019 年度の間に、不登校生徒のおおよそ 5 人から 4 人に 1 人が高等学校を中途退学し

ている。 

 

5 高等学校には中等教育学校後期課程を含む。 

6 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果につ

いて」の令和元年度の調査結果では、33.8％の生徒が主たる要因として「無気力・不安」

により不登校になっていると申告している。 

49563
48565

49643

52723

50100

1.49 1.46 1.51
1.63 1.58

0

0.5

1

1.5

2

40000

45000

50000

55000

60000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

％

人数

年度不登校生徒の推移（人）

不登校生徒の推移割合（％／全生徒数に対する不登校生徒）



13 

 

 

図 2．不登校の要因（本人に係る要因） 

出所：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果につい

て」（平成 27 年から令和元年度）より作成7。 

 

 

図 3．全国高等学校不登校生徒の中途退学の割合 

出所：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果につい

て」（平成 27 年度から令和元年度まで）より作成 

 

7 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」では「本

人に係る要因」を不登校生徒に選択させ主要因を特定したうえで、その背景を「学校に係る

状況」および「家庭に係る状況」より選択させている。 
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 次に厚生労働省「国民生活基礎調査」および内閣府「子供の貧困の状況と子供の貧困対策

の実施状況」のデータより、高校生の貧困問題について現状を示す。図 4 では日本社会の相

対的貧困率と子供の貧困率を示している。90 年代相対的貧困率はゆるやかに上昇をしてお

り、2000 年代後半以降 15％強が「等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根

で割って調整した所得）の貧困線（中央値の半分）に 満たない世帯員」となっている。そ

れと共に子供の貧困率も上昇している。確かに 2012 年以降、子供の貧困率は低下している

がまだ約 7 人 1 人が貧困状態にあり 2018 年の子供の貧困率 13.5％は OECD の平均 12.8％

（2017 年）を上回っている（田中・伊藤 2020）。 

 

図 4．日本の相対的貧困率および子供の貧困率推移 

出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」（令和元年度版）より作成。 

 

そしてこの子供の貧困は、子供の進学機会や就学に影響与えている。図 5 は、貧困世帯と

考えられる世帯の進学率の推移を示している。全世帯の中等教育過程への進学率に比べて

それぞれ約 3-5 ポイント程、進学率が下回っていることが示されている。また、図 6 が示

すように生活保護世帯の高校生徒の中退率は、全世帯に比べて約 3 倍高くなっている。 
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図 5．生活保護世帯に属する子供・児童養護施設の子供・ひとり親家庭の子供の進学率の推移 

出所：内閣府「子供の貧困の状況と子供の貧困対策の実施状況」（平成 27 年度から令和元年度）

より作成8 

 

図 6．生活保護世帯および全世帯の高校中退率の推移 

出所：内閣府「子供の貧困の状況と子供の貧困対策の実施状況」（平成 27 年度から令和元年度）

より作成 

 

 以上より、全国高校生の約 1.5％が不登校の問題を抱えており、また子供の貧困率が示す

ように少なくない数の高校生が、就学や継続して学ぶことが不利になっている貧困の中で

 

8 2015・2016 年ひとり親家庭の子供の進学率は平成 23 年度全国母子世帯等調査(特別調査）

による。2017・2018 年ひとり親家庭の子供の進学率は、平成 28 年度全国ひとり親世帯等

調査（特別集計）による。2019 年全世帯の子供の進学率は、学校基本調査（令和元年度結

果の概要）による。 

92.8 
93.3 93.6 93.7 94.0 

97.0 
97.5 

98.1 

95.8 

96.2 

93.9 93.9 

96.3 96.3 

95.9 

98.8 98.9 99.0 99.0 99.0 

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

2015 2016 2017 2018 2019

%

年

生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率

児童養護施設の子供の進学率（中学校卒業後）

ひとり親家庭の子供の進学率（中学校卒業後）

全世帯の子供の進学率（中学卒業後）

4.5 4.5 
4.1 4.1 4.3 

1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2015 2016 2017 2018 2019

％

年

生活保護世帯の高校中退率 全世帯の高校中退率



16 

 

高等学校に通っていることが推測できる。またそれ以外にも昨今問題として取り上げられ

ている「ヤングケアラー」などの「見えない貧困」を抱える高校生の存在も指摘されている

（久永・畑山 2021）。 

 

3．千葉県の状況―千葉県内高等学校における不登校問題および県内中学生における貧困問

題 

 次に、千葉県における高校生の不登校の問題および貧困の問題を、千葉県教育委員会「児

童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」および千葉県「千葉県子ど

もの生活実態調査報告書」より整理をする。 

 図 7 は 2015 年度から 2019 年度の千葉県内高等学校における不登校生徒数および不登校

生徒の割合の推移を示している。2015 年度から 2018 年度まで県内高等学校の不登校生徒

数は 2600 人強で推移し、割合は約 2.5-2.6％であった。2019 年度に不登校生徒は前年比お

よそ 300 名減少し、不登校生徒割合は 2.37％となった。しかしながら、全国の不登校生徒

割合が 2019 年度に 1.58％であることに比べると高い水準となっている。その一方で、図 8

が示すように、2015 年度から 2019 年度の千葉県内高等学校不登校生徒の中途退学率は全

国に比べてやや低いポイントとなっている。図 9、図 10 は、千葉県内高等学校（全日制・

定時制）の不登校に対する不登校生徒本人に係る要因を調査した結果を示している。ここで

も全日制・定時制ともに全国調査と同じく、「無気力の傾向」が多くの不登校学生によって

不登校の要因と申告されている。 

 
図 7．千葉県内高等学校における不登校生徒数および割合の推移 

出所：千葉県教育委員会「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（平

成 27 年度から令和元年度）より作成9 

 

9 全国の値は、文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調
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図 8．千葉県内高等学校における不登校生徒の中途退学率の推移 

出所：千葉県教育委員会「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（平

成 27 年度から令和元年度）より作成10 

 

図 9．千葉県内高等学校（全日制）不登校生徒の本人に関わる要因 

千葉県教育委員会「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（平成 27

年度から令和元年度）より作成 

 

査結果について」（平成 27 年度から令和元年度まで）より作成。 

10 全国の値は、文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査結果について」（平成 27 年度から令和元年度まで）より作成。 
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図 10．千葉県内高等学校（定時制）不登校生徒の本人に関わる要因 

出所：千葉県教育委員会「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（平

成 27 年度から令和元年度）より作成 

 

 千葉県の実施した「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）11で

は、県内中学 2 年生（および小学 5 年生）とその保護者を対象にした子供の貧困に関する

調査が実施されている。彼らのうちの一定数が 2021 年に県内高等学校に進学した可能性あ

る。同調査では、「低所得」、「家計の逼迫」、「子供の体験や所有物の欠如」の 3 要素うち 2

要素以上あてはまる回答者を「困窮層」として定義している。同調査回答中学生のうち 8.2％

が困窮層（一般層は 78.0％）として分類されている。以下では、同調査で記された困窮層と

して分類される中学生（困窮層中学生）およびその保護者と一般層の中学生（上述の 3 要素

のうち 1 要素の該当もない層；一般層中学生）とを比較することで、困窮層中学生および保

護者の生活環境・学習環境を整理する。 

 同調査では、困窮層中学生と一般層中学生の間で、学生生活を送るうえで、個人が持てる

資源の差を示している。図 11 は、困窮層中学生と一般層中学生の「使用できるもの」、の割

合を示している。携帯電話・スマートフォンを除き、困窮層中学生と一般層中学生の間で、

 

11 「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）では、県内の 15 市町

村（柏市、成田市、旭市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、四街

道市、匝瑳市、山武市、多古町、睦沢町、長生村）の小学 5 年生および中学 2 年生とその保

護者に実態調査票（子供票・保護者票とも 20840 件）を配布した。子供票・保護者票それぞ

れ 7173 件、7185 件の回答があった。なお概要版では、「統計的に有意な差が認められるデ

ータを基に作成している」とされる。 
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使用できるものに 10％ポイント程の違いがあることがわかる。また図 12 は、困窮層中学生

と一般層中学生の「ほっとできる居場所」の有無を示しているが、困窮層中学生の方が一般

層中学生に比べて自宅をほっとできる居場所と回答した生徒の割合が少なく、「ほっとでき

る居場所がない」と回答をした生徒の割合は 2 倍ほど高かった12。 

 

図 11．「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」における中学生 2 年生の使用できるも

の 

出所：千葉県「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）より作成 

 

図 12．「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」における中学生 2 年生のほっとできる

居場所 

出所：千葉県「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）より作成 

 

12 これ以外でも同調査では、朝食を食べる頻度や野菜を食べる頻度などの困窮層中学生と

一般層中学生の違いを示している。 
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学習環境においても、図 13 が示すように、「学習環境として使用できるもの」、特に子供

部屋や自分の勉強机、宿題をする場所において困窮層中学生は一般層中学生よりも使える

資源が少ない結果になっている。図 14 は、自宅にいる大人と学校生活について話す頻度に

ついて示しているが、「ほぼない」と回答した一般層中学生は、8.2％だったことに対して困

窮層中学生では、17.9％となっている。 

 
図 13．「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」における中学生 2 年生の持ち物・自宅

での学習環境 

出所：千葉県「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）より作成 

 
図 14．「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」における中学生 2 年生のおうちの大人

と学校生活の話をする回数 

出所：千葉県「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）より作成 

 

学校における授業の理解度の差も同調査は示している。図 15 は、困窮層中学生と一般層
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中学生の授業の理解度を示している。一般層中学生の 83.1％が授業を「いつもわかる」「だ

いたいわかる」と回答しているのに対して、困窮層中学生は 62.2％となっている。また授業

を「あまりわからない」「わからないことが多い」もしくは「ほとんどわからない」と回答

した一般層中学生は、15.3％となっているのに対して、困窮層中学生は 37％となっている。 

 

図 15．「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」における中学生 2 年生の授業の理解度 

出所：千葉県「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）より作成 

 

さらには、貧困層中学生は、一般層中学生に比較して自己肯定感が低いことも同調査では

報告されている。図 16 が示すように、「がんばれば報われる」、「自分は価値がある」などの

質問項目に対して「思わない」と回答した貧困層中学生の割合は一般層中学生と比較してほ

ぼすべての項目で高くなっている。またこれは、貧困層の自己肯定感の低さは、図 17 が示

すように貧困層中学生の保護者においても共通している。 

 

 
図 16．「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」における中学生 2 年生の自己肯定感（「思

わない」回答の割合） 

出所：千葉県「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）より作成 
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図 17．「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」における中学生 2 年生保護者の自己肯

定感（「思わない」回答の割合） 

出所：千葉県「千葉県子どもの生活実態調査報告書〔概要版〕」（令和元年度版）より作成 

 

