
Ⅲ オンブズマンの発意による調査（平成 2７年度） 

１ 札幌市職員に対する人権教育の視点から行う研修（要約） 

札幌市オンブズマン 三木 正俊 

調査の趣旨（要約） 

札幌市の職員は、職務上の規範や倫理を遵守し、基本的には職務を真摯に遂

行していると認められますが、オンブズマンに対する苦情申立ての中には、市

の業務に何らかの不備があると認められる事例も存在しています。すなわち、

窓口対応や生活保護などの事例で、市民の立場や状況の理解不足、不利益処分

の前提としての、告知・聴聞の手続的重要性についての理解不足と認められる

事例もあります。これらの事例からすると、個々の市民の多様性を理解し尊重

する姿勢、市民の権利の擁護への理解や適正手続きへの配慮、また、公務員は

権力行使者であるという更なる自覚が必要とも考えられます。 

このような事例経験や考察の結果として、札幌市の業務全体が人権文化に包

まれているということが望ましいという発想が生まれました。職員の人権に対

する体系的理解が深まり、人権尊重の理念が更に徹底されることが、その業務

遂行の基本にあるべきと考えるところです。 

平成 12 年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（以下、「人権教

育・啓発法」という。）が制定され、国と共に、地方公共団体についても、人権

教育及び人権啓発に関する施策の策定及び実施の責務が定められています（同

法第 5 条）。全ての職員がそれぞれの職場において、人権感覚を持って職務を行

っていくためには、まずは、市職員の能力開発と市民の立場に立った行政を進

めていくための市職員研修が重要であるとの観点から発意による調査を実施す

ることにいたしました。つきましては、市に対し、次のことをお尋ねします。 

 

(1) 市が行っている市職員研修の基本方針と内容 

(2) 市職員研修で人権教育の視点から行っていると評価できる研修の内容 

(3) 人権教育の視点から市職員研修を実施する必要性についての市の認識 

(4) 人権教育の視点で市職員研修のプログラムを策定・実施するに当たって、

克服すべき課題があれば、その内容 

(5) 市職員研修の各職員の業務における実効性の検証の方法と、その実効性 

を高めるための方策 
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市の回答（要約） 

(1) 市が行っている市職員研修の基本方針及びその内容について 

札幌市では、「目指す職員像」として、①市民志向、②未来志向、③成長

志向、を掲げ、その実現に向けて、自己啓発や OJT、センター研修等、それ

ぞれのメリットを活かしつつ、人材育成・能力開発に取り組んでいます。 

(2) 市職員研修で人権教育の視点から行っていると評価できる研修の具体的

内容について 

ア 新採用職員研修 

市では、憲法によって保障されている人権に対する理解を深めるため、

男女の人権や北海道の先住民族であるアイヌ民族の人権を取り上げ、新採

用職員に対して講義（計 50 分）を行っています。 

このほか、地方自治制度、憲法の基本理念を学ぶ研修や接遇研修により

市民の方々の人権への配慮を学ぶことにつながるものと考えております。 

イ 出前研修 

市民の立場に立ち、適切で思いやりのある市民応対ができるようになる

ことを目的に、「市民応対力向上編」（接遇向上コース・クレーム対応コー

ス）を設けております。 

ウ 中堅職員研修 

業務を適切に遂行するうえで、上司と部下がそれぞれの役割を認識し、

互いの考えに耳を傾けることは、適切な組織運営につながります。この延

長上には市民との関わりがあることから、本研修についても、市民の人権

に対する配慮につながるものと考えております。 

(3) 人権教育の視点から市職員研修を実施する必要性についての市の認識に

ついて 

「人権の世紀」と呼ばれる 21 世紀に入り、人権教育・啓発が幅広く展開

されていますが、依然として、女性や子ども、高齢者、障がいのある方等へ

の人権課題が存在しており、市としても、これまでも様々な機会を捉え、人

権課題の解決に向けて取り組んでまいりました（上述のほか、e-ラーニング

での男女共同参画、子どもの権利条例等についての教材配信、男女共同参画

課による犯罪被害者等支援研修会実施、アイヌ施策課によるアイヌ伝統文化

に関する部局研修）。 

なお、平成 28 年 4 月 1 日の「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律」の施行に伴い、市では、障がいのある方への接遇要領を定めるほか、

法の趣旨や障がいへの理解を深めるため、研修を実施する予定です。 

(4) 人権教育の視点で市職員研修プログラムを策定・実施するに当たって克服

すべき課題に関する市の認識について 

更に人権についての理解を深めるためには、様々な情報を集め、研修に反

映していくことが必要であると考えております。 

(5) 市職員研修の各職員の業務における実効性の検証の方法及びその実効性
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を高めるための方策について 

