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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化協定を締結している千葉県立生

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。 

 

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。 

 

3.千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） 

 

(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） 

 

(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。 

 

(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) 

 

6.結論 

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1。 

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。 

市が高校生への福祉的支援に取り組む上での論点は、①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、②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、の 2 点であると考えられる。これ

を整理すると、図 1 となる。 

 

図 1.福祉的支援のアプローチ 

 

 

1 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。 



ここで市の役割について考えてみたい。 

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。 

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。 

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2」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

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。 

 次に活動を継続するための資金調達の方法としては、「地域連携型（ハイブリッド型）」を

提案したい。 

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

 

2 http://kodomo-koryukan.jp/ 



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

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、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3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。 

 また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

とが望ましい。 

 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

 

3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。 



と考える。 

 

 

図 2.地域連携型（ハイブリッド型） 

 

7.提言 

 最後に、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

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。 

 

 

 

 