以上より、千葉県内における不登校および子供の貧困問題について「児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」および「千葉県子どもの生活実態調査報告

書〔概要版〕」をもとに概観をしてきた。やや低下傾向はあるものの千葉県高校生の不登校

生徒の割合は全国よりも高くなっており、不登校生徒の約 20％の生徒が中退をしている。

全国の調査結果同様、「無気力の傾向」が不登校生徒の間で不登校に至る要因として申告さ

れていた。また「子どもの生活実態調査報告」（令和元年度）より 2021 年現在高校 1 年生

に進学していると予想される当時の千葉県内中学 2 年生の貧困問題を概観した。低所得や

家計の逼迫、所有物の欠如に直面していた中学 2 年生は、それらを経験していない一般層

中学生に比較して、「ほっとできる居場所」や「勉強できる環境」が欠如している割合が高

く、授業理解度も低い割合が高い。さらに彼らは、自己肯定感も低い傾向があった。 

  

4．高校生への福祉的支援の実践：スクール・ソーシャルワーカー（SSW）および校内居場所
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校が生徒の「学ぶ場」であるだけでなく、生徒が「安心して学べる条件をつくる場」として

機能することが要請されているといえるだろう。 

それではこのような状況を受けて、高校生に対してどのような福祉的支援が実施されて

いるだろうか。本節では、文部科学省による SSW の設置の現状と課題、校内居場所カフェ

の事例について議論をする。 

 

(1)高等学校におけるスクール・ソーシャルワーカー（SSW）の配置について 

文部科学省も高校生を取りまく課題を背景に、高校生を含んだ学校への福祉的支援を重

要な課題として位置づけている。2015 年中央教育審議会の「チームとしての学校の在り方

と今後の改善方策について（答申）」においては、高校生を含む子供を取り巻く課題の複雑

化・多様化に対して「学校や教員だけでは、十分に解決することができない課題も増えてい

る」13ことから、「教職員に加え，多様な背景を有する人材が各々の専門性に応じて，学校運

営に参画することにより，学校の教育力・組織力を，より効果的に高めていくことがこれか

らの時代には不可欠である」とした。そしてこの中で、SSW を含む多様な専門能力スタッ

フを配置し連携・分担し職務を担う体制を整備することが提言された。その後 2017年には、

学校教育法施行規則が改定され、専門スタッフの職務規定が新設された。そして 2019 年に

は、「支援が必要な児童生徒・家庭への対応」は、教師だけでなく専門スタッフと積極的に

連携・協力等による学校業務の明確化・適正化が答申されている（中央教育審議会 2019「新

しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策について（答申）」）。 

高校生への福祉的支援という取り組みに対して、直接関係してくる SSW の職務規定は

「学校における児童の福祉に関する支援に従事する」とされている（中央教育審議会 2017

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案（概要）」）14。2009 年度より国庫補助事業な

 

13 同答申ではその背景として、以下のように述べられている。 

都市化・過疎化の進行、家族形態の変容、価値観やライフスタイルの多様化、地域社

会等のつながりの希薄化や地域住民の支え合いによるセーフティネット機能の低下な

どが考えられる。また、情報技術の発展により、各種の情報機器が子供たちの間でも

広く使われるようになり、人間関係の在り様が変化してきていることもある。 

 さらに、我が国の子供の貧困の状況が先進国の中でも厳しいということも明らかに 

なっており、学校における対応が求められている。（2015 年中央教育審議会の「チー

ムとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」） 

14 この規定は高等学校に対しても準用されている。SSW の日本での導入時期は、1980 年頃

で地方自治体の独自の取り組みとして開始されたとされている（学校等における児童虐待

防止に向けた取組に関する調査研究会議 2006「「学校等における児童虐待防止に向けた取組

について」（報告書）」p．77）。総務省行政評価局によると、 
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っており、国が経費の 3 分の 1 以内を補助することとされている（総務省行政評価局 2020：

5）15。文部科学省は、SSW の特色として以下の 2 点を指摘している16。 

 

①第一に児童生徒との関係性である。これまでは、「無力あるいは非力な子どもを大人

が指導、教育する」という視点で対応の枠組みが組み立てられてきた。だが、スクール

ソーシャルワークでは、職業的価値観である「人間尊重の理念」のもとに、「問題解決

は、児童生徒、あるいは保護者、学校関係者との協働によって図られる」と考える。ス

クールソーシャルワーカーは、問題解決を代行する者ではなく、児童生徒の可能性を引

き出し、自らの力によって解決できるような条件作りに参加するというスタンスをと

る。 

②第二に、問題を個人の病理としてとらえるのではなく、人から社会システム、さらに

は自然までも含む「環境との不適合状態」としてとらえる。ゆえに、対応としては、「個

人が不適合状態に対処できるよう力量を高めるように支援する」、あるいは「環境が個

人のニーズに応えることができるように調整をする」という、「個人と環境の双方に働

きかける」という特徴を有する（学校等における児童虐待防止に向けた取組に関する調

査研究会議 2006「「学校等における児童虐待防止に向けた取組について」（報告書）」p．

77） 

 

 しかしながら、期待はされている一方で、SSW の配置の中心は小学校・中学校となって

おり、高等学校における導入は限定的となっている。例えば、文部科学省による SSW の配

 

SSW の選考は、当該事業の実施主体である都道府県、政令市又は中核市（間接補助事

業として行う場合は、市町村（特別区及び市町村の組合を含む）。・・・）が行っている。

SSW の選考基準は、社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有

する者等から、都道府県、政令市又は中核市が選考し、SSW として認めた者とされて

いる（総務省行政評価局 2020：13）。 

15 ただし、「地方公共団体では地方単独負担により、地域の特性や実情に応じて地方独自の

様々な専門スタッフを配置していることが予想される」としている。このような場合、国庫

負担外の「地方独自の専門スタッフ」が配置されている場合がある（総務省行政評価局 2020：

4）。文部科学省は 2009 年度より教育委員会・学校等に SSW の配置を促進するために、「ス

クールソーシャルワーカー活用事業」を実施している（総務省行政評価局 2020：13）。 

16 SSW は一般的に、単独校型（一つの学校に配置され、基本的に当該学校のみを担当す

る）、拠点校型（特定の学校を拠点に、複数の学校を担当する）、派遣型（教育委員会等に

配置された上で、必要に応じて学校等に派遣される）、巡回型（教育委員会等に配置され

た上で、域内の学校を巡回する）の 4 つの形態のいずれかで配置されている（総務省行政

評価局 2020：13-14）。 
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置目標はすべての中学校区への SSW の配置となっている17。また、2018 年度に文科省の予

算要求で示された SSW の高等学校への配置目標は、前年度同様 47 名（2018 年高等学校数

4897 校中）となっており小中学校の 10000 人（2018 年小・中学校数 30162 校中）と比較

しても明確な差がある18（文部科学省 2018 年「文部科学省における平成 31 年度児童虐待防

止対策関連予算要求について」）19。また、SSW の導入における課題を調査した総務省行政

評価局による「学校における専門スタッフ等の活用に関する調査 結果報告書」20において

報告された事例の中では、SSW の相談数が多く県内すべての定時制高等学校に SSW の配

置を検討したいという事例が紹介された一方で具体的な SSWの活用に対して教職員の理解

が進んでいない状況や、SSW と接する機会が少ないため生徒や保護者から SSW に相談し

たいという意向が聞かれないという報告もなされている（総務省行政評価局 2020：30）21。 

 以上の SSW の取り組みや設置状況を鑑みると、国が制度的に全高校生に対する福祉的支

援を保障できているとは言い難いのが現状である。ただし、高等学校に全面的に SSW を配

置するという選択を取らないことにも理由はある。例えば、このような背景として高橋他は、

「そもそも高等学校は小中学校とは異なる教育のシステムを有し、かつ、生徒の状況に関す

る学校間差が著しい。そのため〔SSW〕の活用場面や活用方法は一律では考えにくい」（高

橋他 2016：287）と指摘している。 

 それではどのような形態で高校生への福祉的支援を実現することができるのか。以下で

はそのような形態の一つの形として校内居場所カフェの取り組みを取り上げたい。 

 

(2)校内居場所カフェの取り組み：大阪府西成高等学校の事例から 

 高校生への福祉的支援が国によって十分に保障をされていない中で、学校関係者と外部

支援団体が協力しながら独自に高校生を支援しようという試みが始まっている。その一つ

 

17 2017 年全中学校区総数 9479 中学校区に対して「5738 中学校区に少なくとも 1 校以上の

SSW の対応実績がある状況（同 60.5％）となっている」（総務省行政評価局 2020：16）。 

18 総務省行政評価局による「学校における専門スタッフ等の活用に関する調査 結果報告

書」によれば、中学校時代に SSW が支援を行った生徒を同じ SSW が継続して支援を行う

ケースなどの対応がなされている場合がある。 

19 この高等学校への SSW47 名の配置（目標）は、2015 年度から変化をしていない（文部

科学省初等中等教育局 2015「学校における教育相談に関する資料」）。 

20 この総務省の調査では、17 県教育委員会、32 市教育委員会、公立小学校 64 校、公立中

学校 64 校および公立高等学校 17 校が対象となった（総務省行政評価局 2020：16）。 

21 高等学校に限らず、SSW の理解が十分に学校現場に浸透していない事例が多々あること

が指摘されている。総務省の調査によると、「SC〔スクールカウンセラー〕及び SSW の専

門的職務及び具体的な役割に関する教委及び学校の理解不足が原因となって活用に課題が

ある事例等がみられた」（総務省行政評価局 2020：16）。 
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の形態が校内居場所カフェである。本節では校内居場所カフェの取り組みを大阪府西成高

等学校の「となりカフェ」から整理したい。2012 年に日本ではじめての校内居場所カフェ

「となりカフェ」の立ち上げにかかわった辻田梨沙は以下のように述べている。 

 

不登校だった中学生が高校生になると、義務教育期間とは違い、支援の窓口もきっか

けも格段に乏しくなる。そのため、高校をドロップアウトすると問題自体が個人の責任

とされ、問題が深刻化、長期化する可能性があり、高校を中退してサポートを必要とす

る若者が「潜在化」することをなんとかして防ぎたかった（辻田 2019：20-21）。 

 

 それでは校内居場所カフェとはどのような支援なのか。大阪府西成高等学校「となりカフ

ェ」の取り組み22から、校内居場所カフェの高校生に対する福祉的支援は大きく分けて 3 つ

の特徴がある。 

 1 つ目の校内居場所カフェによる支援の特徴は、学校生活に困難を抱える生徒に対して教

員や職員などの校内の人材だけでなく学外の協力団体と連携をして支援を実施しているこ

とである。大阪府西成高等学校の場合は、一般社団法人 office ドーナツトークが運営をして

いる。カフェの運営以外にも、「地域で行われている仕事体験への同行やアルバイト探しの

サポート、また学内では生徒支援会議への出席、管理職の先生方との定例会議や各専門職と

の協力など」も実施しているという（奥田 2019：30）。office ドーナツトークの奥田紗穂に

よれば、 

 

 相談室での 1 対 1 の面談より、ラフに、雑談を通して、近況の把握に努めたり、中退

を考えている生徒に対し、他の選択肢を伝えたり、退学へと流れてしまうことを防ぐこ

とが重要な役割です。そのラフにトークできる相手というのが、先生でもない、親でも

ない、「オトナ」なのです。スタッフ相手に話す中には利害関係が生まれません。無責

任に、気軽に話せる相手なのです（奥田 2019：31）。 

 

 2 つ目の校内居場所カフェの支援の特徴は、この奥田のコメントが示すように、SSW の

ような専門家としての支援や「高校生への支援」ということを前面に出しているわけではな

いことである。高校生にとって「安心で安全な場」を提供すると共に、「居場所カフェ」と

いう名前が示すように、高校生が「くつろげる場」「楽しめる場」としてもカフェを展開し

 

22 新型コロナウィルス感染症が拡大する以前の 2019 年現在、となりカフェは、 

月に 5 回ほど火曜・木曜日に OPEN しており、朝（モーニング）とお昼休みの時間

帯、もしくは、お昼休みと放課後の時間帯の 2 セットで運営しています。・・・朝は

10 名ほど、昼は 20 名、放課後は 20～30 名ほどの生徒が来室します。試験期間中は

CLOSE にし、試験最終日は OPEN しています（奥田 2019：29）。 
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ている。奥田は以下のように述べている。 

 

となりカフェの立ち位置は学校内のフリースペースであり、そこは保護者や先生とは

違う価値観をもつオトナが存在する”サードプレイス”23の空間です。となりカフェをは

じめとするドーナツトークの高校生カフェプロジェクトでは、高校生が悩んだ際に行

く場所を相談室などの名称ではなく、だれでも気軽に立ち寄れるところ、また、高校生

が憧れる場所であるという想いからカフェという名称をつけました。相談がないから

行けないのではなく、誰でも来ることができる「居場所」です。 

 このプロジェクトでは中退予防や不登校防止が目的でもあるため、高校生と出会え

る場所であることがカギとなります。相談がなくても飲食を口実に来所することがで

き、相談するという敷居を低くすることにもつながっており、高校生へのアウトリーチ

のための工夫がなされています（奥田 2019：30-31）。 

 

また、office ドーナツトーク代表の田中俊英も誰でもいられる場所だからこそ問題を抱える

高校生も訪れやすくなるという。なぜならば貧困などの問題に直面している生徒は「「支援」

を受けるのが恥ずかしい、そんな場所に立ち寄っている姿を見られたくない」というあきら

めや恥を感じているためであるという（田中 2019：16-18）。奥田によれば、誰でもが立ち

寄ることができ、かつ「安心安全な場が保証され、少しでも信頼できるオトナがいることで、

生徒はぽつぽつと話し始めるのです」（奥田 2019：31）。そして、個人の情報の扱いには注

意した上でそこで語られる生徒の話やカフェに立ち寄った生徒の様子などをカフェスタッ

フや教員・職員間で共有し、カフェでのサポートや学内・学外での支援につなげていくとい

う（奥田 2019：31-32）。 

 そして 3 つ目の支援の特徴として、支援内容もいわゆる「福祉的」支援だけではなく、編

み物や、クイズ大会、カップラーメン食べ比べ、七夕などのイベントをカフェで開催するこ

とで「文化の提供」も実施している（田中 2019：19；奥田 2019：37-38）。奥田はそのよう

なイベントを開催する理由として「文化的貧困」へのアプローチを上げている。 

 

貧困を背景にもつ生徒さんはそうでない生徒さんに比べて体験に偏りがあり、特に文

化的な体験はどうしても世帯の経済状況に左右されます。そのようなことから小さな

頃にできなかった体験をしてみたり、季節や文化に触れることができるとなりカフェ

は文化の香りがあるのです（奥田 2019：37）。 

 

 

23 田中によれば、サードプレイスとは「気軽に立ち寄れるその「場所」で、たまたまその

日そこにいて気軽におしゃべりできる第三者的「他者」とリラックスした時間を過ごすと

ころ」であるという（田中 2019：17）。 
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様々な経験をできる場として校内居場所カフェを機能させることで、生徒たちの「世界を少

し広げるお手伝い」をするという（奥田 2019：38）24。 

 奥田はとなりカフェの効果を以下のように述べている。 

 

 安心で安全な場を感じながら人に話を聞いてもらう時間や、同じような経験をした

人との出会いなど、カフェで感じた刺激は生徒によってさまざまです。卒業後も、社会

の中で自身のサードプレイスを見つける力ができれば、それはとなりカフェの効果で

あると言えるのだと思います（奥田 2019：39）。 

 

5.まとめ 

 以上本稿では、高校生を取り巻く福祉的な課題として高校生の不登校の問題および貧困

の問題をデータから整理するとともに、それらの問題に対する福祉的支援の現状を SSW お

よび校内居場所カフェの事例から確認してきた。 

 国内の高等学校は多様な高等学校が存在すると指摘されている。その中には、高校生の不

登校の問題や貧困が身近でない高等学校もあるかもしれない。しかしながら、全世帯中学生

の高等学校への進学率が 99％に達している現在において、それが不登校問題や貧困の問題

が高等学校において問題とされないことの理由とされるべきではない（図 5）。本稿でも確

認したように、不登校の問題に直面している生徒、貧困状況の中で高等学校に通う生徒は一

定数存在することが推測できる（図 1、図 14）。そしてそれらの問題に対処することが期待

される SSW が高等学校において全国的には小・中学校程、量的に重視はされていない。こ

れは、高校生の福祉的課題に対する対策が、小・中学校と高等学校で切り離されていること

を示す一例であるだろう。 

 しかしながら、SSW を量的に高等学校に増やすことが高校生の福祉的支援の在り方とし

て必ずしも解決策ではない可能性がある。上述したように、不登校生徒の多くが「無気力」

や「不安」が原因であると申告している（図 2・図 10）。また千葉県の調査が示したように

貧困層中学生においては自己肯定感が一般層中学生に比べて低い傾向になっている（図 16）。

このような中で、困難を抱える学生が自分自身の困難を、相談に値する問題として自分自身

で認識するまたは SSWなどの専門家に対して相談できるという想定は成立が困難ではない

だろうか。 

校内居場所カフェの実践が示していることは、高校生の福祉的支援を効果的に実施する

ためには、「SSW のような専門家につなぐ前の段階の支援」もしくは「支援とされることの

前の段階の支援」の必要性である。つまり、高校生が「ほっとできる場」を提供することで

 

24 田中は、「多様な文化と価値の獲得」が、結果として（広義を含めての）児童虐待の連

鎖から生徒を解き放ち、より自由な生き方を選択できる「土台」になるのだと僕は期待し

ています」と述べている（田中 2019：19）。 
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あり、「自分のつらさ」を問題として語っていいと感じられる場をつくることであり、そし

て問題を問題として語ることを学べる文化をつくる場の必要性である。これらの「支援の前

の段階の支援」は、必ずしも福祉的支援とされてこなかった領域であるだろう。だからこそ、

専門家や高等学校の教職員だけでなくそれを取り巻く支援団体そして地域社会の創造的な

取り組みが試される領域であるだろう。 
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高校と連携した「地域まるごと校内居場所カフェ」モデル構築のための実証研

究に向けて：視察ヒアリング調査からの校内居場所カフェの課題と示唆 

石綿 寛 

 

 本節では、千葉市共同研究「高校と連携した「地域まるごと校内居場所カフェ」モデル構

築のための実証研究」において実施した、視察調査の結果およびそこから明らかになった課

題と示唆について記述をする。視察調査は、高等学校の校内居場所カフェの先進事例と考え

られる、横浜市立横浜総合高等学校「ようこそカフェ」（2020 年 8 月 26 日実施）、神奈川県

立大和東高等学校「Border Cafe」（2020 年 10 月 2 日実施）、神奈川県立田奈高等学校「ぴ

っかりカフェ」（2020 年 10 月 15 日実施）の 3 校を対象に実施した。いずれの高等学校に

おいても「カフェ」運営に係る担当者等に対してインタビューを行うとともに、実際の活動

現場を見学した。 

 以下ではそれぞれの高等学校の校内居場所カフェに関する経緯や状況、校内居場所カフ

ェの活動に対する所見を整理する。その後、3 校の調査をもとにした校内居場所カフェの共

通の課題と示唆について整理する。 

 

1．横浜市立横浜総合高等学校「ようこそカフェ」 

 

①「ようこそカフェ」設立の経緯 

 横浜総合高等学校は 2021 年度に 20 周年を迎える高等学校で、横浜市内の定時制高等学

校4校が統廃合をして設立された学校である。3部制の定時制で生徒数は1100人程である。 

生徒の中には貧困問題に直面している生徒や不登校経験がある生徒なども少なくないよ

うである。そこで横浜総合高等学校では、スクールカウンセラーや横浜市のソーシャルスク

ールカウンセラー制度を利用している。しかしながら、それらの制度の中心は義務教育課程

であり、課題を抱える生徒に対するさらなるサポートが必要とされる中で、横浜市立大学と

公益財団法人よこはまユースのプロデュースによって 2016 年より「ようこそカフェ」が実

施されることになった。 

 

②「ようこそカフェ」の運営 

 ようこそカフェは、生徒の居場所をつくることを目的に実施されている。横浜総合高等学

校は一足制のため、かつての県立高等学校舎で使われていた下駄箱スペースが余っており、

そこを利用してカフェを開催している。カフェの運営には、よこはまユースを含め、就業支

援の団体、生徒のメンタルをサポートする団体、外国籍に伴う問題に対処できる外部の団体

が関わっている。新型コロナウィルス感染症対策のため 2020 年視察時は提供ができていな

かったが、調理スペースもカフェの近くにあり、2 年ほど前より生徒に温かい食事・軽食を

提供している。 
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 横浜総合高等学校が 3 部制ということで、ようこそカフェはお昼の 12 時から夕方の 17

時半まで年 25回程オープンしている。1回 200人程の生徒がカフェに訪れるという。カフ

ェの運営にあたっては、3つの団体からコーディネーターが毎年 1～2名選出され、コーデ

ィネーターが 10人程度のボランティアとともにカフェ運営を実施する。ボランティアには

社会人や大学生、メンタルのサポートをできる相談員や DV などの相談に乗れる NPO 職員

などが含まれる。 

 

③「ようこそカフェ」運営における高校生への支援 

 ようこそカフェは、高校生の居場所としてそして高校生が相談をできる場として機能で

きるように、お菓子や食べ物を用意し、それをきっかけにカフェに来て、大学生や相談のス

タッフに実際に出会って顔が繋がることができるような生徒が主体的かつ気軽に立ち寄れ

る場であるように工夫をしている。そのため、ようこそカフェは、飲食を提供することで、

誰でもが気軽に立ち寄れる場であると同時に、生徒とボランティア、コーディネーターを含

むカフェスタッフが知り合い、その延長で相談ができる形になっている。 

カフェ終了後、振り返り会が実施され、相談の内容はカフェスタッフで共有されるととも

に、学校の教職員とも振り返り会を実施し必要な情報を共有できる取り組みをしている。そ

して、生徒にとって必要な場合には、学校外部の相談機関につなげていく。また、ようこそ

カフェで生徒と知り合っておくことで、その生徒が高等学校を卒業した後でも支援できる

体制をよこはまユースが用意している。 

 

④「ようこそカフェ」に関する所見 

 校内居場所カフェの運営において、課題となるのは、活動経費、活動に対する理解、活動

の属人性の 3 つが挙げられる。 

活動経費について、「ようこそカフェ」では、2020 年度からは横浜市教育委員会が予算化

しているが、それ以前は、大学の研究助成金や外部団体の取得した補助金・助成金などを組

み合わせて運営されていた。行政が継続的に予算化していくためには、事業の成果等の測定

等も必要であり、この点が課題であると言える。 

 2 つ目は、活動に対する理解である。カフェでは、調理を伴う飲食物を提供するため、食

品の安全性や管理に対して校内外の理解を得ることの難しさがある。また高等学校内にお

いて外部団体と取り組みをする際に教職員の理解が得ることの難しさもある。そのため、理

解のある教職員がカフェの準備や相談の引継ぎなどを中心的に担っていることが重要であ

ると考えられる。 

 3 つ目は、活動の属人性である。校内居場所カフェの運営には統一的な指針もマニュアル

もあるわけではないため、属人的な性質のものになることは避けられないという問題が存

在する。特に、ようこそカフェにおける温かい料理の提供は食品の調達について、ある一人

の支援者が全面的に支えていることがわかる。またようこそカフェの設立自体も、横浜市立
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大学、よこはまユースおよび他団体の支援のタイミングが合致して開始されたという経緯

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

オープンスペースを活用したカフェ        生徒が描いた看板 

 

2．横浜県立大和東高等学校「Border Cafe」・横浜県立田奈高等学校「ぴっかりカフェ」 

 

①神奈川県立田奈高等学校・神奈川県立大和東高等学校およびカフェ設立の経緯 

 田奈高等学校および大和東高等学校は、両校ともクリエイティブスクール25に指定されて

おり、入学試験では学力が問われず、生徒の入試も意欲や関心、態度などの面接で判定がさ

れる。クリエイティブスクールでは、不登校生や学力不振などの理由で、小学校・中学校時

代に、自身が持っている力を十分に発揮できなかった生徒など、多様な生徒が入学すること

が可能である。多様な背景を持つ生徒を支援するため、内閣府のモデル事業横浜パーソナル

サポートサービスの一環で田奈高等学校に NPO 法人パノラマの石井理事長が支援に入る

ことになった。 

田奈高等学校では図書館で予約なしに相談を受ける体制をつくる中で、大阪の「となりカ

フェ」を参考に、図書館に来る生徒だけではない生徒とも出会うために「ぴっかりカフェ」

を 2015 年に開始することになった。その後、田奈高等学校の校長先生が大和東高等学校に

赴任することになり、大和東高等学校においても「Border Cafe」が開始されることになっ

た。 

 

②ぴっかりカフェおよび Border Cafe の運営および生徒への福祉的支援 

 新型コロナウィルス感染症の流行前は、大和東高等学校では毎回 100 名ぐらいの生徒が

カフェを利用者していた。。カフェで提供する菓子類などの提供はフードバンクやお寺、有

 

25 神奈川県で取り組まれている高校の在り方の取り組み。神奈川県によると、「一人ひとり

が持っている力を必ずしも十分に発揮できなかった生徒に対して、これまで以上に学習意

欲を高める取組みを行う学校」とされる（神奈川県ホームページ「新しい学びのかたちから

高校をさがす」 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/keyword.html#creative より）。 
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志、カフェボランティアなどによる寄付によって賄っている。両校で、それらの材料を使っ

て調理をして温かい食事を出す場合もある26。カフェの運営は、NPO 法人パノラマ職員と

ボランティアによって実施されている（田奈高等学校は毎回 7-8 人ぐらい大和東高等学校

では 1-2 人ほどのボランティア参加者があるという）。カフェ終了後は、カフェの様子、生

徒との相談の振り返りが実施されそこには学校の教職員も参加している。 

 ぴっかりカフェおよび Border Cafe を運営する目的としては、高校の中途退学を防ぐこと

と進路未決定生徒への対応となっている。さらに、NPO 法人パノラマでは以下の 3 つのコ

ンセプトを重視している。一つ目は安心・安全な居場所の提供である。クラスや家庭で安心

や安全を感じられない生徒が、安心・安全にいられる場所をつくるようにしていることであ

る。また、安心安全な場所を意識するために、カフェを開放的にして、生徒であれば誰もが

カフェに訪れやすい形にしている。 

二つ目は文化資本の提供である。貧困家庭で育つと一般家庭で経験しているような季節

のイベント、旅行などが経験できない場合が多い、それらの経験の欠如が生徒の社会的孤立

につながっていくようだ。 

そして三つ目が早期支援であるという。若者は生活に問題を抱えていても支援につなが

らないことが往々にして多い。特に、見た目が派手な生徒や学校に反抗的な生徒を福祉的に

支援することは学校では難しいという。そのような生徒でもカフェでは相談に乗れるよう

に心がけているとのことである。 

また NPO 法人パノラマによる高校生への福祉的支援は、校内居場所カフェで終了するわ

けではなく、卒業後にも継続しているという。 

 

③ぴっかりカフェおよび Border Cafe 運営における課題 

 ぴっかりカフェおよび Border Cafe を運営することの課題については、下記の 2 点を挙げ

られる。 

 1 つ目は、校内居場所カフェに対する理解である。田奈高等学校や大和東高等学校におい

ては校内での学外者による福祉的な取り組みに理解はあったとされる一方で、高等学校一

般において校内居場所カフェの理解は進んでいないことが示唆された。 

 2 つ目は、校内居場所カフェの予算およびその予算を得るために必要とされる居場所カフ

ェの成果の問題である。継続的な予算の確保はやはり困難であるとともに、予算を確保する

ために校内居場所カフェの成果が求められるという。しかしながら、居場所カフェの成果を

目に見える形で示す難しさが示唆された。 

 

 

26 田奈高等学校の場合は，司書室にあるコンロを利用し，大和東高等学校はカフェを実施

する教室の隣の教材準備室のコンロを利用している。 
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④Border-Cafe 視察に関する所見 

 以下、Border Cafe の取り組み、参加する生徒の様子、それらを視察して感じたことを以

下に記述する。 

Border Cafe は同校舎二階にあり、広さは 50 名程が収容できそうな教室（および準備室）

で実施されていた。教室のレイアウトは大きな 4-6 人掛け程度の机と椅子、2 人程度で座れ

る机椅子、その他窓際で 1 人でも座れる椅子なども配置されていた。それぞれの机にはボ

ードゲームや絵本・本などが配置されており、一人で訪れて静かに読書できるような形にも

なっていた。そして教室の端に飲食物とともに自分達でボードゲームなどを取っていける

長机が置かれていた。黒板にはその日のクイズが書かれていて正解した生徒には特別な菓

子（ヒアリングで私たちが持参したお土産）が配布されるというイベントも実施されていた。

カフェでは、持ち込みのスピーカーで洋楽・邦楽の現代音楽が流されており、生徒の要望が

あれば好きな音楽を自由に流していた。カフェでは、菓子類やドリンクが提供されていたが、

この日は特別にラムネが配布されていた。この日は、視察に訪れた 3 人と生徒のボランテ

ィア 1 名、外部のボランティア 1 名、そしてコーディネーターである石井理事長、小川氏

の 7 名でカフェが運営されていた。カフェが終了した後は後片付けをし、大和東高等学校

の教員も含めて振り返りがなされていた。 

 当日カフェを訪れた生徒は一人で来た生徒も集団で来た生徒もいた。また食べ物だけを

とって部活に行く生徒や、石井理事長にギターの弾き方を習いに来た生徒たちもいた。カフ

ェで友達とクイズに挑戦して楽しむ生徒や、ボードゲームやパズルをする生徒たち、初めて

合う生徒となんとか会話をしている生徒もいた。たまたま視察という形でボランティアに

参加していた私たちに興味を持って話しかけてくれる生徒もいた。振り返り会の報告では、

コーディネーターに悩みを相談していた生徒もいたらしい。 

 Border Cafe にボランティアとして参加、視察した感想と言えば、高校生を支援したと言

うよりも生徒と一緒に楽しい時間を共有したという感じが強かった。これが、「安全で安心

できる場」という意味なのだと感じた。もちろん、コーディネーターとボランティアでコミ

ュニケーションを取るまたはカフェ終了後に教職員を交えた振り返り会などを通じて継続

的にカフェで相談に乗っている生徒の様子を報告しあうなど、カフェメンバーが生徒たち

をケアしている様子もうかがうことができた。ヒアリング調査では誰でもが来ることがで

きる場・来たいと思う場であるからこそ生徒たちは来てくれるのであり、そういう場でない

と生徒は相談できないとお話しをいただいていた。そのような場をつくる技術といざ相談

をするときに専門的な支援のアドバイスができるということを両立できる高度なスキルが

要請されるのが校内居場所カフェであると実感することができた。  
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Border Cafe の様子             この日はラムネが特別に配布されていた 

 

3．共通の課題および示唆 

 以上、神奈川県 3 校において実施されている校内居場所カフェについてヒアリング調査

の結果および視察の所感を論じてきた。それぞれ校内居場所カフェの運営を担う教職員お

よび外部団体の方々の語りや視察より明らかになったことを以下で論じていきたい。 

 まずは、校内居場所カフェ実施における共通の課題について論じていく。校内居場所カフ

ェを実施する上で、カフェに対して高等学校内外において必ずしも理解が進んでいないと

いう現状がある。 

従来の高等学校の在り方では高校生の生活環境の問題やそれに起因すると考えられる本

人の問題に対処できない。そのため外部団体が招聘され、校内で高校生に対する取り組みが

実施されていることは事実である。しかしながら、その認識は広く共有されているわけでは

なく、カフェで食品を提供することに対する安全面からの危惧や、カフェの存在そのものが

学生の勉学の妨げになるという理解、単純に学外者が学校内で何かをすることに対する警

戒という形で論じられる可能性がある。 

高等学校は義務教育ではなく本人の意志で勉学に励む場であるべきという理解に立つな

らば、高校生が学校で勉強できないことおよび勉強できる環境を整えられないことは、本人

の問題であり、本人で対処するべき問題となる。その結果、高校生に対する福祉的支援は、

良くて付随的なもの、悪くて無駄なものとして認識することにつながっていく。しかしなが

ら、現在中学生の 99％が高等学校に進学している。そして、その中の一定層が貧困の問題

を抱えており、不登校になっている現状がある。この中で高等学校がその場所の意味や意義

を見直す必要があるのも事実であろう。 

これがどのカフェでも問題となっていた運営のための予算問題につながっている。どの

カフェも継続的で安定的な予算がついているわけではなく、外部の支援団体が補助金や助

成金、寄附などの形で獲得してきた資金をもとに運営されていることが報告された。横浜総

合高等学校の「ようこそカフェ」は、横浜市教育委員会が予算化しているが、予算の継続性

を考えれば、成果指標の設定や測定等の問題をクリアしていく必要がある。 

また、カフェの実践においても、制度的なサポートがないため、属人的な運営がなされて

いることも伺えた。例えば、ようこそカフェの食事の提供はボランティアスタッフ個人のネ
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ットワークと力量により、食材の調達や調理がなされている旨が報告されていた。ぴっかり

カフェ、Border Cafe が高校生を広くひきつけながら、他方で専門的な支援を提供できるこ

と、予算や寄附を集めることができるのは NPO 法人パノラマに蓄積されたノウハウやネッ

トワーク、職員の方々の技量や経験によるところが大きいとヒアリング・視察を通じて理解

することができた。 

 他方で、視察・ヒアリング調査を通じて校内居場所カフェを実施する上で得られた可能性

もある。一つは、カフェの運営が多くのボランティアの方々によって支えられていることで

ある。NPO 法人パノラマの石井理事長・同法人小川氏は、カフェの運営にはボランティア

の方々の協力が欠かせないとしたうえで、何か社会に貢献したいという気持ちを抱き、ボラ

ンティアを希望する人々は少なくないということを示唆している。校内居場所カフェを実

施するうえで、高校生の貧困問題や苦難に積極的に助力を提供したいと考える人々は少な

くないのではないか。とくに時間的に余裕のある人々はボランティアやスタッフとしてカ

フェの運営を手助けしてくれる可能性は大いにある。 

もう一つの示唆は、制度化・学校化されていないがゆえに校内居場所カフェを独創的に展

開することができる可能性である。上述したように、校内居場所カフェは、それぞれの特色

をもった人材により属人的に運営されている面が観察された。それは裏を返せば、特色を持

った人材をカフェに加えることができ、独自のカフェが運営できるということでもある。そ

して、その特色を持った人材と出会うことで高校生は学校と家庭の外の世界を経験できる

ことでもある。ここに高等学校の教職員と外部支援団体の人々が協力することで、高校生の

「文化的資本」や「早期支援」を自由に提供することができる余地があるとも言えるだろう。  
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「ようこそカフェ」への視察に関する所見 

谷倉道隆・野村顕司 

 

市立横浜総合高校は、定時制高校 4 校が統合し、今年開校 20 年を迎える学校である。生

活保護世帯、母子家庭、不登校経験など、経済的、家庭的、精神的な問題を抱える子が多く、

自傷行為などの問題も多い。カウンセラーを週 1.5 回、養護教諭を 3 人配置しているが、問

題の対応が追いつかないという。 

 その中で、「交流相談カフェ」と位置付けられている「ようこそカフェ」は、学校では対

応をしきれない生徒指導・教育相談の一助となっているとともに、外部人材を取り入れて運

営することで、生徒と様々な人との交流や社会とのつながりを産み、生徒の将来的な自立へ

の支援にもつながっていると感じた。 

 運営面で特徴的なのが、学校職員とカフェ運営団体との情報共有である。カフェ終了後、

運営スタッフでの振り返りの後、担当の教員（キャリア担当、養護教諭、生徒指導担当）と

の引継ぎを行い、カフェスタッフが把握した生徒の問題等を共有する。その後担当教諭から

各担任等へ情報共有を行い、必要に応じて学校が対応を行っているとのことであった。 

外部人材が関わることは、当初校内でも異論があったそうだが、現在は理解をされていると

いう。上記のとおり、情報共有を緊密に行う中で学校とスタッフとの信頼関係を構築してい

くとともに、学校では見られない生徒の姿を見たり、把握しきれなかった話を聞いたりする

ことで、様々な立場の人が関わることが、生徒それぞれの問題を理解し、対応することに有

益なことを実感できるのだと感じた。 

 また、ようこそカフェの運営は、無償ボランティアではなく、人件費を計上して NPO 法

人のスタッフが行っている。運営費は横浜市立大学の支援事業、青少年局の補助金、内閣府

の子どもの未来応援基金などを集めていたが、昨年からは横浜市教委が予算化をしている。

行政側が、継続的に予算を計上するための、事業の成果指標、効果測定といった部分につい

ては、今後先行事例として参考にさせて頂きたい。 

 

 

  



40 

 

「ぴっかりカフェ」への視察に関する所見 

青木孝真・石橋正治 

 

教員を長くやった身としては、当初、図書館でカフェを開くことによく許可が出たなとい

う感想を持ったのだが、実際にこの田奈高校のピッカリカフェにおじゃまして、説明を聞き

カフェに来た子ども達と一緒にゲームをやって、夕方ピッカリカフェを後にする頃には、こ

の活動は図書館以外に考えられないと思うようになっていたのが不思議だ。図書館ではあ

るのだが、そこで数時間過ごした実感としては、読書に限定されない自由な文化スペース。

そこにはもちろん本や音楽、映画などの様々な文化的フックがそこら中に点在しており、

様々な事情でこれまで十分に文化資本に触れることが出来なかった子ども達の好奇心を呼

び起こす。実際ここピッカリカフェに、いわゆるやんちゃ系の生徒がふらっとやってきて、

どうするのかと思いきや、アコースティックギターをおもむろに抱え、このカフェの主催者

である石井さんといくつかの言葉を交わした後、いきなりギターのセッションが始まるの

だ。これが正直素敵でしばし聞き入ってしまう。石井さんの音楽的素養の深さには驚かされ

る。子とも達が、型にはまった教員の枠に収まりきらない、自由かつ柔軟で深い教養を持つ

石井さんや個性溢れるスタッフと交流することにより、学校特有の硬直化した「関係性」か

ら解放されていく。これが学校に苦痛を感じる子ども達の閉ざされた心を、時間をかけて和

らげていく。あるいはこれまで他者に見せることがなかった、自分でも気づかなかった才能

が引き出されていくのだと思う。教育的な枠組みから解放されることが本質的に教育的で

あるというパラドックス。教員以外の第三者である、利害関係の無い、信頼できる多種多様

な大人と子ども達が出会い、関わり、時間をかけて信頼貯金を貯め、子ども達の心の垣根が

取り払われていく。これが居場所カフェの、学校単体では絶対に出来ない離れ業。この奇跡

が、ゆっくりだが着実にこのピッカリカフェで起こっている。それを実感しました。目から

うろこの体験でした。 

 

 

ぴっかりカフェの様子 
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アンケート調査結果及びオンライン相談会の結果 

矢尾板俊平 

 

1.アンケート調査結果 

 ヒアリング調査結果に基づき、高校生への福祉的支援の「場」として、高校生の生活の場

である高等学校でサポートを行っていくことが有効であることが明らかになった。それで

は、具体的に、高校生はどのようなサポートがあると良いと考えているのであろうか。 

 政策立案・形成にあたっては、政策の供給者（政策主体）の視点だけではなく、政策の需

要者（利用者）の視点で検討し、その取り組みが対象者のニーズに一致するものにしていく

ことが必要である。本来であれば、リビングラボのように、対象となる高校生とワークショ

ップを行ったり、アンケート調査を実施したりすることで、そのニーズを的確に把握するこ

とが重要であるが、「家庭環境」や「友人等との人間関係」に係る悩み等について、高校生

に、直接、調査を行うことは、難しいと考えた。そこで、高校生に近い大学生・短大生にア

ンケート調査を行うことで、ニーズを把握することとした。 

 アンケート調査は、主に市内に所在する大学・短期大学で構成されるちば産学官連携プラ

ットフォームの参画校の在学生を対象とし、ちば産学官連携プラットフォームの「学生意識

調査」の質問項目に、特に大学や短期大学とのかかわりにおいて、「高校時代にどのような

サポートがあったら良かったか」と質問を追加する形式で行われた。 

 本調査の実施期間は、令和 2 年 10 月 2 日（金）から 10 月 24 日（土）の約 3 週間であっ

た。調査対象となる大学生・短大生の所属大学・短大は、ちば産学官連携プラットフォーム

の参画校のうち、植草学園大学、植草学園短期大学、神田外語大学、敬愛大学、千葉敬愛短

期大学、淑徳大学、千葉経済大学、千葉経済大学短期大学部、千葉明徳短期大学、帝京平成

大学の 10 大学・短大で、各大学・短大がそれぞれアンケート対象者を設定した。Google フ

ォームを活用した WEB アンケートで行われ、有効回答数は 937 件であった。なお、学年ご

との内訳は、1 年生が 409 名（43.6%）、2 年生が 271 名（28.9%）、3 年生が 168 名（17.9%）、

4 年生が 89 名（9.5%）で、全体の約 7 割が 1 年生と 2 年生で、高校生に近い年代の意見と

して参考となる。 

最も多い回答は、「学校内で、大学・短大の学生に進路のことを相談できる機会（29.9%）」、

次に多かったのが「大学生や短大生が補習のために、勉強をサポートしてくれる機会

（29.7%）」、また「学校内で、気軽に大学・短大生と話ができる機会（23.4%）」も多かった。 

この結果は、これまで淑徳大学の学生が千葉県立生浜高等学校と連携して取り組みを進

めてきた「しゅくとも」の活動とも一致する。その点で、本研究の土台となっている「しゅ

くとも」の活動は、高校生へのサポートの内容としてもニーズがあることが確認された。ま

た、こうした取り組みを踏まえて、さらに高校生への福祉的支援という観点で言えば、3 番

目に回答が多かった「お茶やお菓子を食べながら、気軽に在室できる学校内の居場所が提供

される機会」であり、このことは、実際に視察・ヒアリングを行った神奈川県内の事例とも
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つながる。 

 

 

 アンケート調査結果を踏まえれば、高校生への福祉的支援という点では、高校生に比較的

世代や年齢が近いスタッフに、高校生が進路のことを相談できたり、気軽に話ができたり、

勉強をサポートしてくれたりする環境があり、その上で、お茶やお菓子を食べながら、気軽

に在室できる学校内の「居場所」を作ることが、校内居場所カフェの必要要件であると考え

られる。特に、本共同研究事業においては、従来から実施している「しゅくとも」の活動に、

校内での居場所と飲食の機会をどのように提供していくかがポイントになると考えられる。 

 

2.オンライン相談会 

 本共同研究事業では、食事やお菓子を用意した「校内居場所カフェ」の取り組みを実証実

験として実施し、その効果を検証する予定であった。しかしながら、令和 2 年度は、コロナ

大学生や短大生が補習のために、勉強をサポートしてくれる機会 29.7%

お茶やお菓子を食べながら、気軽に在室できる学校内の居場所が提供される機会 27.7%

給食以外で、学校内で定期的に食事が提供される機会 9.4%

学校内で、大学・短大の学生に進路のことを相談できる機会 29.9%

学校内で、大学・短大の学生に、自分が抱えている不安や悩みを話すことができる機会 19.2%

学校内で、気軽に大学・短大生と話ができる機会 23.4%

部活動等を大学・短大の学生と合同で行う機会 17.4%

学校内で、大学や短大の先生の授業を受けることができる機会 16.3%

大学や短大の授業の一部に参加することができる機会 19.2%

大学・短大の学生と一緒に、地域の活動に参加することができる機会 13.7%

自治体や企業など社会人と交流することができる機会 13.1%

その他 0.6%
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禍に見舞われ、令和 2 年 5 月の緊急事態宣言解除後も、第 2 波、第 3 波と感染拡大が続き、

集合型・対面型の活動に大きな制約が生じた。特に、マスクを外して会話する飲食の状況で

感染が拡大していたことから、お菓子や食事を提供する形式での「居場所カフェ」を試行す

ることは困難であった。 

 そこで、アンケート結果も含め、「学校内で、大学・短大の学生に進路のことを相談でき

る機会」と「学校内で、気軽に大学・短大生と話ができる機会」をオンラインによるリモー

ト形式で実施できるかどうかということについて試行することとなった。 

オンライン版の「校内居場所カフェ」は、令和 3 年 2 月 12 日に、千葉県立生浜高等学校

と淑徳大学をオンラインでつなぎ、実施した。高校生は高校の会議室もしくは自宅から参加

し、大学生は大学の教室から参加した。利用した WEB 会議システムは、Zoom である。 

当日の使用した機材等は、以下の通りである。 

 ①Zoom アカウント ②Zoom のホスト用の PC ③PC もしくはスマートフォン ③イ

ヤホンマイク 

 大学生は、学生貸し出し用パソコンを利用し、高校生はスマートフォンで参加 

 また、当日は、下記の通り、進行した。進行は、基本的には、淑徳大学しゅくともプロジ

ェクトの学生が行った。 

14 時：Zoom に参加者が入室、進め方の説明等（しゅくとも） 

14 時 5 分～14 時 45 分 

  Zoom ブレイクアウト機能で、高校生と大学生が個別ルームに移動し、個別に交流する。 

 14 時 50 分を目安に、全体ルームに戻り、終了 

15 時：高校の会議室で進め方の説明後、Zoom に入室（しゅくとも） 

15 時 5 分～15 時 45 分 

  Zoom ブレイクアウト機能で、高校生と大学生が個別ルームに移動し、個別に交流する。 

 15 時 45 分を目安に、全体ルームに戻り、終了 

 ※なお、15 時 45 分以降は、大学生・高校生の双方の希望により、16 時 30 分頃まで延長

可 

以下は、参加した高校生の感想である。 

初めて、リモートというものを使用しました。初めは、すごく緊張したけれど、大学の先輩

がすごく優しくて、話を振ってくださるので、リラックスして話すことができました。進路

のことだったり、趣味の話だったり、いろいろと楽しみながら話すことができたし、普段生

活していく中で、大学の先輩と関わることがないので、「しゅくとも」があることによって

関わりを持つことができて、私にとってとても貴重な時間です。私たちとは少し違う目線で

意見をくださったり、話を合わせてくださったりと、とても感謝しています。 

今度は、自分から先輩に話を振って、沢山話せるようになりたいと思いました。また、リモ

ートという新しい試みをしてくださったおかげで、このご時世でもこのような交流ができ

てとても感謝しているし、これからも是非続けてほしいです。普段リモートを使わないの
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で、とても新鮮で楽しかったです。ありがとうございます。 

 

対面で話すときよりも話しやすかったです。 

現役の大学生から学校内の様子や学校生活でのことを詳しく教えてもらえたので、少し不

安なことが減りました。 

また、実際に経験したことを話してくれたので、とても参考になりました。自分は大したこ

とではないと思っていたことを「それはすごいことだよ」と言われて、 

自分の実力なのかな？と考えが変わりました。教えてもらったことを参考に 4 月から大学

（短大）生活を頑張ろうと思います。 

 

・普段あまり話すことのない大学生の方と色々話せて良かった 

・年が近いこともあってか、思ったより多くのためになることが聞けた 

・普段話すこともないからこそいろいろな話ができて良かった 

・またこのような機会があったら参加したいと思った。 

・会って話すことができないこのご時世で PC や自分のスマートフォンを使ってリモート

でお互いの顔が見える状態でやるのはいいなと思いました。 

 

 感想からは、オンラインによるリモートでも、「相談」や大学生と交流することから得ら

れた効果は大きかったと考えられる。また、先生でもなく、同級生の友人でもない、少し年

長の大学生が高校生と、いわば「ナナメ」の関係で、高校生と交流し、アドバイスをしたり、

サポートしたりすることは、高校生にとっても良い効果があることが見て取れる。 

 一方、オンラインの場合、明確に「参加する」意思を持っていないと、オンラインの取り

組みに招待することができないため、積極的に参加したいとは考えていない高校生へのサ

ポートが弱くなってしまう可能性があることや、そもそものスマートフォン等の通信容量

の問題があるように思える。 

 このことから、校内での居場所や「校内居場所カフェ」のような活動を「きっかけ」とし

て、サポートが必要な高校生の参加機会を増やしながら、オンラインを活用して、交流や相

談機会を増やし、また活動を深めていくような「ハイブリッド型」の形式が望ましいと考え

られる。 
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千葉市における高校生への福祉的支援の在り方と若干の提言 

矢尾板俊平 

 

1.はじめに 

 本共同研究事業では、市内の高校生への福祉的支援の在り方について、他県の事例調査や

高校生の世代に近い大学生・短大生へのアンケート調査を通じて、検討してきた。 

若年世代の福祉的課題は、本報告書の第一部の石綿報告にもあるように、多くの課題が存

在している。このことを鑑みれば、市としても、高校生が抱える福祉的課題に、市がどのよ

うに関与するかということは、大きな行政課題であると言える。 

神奈川県立大和東高等学校や神奈川県立田奈高等学校で校内居場所カフェに取り組んで

いる NPO 法人パノラマの石井正宏理事長が、本共同研究事業で開催したシンポジウムの基

調講演で述べているように、高校への進学率が 100％に近くなること27により、若年世代の

福祉的課題が高等学校の現場でも対応する必要が出てきている、という現実がある一方で、

福祉的課題について教育的なアプローチで対応していくことの限界も生じている。 

本共同研究事業では、このような問題を背景に、高校生への福祉的支援の在り方を検討し

てきた。本共同研究事業を通じて得た結論は、高等学校の現場で対応する必要が高まってい

る高校生が抱える福祉的課題については、従来の教育的なアプローチではなく、福祉的なア

プローチを通じて対応していくべきであるということである28。 

千葉市では、全ての小中学校にスクールカウンセラーを配置するなどを進めてきている

が、「切れ目のない」支援を行っていくためには、高等学校においても福祉的支援を可能に

する環境が必要とされる。 

千葉市内には、市立高校が 2 校、県立高校が 20 校、私立高校が 9 校と約 30 校の高等学

校が所在している。もちろん、市内の高校に通学している全ての高校生ではないが、多くの

高校生が千葉市に在住していると考えられる。市として、若年世代への福祉的課題とそれに

対する支援を考えた場合、小学校や中学校や市立高校については、その学校現場に直接的に、

市が何らかの支援に取り組むことが可能であるし、私立の高校にも、市と学校法人が連携す

ることで可能であると考えられる。しかし、県立高校においては、県の教育委員会の所管と

なることから、その学校現場に市が直接的に支援することが難しい。 

 もちろん、学校の外で、千葉市に在住する高校生に対する福祉的な支援に取り組むことは

可能である。問題は、学校現場と学校の外での福祉的支援をどのようにつなげるのか、とい

 

27 例えば、令和 2 年度の文部科学省『学校基本調査』によれば、中学校を卒業した者の高

校進学率は全国で 98.8%、千葉県では 98.9%となっている 

28 もちろん、福祉的課題は、学力的課題にも影響を及ぼすことは想定されるので、福祉的

なアプローチの他に、教育的なアプローチも必要であるため、教育的なアプローチを否定

するものではない。 
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うことである。すなわち、高校生への福祉的支援には、大きな 2 つの課題が挙げられる。1

点目は、学校内において、在学する高校生が抱える福祉的課題にどのように対応するのか、

ということである。2 点目は、在学する高校生が抱える福祉的課題について、学校外の福祉

的支援にどのようにつなげるのか、ということである。 

 

2.福祉的支援のアプローチ 

(1)校内でのアプローチ 

 まず、学校内において、在学する高校生が抱える福祉的課題にどのように対応するのか、

ということについて考えてみたい。 

 千葉県立生浜高等学校では、不登校に悩む在学生の心の悩みを回復するサポートのため

に、「不登校回復プログラム」に取り組んでいる。このプログラムでは、「ライトルーム」を

設置し、教室にいることが辛くなった時などに、安心して休憩できる校内の居場所づくりを

している。「ライトルーム」では、読書や切り絵、塗り絵、ミサンガ作り等を行い、心の疲

れを癒した後、授業に戻れるような支援を行っている他、「ライトルーム」を訪れた在学生

がお互いに支え合うピアサポートの仕組みに取り組んでいる。また「ライトルーム」には、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの相談室も設置し、心理的療法の見

地や社会福祉的見地から、相談ケースごとに適切な機関や制度につなぐ役割を果たしてい

る。また、淑徳大学「しゅくとも」と連携した学習サポートや大学生との交流・相談機会の

提供、地域と連携した校外でのフリーワークショップを行っている。 

 本共同研究事業で、検討を行ってきた「校内居場所カフェ」は、こうした「ライトルーム」

の機能を発展させることができる取り組みであると考えられる。つまり、食事等を提供する

ことにより、経済的に困窮状態にある高校生を支援することができたり、校内居場所カフェ

を運営するスタッフとの日常的な交流により、信頼関係を構築していくことで、高校生が抱

える福祉的課題を把握し、専門的な支援機関や制度に適切につないでいくことができる。高

校生にとっても、教員以外に、気軽に「話し相手」、「相談できる相手」がいる効果は大きい。 

 つまり、校内での福祉的支援は、福祉的課題に対する第 1 次的アプローチであり、ここで

は、いかに福祉的課題を抱える高校生の状況を把握し、人間関係・信頼関係を築いていくの

かということが重要となる。すなわち、学校内でのソーシャルキャピタルの構築が鍵となろ

う。そのためには、「顔を覚えいること」、「いつもいること」、「いつも話をしていること」

の要素が必要であり、運営主体となるスタッフは、少なくとも継続的な関与が要請される。 

 ここで、高校側と運営側の役割分担をまとめてみる。 

 

高校側：場所・資金の提供、在学生への周知 

運営側：食事の提供、交流・相談の記録・高校との共有、（企画の提供） 

 

 また、高校生との交流を通じた相談内容については記録し、「校内居場所カフェ」の開催
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後の「振り返り」の時間に、高校の担当教員や担任教員、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーと共有することで、校内における教育的なアプローチとの相乗効果が

期待できる。 

 

(2)校外の支援へのつなぎ 

 次に、在学する高校生が抱える福祉的課題について、学校外の福祉的支援にどのようにつ

なげるのか、ということについて考えてみたい。 

 「校内居場所カフェ」の取り組みの鍵は、在学生との交流を通じて得ることができた情報

を校内で共有するだけではなく、校外の専門的な支援機関や制度と適切につなげていくこ

とである。例えば、学校に配置されたスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

を通じて、支援機関や制度とつなぐことが可能である。さらに、校内居場所カフェの運営主

体に、校外での支援活動を行っている団体も関わっていれば、そうした支援活動につなげて

いくことも可能である。 

 神奈川県立横浜総合高等学校の事例では、公益財団法人よこはまユースが活動を行った

り、中高生向けのフリースペースなどの他の事業を運営している29ことから、外部の相談機

関につなげたり、高校卒業後にも来てもらえるように、在学中に大学生のスタッフが一緒に、

その施設に行くことで、卒業後も、継続的にサポートすることができるようにしているなど

の取り組みを行っている。 

 つまり、「校内居場所カフェ」の取り組みは、校内での居場所づくりをするだけではなく、

校内居場所カフェの取り組みを「きっかけ」として、福祉的課題への第 2 次的アプローチ

（専門的支援）や高校卒業後の「切れ目のない」支援につなげていく役割を果たすことも重

要である。 

 

(3)市の役割 

学校内において、在学する高校生が抱える福祉的課題にどのように対応するのか、という

課題、在学する高校生が抱える福祉的課題について、学校外の福祉的支援にどのようにつな

げるのか、という課題の 2 つの課題について、図 1 にまとめた。ここで市の役割を考えて

みたい。 

第 1 に、校内居場所カフェへの協力団体・連携団体とのマッチング機能が必要である。例

えば、食事の提供の面で言えば、調理を担当する団体、材料を提供してくれる団体などとの

マッチングが挙げられる。また、運営スタッフを募集する際に、大学や地域団体への周知・

広報等も市の役割として挙げられる。さらに、地域の民生委員や青少年育成委員会とのマッ

チングも挙げられる。この点は、図 1 の①への支援に該当する。 

 

29 青少年交流・活動支援スペース「さくらリビング」 

https://yokohama-youth.jp/kkspace/ 
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第 2 に、校内に配置されるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連

携である。専門家と連携することで、シームレスに市の福祉的支援とつなげていくことがで

きる。また、千葉市児童相談所等との連携も必要なケースも想定される。この点は、図 1 の

②の機能に該当する。 

 

 

図 1.福祉的支援のアプローチ 

 

第 3 に、校外の福祉的支援拠点の強化である。この点は、千葉市の「子ども交流館」の機

能を強化するとともに、高校生以上の若年世代の「居場所（フリースペース）」とカウンセ

ラーやソーシャルワーカーと連携することができる「福祉的支援機能」を持つ拠点を整備す

ることで、高校卒業後の支援を可能にすることが必要である。このことにより、校内から校

外への切れ目のない支援を行うことを可能にするとともに、小中高、そして高校卒業後も視

野に入れた切れ目のない支援を行える環境を整備することができる。 

例えば、千葉市の「子ども交流館30」にソーシャルワーカーを配置するなどして、校外の

福祉的支援の拠点機能を強化することで、校内居場所カフェから子ども交流館につなぎ、ま

た、子ども交流館から専門の支援機関や制度につなげていくという「コンシェルジュ」の役

割を果たすことができる。一方、千葉市子ども交流館の課題は、利用者年齢が 18 歳未満で

あることと、市内に 1 カ所しかないことである。そこで、利用者年齢が 18 歳未満であるた

めに、高校卒業後の切れ目のない支援が難しいため、若年世代向けの支援拠点を新たに設け

ることが必要である。また、利用者の利便性を考えると、千葉市の各区に設けることが望ま

 

30 http://kodomo-koryukan.jp/ 
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しい。 

しかしながら、千葉市の各区で新たに施設を設置することは現実的ではない。そこで、各

区に所在する区役所、コミュニティセンターを活用するほか、市内の大学・短大と連携して、

福祉拠点を「シェア」しながら、拠点を整備していくことが考えられる。また、こうした福

祉的拠点の運営にあたっては、公益増進法人や NPO 団体等に委託することが想定される。

その委託方法については、成果連動型民間委託契約（ソーシャルインパクトボンド）方式と

することが望ましい。 

 

図 2.成果連動型民間委託契約（ソーシャルインパクトボンド）方式 

 

 成果連動型民間委託契約（ソーシャルインパクトボンド）方式とは、図 2 のように、自治

体と委託事業者が委託契約を締結することには、一般の委託契約と変わらないが、事業実施

前に、資金提供者（金融機関等）から資金調達を行い、事業を実施し、その成果によって、

自治体が支払う委託料が変わる仕組みである。つまり、成果に連動する形で委託料が支払わ

れるのである。さらに、自治体の委託料（報酬）の支払先は、資金提供者（金融機関）とな

る。そこで、資金提供者は資金を回収するために、委託事業者に対して、成果を達成するた

めに、必要によっては委託事業者のマネジメントに関与することになる。そのことにより、

より良い成果を促す仕組みとなっている。また、この仕組みの長所は、事業の成果を評価す

るための評価基準が設定され、第三者がその評価基準に基づき、評価を行うことにある。 

 しかしながら、成果連動型民間委託契約方式には課題がある。その課題とは、資金提供者

にとっては、資金を供出することが大きなリスクとなり得ることである。特に、成果が出に

くい分野や評価基準が設定しにくい分野については、資金供出のリスクも大きく、委託事業

者が事業実施前に資金調達ができない可能性もある。そこで、ここで提案したいのは、図 3
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のように、委託事業者と資金提供者との関係を一般的な融資等の関係とし、成果に連動せず

に、委託事業者に供出した資金を資金提供者が回収できる仕組みである。一方で、自治体も

委託料（報酬）を委託事業者に支払う形式とする。その際に、基本委託料を安価に設定し、

一定の成果を達成すれば、ボーナスを加えた委託料を支払う形式（インセンティブ型）にす

ることで、成果達成のためのインセンティブも働き、かつ、第三者の評価によって、その成

果を適切に評価することができるので、委託契約よりも適切で、かつ、成果連動型民間委託

契約よりも成立しやすい形式となると考えられる。 

 

 

図 3.成果連動型民間委託契約方式－インセンティブ型 

 

3.活動の継続性のための資金調達方法 

 次に校内居場所カフェの活動の資金をどのように確保するのか、という点について検討

したい。横浜総合高等学校の事例では、これまでは公益財団法人よこはまユースが、内閣府

や民間助成団体からの競争的資金を獲得して行ってきており、令和 2 年度からは横浜市で

事業予算化されたことがわかった。資金調達の方法としては、①委託型、②助成金型、③寄

付型、③地域連携型（ハイブリッド型）の 3 種類が考えられる。 

 ここで、校内居場所カフェの実施に必要な経費を考えてみよう。まず、最も大きな経費は、

スタッフに対する人件費であろう。スタッフの交通費等も想定しておく必要がある。NPO

団体に運営を委託する場合は、運営委託費に相当する。次に大きいのは、食糧費である。つ

まり、飲食を提供する場合の材料費である。そして、備品・消耗品費である。備品は、スタ

ートアップ時に整えることができれば、その後に継続的に必要となるのは、消耗品費分とな

る。ここで、校内居場所カフェの経費を概算してみよう。 
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表 1.校内居場所カフェの経費（1 回分） 

 

 表 1 は、校内居場所カフェを 1 回開催するために必要だと考えられる経費を概算した。

これをベースに NPO 団体に運営を委託することを想定した場合の月間の経費を表 2、年間

の経費を表 3 にまとめた。なお、NPO 団体に運営を委託する場合に、マネージャーに支払

う人件費に、NPO 団体の管理経費等も計上されているものとし、前日・翌日の準備等も含

め月間 10 万円（1 回 2 万 5 千円）と想定しているが、数値は変動する可能性がある。 

 

表 2.NPO 団体に運営を委託する場合の 1 か月の経費 

 

 

表 3.NPO 団体に運営を委託する場合の 1 年間の経費 

 

 

 表 1 から表 3 までの数値を踏まえると、年間 300 万円から 350 万円程度の予算が必要で

あると想定される。つまり、資金確保の目安としては約 300 万円の予算を確保することが

ひとつの目安となる。この他、光熱費などが発生する。 

 

(1)委託型 

 委託型は、校内居場所カフェ事業を実施する高等学校と運営主体となる NPO 団体等が委

託契約を締結する場合や市と運営主体となる NPO 団体等が委託契約を締結し、「校内居場

所カフェ」事業を委託する形式である。この場合の経費は、高等学校や市の予算で賄われる

ことになる。 

市との委託契約の場合、県が所管する県立高校内で市の委託事業者が事業を実施するこ

とになり、県と市との間での調整が必要であろう。また、市内の複数校で「校内居場所カフ

単価 金額 備考

スタッフ人件費 6,475 4 人 25,900 千葉県最低賃金（令和2年10月1日）925円　7時間

交通費 600 4 人 2,400

食糧費 300 50 食 15,000

消耗品費 2,000 1 式 2,000

計 45,300

単位

単価 金額 備考

マネージャー人件費 100,000 1 人 100,000 委託費（含交通費）

開催費 45,300 4 回 181,200 週1回　月4回

計 281,200

単位

単価 金額 備考

マネージャー人件費 100,000 12 月 1,200,000 委託費（含交通費）

開催費 45,300 48 回 2,174,400 週1回　月4回　45回（長期休業期間を除く）

備品 50,000 1 式 50,000

計 3,424,400

単位
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ェ」を実施することを想定すれば、予算制約の中で、この形式を採ることは現実的ではない。

むしろ、校外での福祉的支援の拠点等の整備において、指定管理者に委託する形式が望まし

いと考えられる。 

 

図 4.委託型 

 

(2)助成金型 

 

図 5.助成金型 
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 補助金・助成金型は、校内居場所カフェを実施する高等学校と運営主体となる NPO 団体

等が共同運営のパートナーとなった上で、運営主体となる NPO 団体が、高等学校との協

働・連携に基づき、国、民間助成団体の競争的資金を獲得し、その資金を原資として事業を

推進していく形式として考えられる。この場合、外部資金を導入して実施するため、高等学

校側に経費負担はない。一方、助成型は競争的な資金を原資にするため、助成金を獲得する

ことができない可能性もあり、収入源としては不安定である。さらに、NPO 団体は、校内

居場所カフェの運営業務だけではなく、競争的資金を確保するための申請・管理業務も発生

するため、その負担が発生する。そのため、スタートアップ時に必要な資金等について、助

成金を活用することは考えられるが、継続的な資金としては、やや不向きであると考えられ

る。 

なお、市が当該事業に助成金を支出する形式も考えられる。このときの助成金の種別とし

ては、経常的な活動助成以外でも、スタートアップ時の備品購入等の助成金などが想定され

る。 

 

(3)寄付型 

 

図 6.寄附型－NPO 団体等への寄附 

 

 助成金型と同じく校内居場所カフェを実施する高等学校と運営主体となる NPO 団体等

が共同運営のパートナーとなった上で、産業界や個人の有志からの寄附金を原資として活

動する形式である。産業界から寄附を獲得する場合、税制上の優遇措置を受けることができ

るというメリットの他、企業の CSR 活動や地域貢献・社会貢献活動としての位置付け、さ

らには企業ブランドの向上などにつながるなどのメリットを見出すことができれば、寄附
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を集めやすくなるだろう。また、高等学校の同窓会や PTA 等、高等学校、地域等を中心と

した個人からの寄附を集めることも考えられる。この形式の場合も、市はスタートアップ時

の助成金等で支援することが考えられる。 

一方、寄附型の場合は、寄付行為は、寄附者が校内居場所カフェの事業という特定目的に

対する寄付として行うことが想定されるため、運営主体となる NPO 団体等ではなく、校内

居場所カフェ事業そのものに寄附ができる形式とした方が望ましい。その場合、図 6 にあ

るような形式は望ましいとは言えず、図 7 のような形式で高等学校に寄附金が集まる仕組

みとし、運営主体である NPO 団体等に運営を委託するという形式の方が望ましい。この場

合も、市はスタートアップ時の助成金等で支援することが考えられる。 

寄附型を検討する際に、クラウドファンディングの活用も考えられるが、クラウドファン

ディングの場合、そのプロジェクトにどのぐらい共感を集めることができるのか、というこ

とが問われ、かつ、SNS 等でネットワークを有する中心的なメンバー（インフルエンサー）

の存在が必要であり、クラウドファンディングの活用は、継続的な経費を賄う手段としては、

やや安定性に欠ける。 

 

図 7.寄附型－高等学校への寄附 

 

(4)地域連携型（ハイブリッド型） 

 上記の①委託型、②助成金型、③寄付型ともに、メリットとデメリットがある。そこで、

地域連携型（ハイブリッド型）を検討してみたい。地域連携型は、運営主体を高等学校、校

内居場所カフェ実行委員会、運営を委託する NPO 団体等の三者で構成し、確保する資金に

ついても、それぞれの役割と責任を分担する形式である。 

 まず、NPO 団体等への運営委託費、マネージャー人件費、スタッフ人件費・交通費等に
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ついては、高等学校と運営を委託する NPO 団体等が担当する。例えば、高等学校は、高等

学校の予算に加え、同窓会や PTA 等、または地域の商店街や企業等から寄附を集める。高

等学校への寄附は、税制上の優遇が認められる。地域の産業界からの寄附については、運営

を委託する NPO 団体への委託内容に含めることも考えられる。また運営を委託する NPO

団体が国や民間助成団体に助成金を申請し、独自に資金を獲得することも想定する。産業界

や個人からの寄附については、「成果連動型寄附」の仕組みを導入することも考えられる。

「成果連動型寄附」の仕組みは、企業や個人は、事前に寄附の申し込みをしておき、校内居

場所カフェの取り組みの成果が一定の目標以上となった場合に、申し込んだ寄付金額を支

払うという仕組みである。これにより、寄附金が効果的に使われることになり、企業や個人

も寄附の意味を見出しやすくなる。また、成果目標と評価基準が設定されることで、寄附の

目的も説明しやすくなる。 

 次に、食糧費や消耗品費、さらに表 1、表 2、表 3 には計上していないが、ボランティア

スタッフの謝礼等のいわゆる変動費については、高等学校と地域の多様な主体で構成され

る「校内居場所カフェ運営委員会」が担当する。 

市と社会福祉協議会は、地域こども福祉基金（仮称）を創設し、毎年度、ふるさと納税の

収入等を原資31として一定額を市の予算から繰入し、積み立てるとともに、社会福祉協議会

は赤い羽根共同募金等の資金の一部を配分する。また、地域こども福祉基金（仮称）は、産

業界からの寄附も受け入れる。地域こども福祉基金（仮称）は、市内の複数の高等学校で「校

内居場所カフェ」を横展開していく際に、資金の配分という観点でも必要な基金となる。 

一方、資金だけではなく、食材等については、地域と連携することで調達することが可能

である。例えば、フードバンクと連携したり、農家の余った野菜等を寄附してもらったり、

商店街やスーパーと連携することで調達する。滋賀県で展開するスーパーマーケット「株式

会社パリヤ32」は、店舗に「フードバンクポスト」を設置し、食品ロスの削減や地域・社会

貢献活動を展開しており、地域から高く評価されている。このような仕組みを構築していく

ことで、校内居場所カフェの実施に必要な経費を抑制していくことも可能であり、活動の継

続性を高めていくことができる。 

 校内居場所カフェ運営委員会には、高等学校と運営を委託する NPO 団体等の他、市役所

の担当者、民生委員や青少年育成委員会等の地域団体、大学等、地域のボランティア団体・

サークル、フードバンク団体、商店街など地域の関係者で構成し、多様な知恵と地域資源を

集め、「地域まるごと」の体制で実施するとともに、情報を共有する体制にしていくことが

 

31ふるさと納税の使用用途として、「若年世代の福祉的課題への支援」を盛り込む。 

32 株式会社パリヤの事例については、スーパーマーケット Good Action Initiatives にて報

告されている。 

https://www.smgai.org/ 

https://youtu.be/BHOlpBoeWVI 
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望ましい。 

 また、地域連携型（ハイブリッド型）で、資金確保の方法を、大きくは委託費や人件費と

活動経費とを分けたことは、校内居場所カフェの実施にあたり、必ずしも NPO 団体等に運

営を委託しなくても、地域の協力者とともに実施をすることを可能にするためである。つま

り、活動資金について、地域こども福祉基金（仮称）から配分することが可能であれば、国

や民間助成団体からの助成金、産業界や個人からの寄附が無くても実施することができる。

高等学校が置かれた状況等を踏まえながら、実施方法を選択することができることが重要

であると考える。 

 

 

図 8.地域連携型（ハイブリッド型） 

  

4.結びに代えて－若干の提言－ 

 ここでは、本共同研究事業での研究成果を踏まえて、千葉市における高校生への福祉的支

援の在り方とその設計図について検討してきた。本共同研究事業の調査を通じて、校内居場

所カフェを実施するために必要とされる経費が大きいことが推測され、校内居場所カフェ

の実施とその継続性においては、資金調達が大きな壁となり得る。多様な資金調達の方法と

「地域まるごと」支援体制が、校内居場所カフェを継続していくための大きなポイントとな

る。 

 ここで、高校生への福祉的支援を推進するために、本共同研究事業の成果を踏まえて、千

葉市に、下記の 5 つの提言を行いたい。 

 

【提言 1】校内居場所カフェ・サポーターリストを整備し、協力団体や連携団体とのマッチ
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ングの仕組みを整備 

 校内居場所カフェを実施するためには、運営を委託する NPO 団体等をはじめ、多様な地

域の団体・機関の協力が欠かせない。そこで、これらの団体・機関のリスト（校内居場所カ

フェ・サポーターリスト）を整備し、校内居場所カフェを実施したいと考えている高等学校

に、適宜、紹介・斡旋を行える体制を構築する。 

 

【提言 2】校外の福祉的支援拠点機能を強化 

 千葉市子ども交流館にソーシャルワーカーを配置するとともに、高校生が「居場所」とし

て利用することを促進する。また、高校生以上の若年世代の「居場所（フリースペース）」

とカウンセラーやソーシャルワーカーと連携することができる「福祉的支援機能」を持つ拠

点を、各区 1 カ所ずつ、区役所やコミュニティセンター内、もしくは市内の大学・短大と連

携して整備する。 

 

【提言 3】地域こども福祉基金（仮称）の創設 

 ふるさと納税の収入等を原資とした市の予算からの繰入、社会福祉協議会から赤い羽根

共同募金等の資金の一部を配分、産業界からの寄附を受け入れる「地域こども福祉基金（仮

称）」を創設し、校内居場所カフェの活動経費を支援。また、校内居場所カフェのスタート

アップ時の助成を行う。 

 

【提言 4】こども・若者政策に関するワンストップ窓口を整備 

 子育て支援、幼児教育・初等中等教育、こども・若者の福祉、こども・若者の社会参画等

によって構成されるこども・若者政策に関するワンストップ窓口機能を、こども未来局内に

設置。こどもや保護者からの問い合わせの窓口（AI チャットボット、LINE 等を活用）を一

元化するとともに、校内居場所カフェに関しては、校内と校外との切れ目のない支援を実現

するための支援機関や制度との連携を推進。 

 

【提言 5】県市連携による「切れ目のない支援」を実現するための情報共有・連携体制を構

築 

 県立高校に配置されるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと千葉市の

こども・若者の福祉的支援担当部署との情報共有と連携を推進。また、市内の中学校に配置

されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと県立高校に配置される

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの情報共有と連携を推進。さらに、

高校卒業後の福祉的支援に関する情報共有と連携を推進。 

 

 校内居場所カフェの活動を始め、高校生の福祉的支援のため、予算以外の点でできるハー

ドとソフトの両面での工夫は多いと考えられる。  
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