一部の研修について、研修受講生に対する「事後アンケート」を実施して、

研修で得た知識や能力の業務への活用度合いを把握し、業務にどのように活

かせているかを受講生自らが検証する機会としています。 

更に、所属長に対してもアンケートを実施し、研修で得た知識や能力が日

常の業務でどの程度活かされているかを検討し、研修受講後の各職場での指

導（OJT）につなげているところです。 

オンブズマンの判断（要約） 

 平成 16 年、地方公務員法第 39 条に、地方自治体に研修基本方針の策定を義

務付ける条項が追加され、自治体における研修の位置づけが更に重視されまし

た。更に、総務省通知により、「人材育成基本方針」の中に、この研修の基本方

針を包含して定めることが求められています。 

 研修は、自治体にとって、どのような職員を育成していこうとしているのか、

行政の基本姿勢に係ることであり、まさに自治体の土壌を形成していくものと

理解するべきものであります。 

(1) 公務員に対する人権教育の必要性 

ア 国際的経緯 

第二次世界大戦後、教育を受ける権利が基本的人権とされるとともに、

1948 年の世界人権宣言第 26 条第 2 項で「教育は人格の完全な発展並びに

人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。」と定め

られ、人権尊重の強化が教育の目的の一つとされています。 

このような位置づけがされながらも、人権教育が国際的な重要課題とさ

れたのは、1990 年代に入ってからのことです。1993 年 6 月 25 日に世界人

権会議で採択された「ウィーン宣言及び行動計画」の第 33 項では、「人権

教育及び適切な情報の普及は、（中略）人種、性別などいかなる違いにも

かかわらず、すべての個人の人権の助長及び尊重のために、理論的及び実

践両面で重要な役割を果たす」と人権教育の必要性を宣言しています。 

これを契機として、国連総会は、1994 年 12 月に、1995 年から 2004 年

までの 10 年間を「人権教育のための国連 10 年」とする決議を採択し、「人

権教育のための国連 10 年行動計画」を採択しました。 

すなわち「人権教育とは、知識と技術の伝達及び態度の形成を通じ、人

権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及及び広報努力」であ

り、具体的には、「（a）人権と基本的自由の尊重の強化、（b）人格及び人

格の尊厳に対する感覚の十分な発達、（c）全ての国家、先住民、及び人種

的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団の間の理解、寛容、ジェンダ

ーの平等並びに友好の促進、（d）全ての人が自由な社会に効果的に参加で

きるようにすること、（e）平和を維持するための国連の活動の促進」とさ

れています。なお、その後の「人権教育のための世界計画」では、「（f）

人間中心の持続可能な開発と社会正義の促進」が付加されています。 
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2004 年 12 月、「人権教育のための国連 10 年」後に、終了時限を設けず

に 3年ごとのフェーズ及び行動計画を策定するとした「人権教育のための

世界計画」実施を定めた「人権教育のための世界計画決議」が国連総会に

おいて採択されました。 

人権教育のための世界計画第 1 フェーズ（2005-2007）行動計画では初

等中等教育が中心でしたが、第 2 フェーズ（2010-2014）では、公務員に

対する人権研修を促進する行動を国連加盟国に求め、公務員には市町村の

職員を含むと明記されています。さらに、第 3フェーズ（2015-2019）は、

それまでの行動計画の成果を確認しながら、ジャーナリストの人権研修を

促進する行動について重点的に触れています。 

またこの計画ではその目的の一つとして、「人権文化の発展を促進す

る。」を挙示しています。更に、人権教育活動の理念として、人権の相互

依存性、不可分性及び普遍性を促進することなどのほか、「人権のニーズ

を特定し、履行を確保するため、コミュニティと個人を強化する。」、「人

権を、抽象的な規範の表現から、社会的、経済的、文化的、及び政治的状

況の現実へと変容させる方法及び手段についての対話に参加させること

で、人権を学習者の日常生活と関連させる。」などを挙げています。 

また、2011 年 4 月 8 日には「人権教育および研修に関する国連宣言」が

国連総会で採択され、国連加盟国各国元首が、あらゆる段階で人権教育と

学習を促進することを支持するとしています。 

このように、国連においては、人権教育の重要性を繰り返し確認し、終

わりのない行動計画の策定とフォローアップを継続することによって、人

権教育の拡充強化を不断の取組課題としていることが理解できると思い

ます。 

イ 人権教育に関する日本の動向 

1995 年 12 月、内閣に「人権教育のための国連 10 年推進本部」が設置さ

れました。2000 年 12 月制定の「人権教育・啓発法」及び同法を受け閣議

決定された「人権教育・啓発に関する基本計画」では、公務員に対する人

権研修の充実の必要性について触れ、研修プログラムや研修教材の充実を

図ることが望まれるとしています。 

ウ 人権教育に関する地方自治体での取組 

ほとんどの都道府県で人権施策推進本部などの庁内組織体制が整備さ

れています。また、多くの自治体が、人権教育・啓発推進計画を策定して

おり、政令指定都市で策定していない市は、札幌ほか３都市のみです。 

(2) 人権教育と人権文化 

公務員は、権力的行政を担う側面を有する存在であるが故に、人権侵害者

になり得る立場の者への人権教育の必要性があります。また、公務員はその

行政活動の中で、人権侵害を予防し、人権救済を進めるなど、市民の権利を

積極的に実現する責務を有します。 

人権文化が札幌市のすみずみまで行きわたるために、その行政も人権文化
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に包まれている必要があります。人権教育は、単なる知識の供与ではなく、

人権とその侵害事例の実態を理解でき、実際の実務の中で活用できるプログ

ラムとすること、人権文化を構築し、その発展を促進できるような市民と地

域社会とするために人権尊重と反差別との関係についての理解も求められ

ます。 

(3) 札幌市の人権研修に対する評価 

ア 市職員研修の基本方針について 

「札幌市職員人材育成基本方針」における「目指す職員像」の理念は、

市民自治によるまちづくりのために、職員として必要な資質や行動規範を

明らかにしたものとして、適切なものと評価できると思いますが、人権文

化の構築や促進を進めることができる職員という視点が明示されている

方が望ましいように思います。 

イ 新採用職員研修 

平成 27 年度の新採用職員研修で行った、市民まちづくり局市民生活部

男女共同参画課及びアイヌ施策課による人権に関する講義（計 50 分：内

部講師）は評価できますが、その内容に比して、全体の時間が短いように

思われます。また、「地方自治制度・法の基礎知識を学ぶ研修」（150 分程

度）は、国や地方自治体が行う権力作用との関係で公務員として有すべき

人権知識・人権感覚が培われるべきであるとの視点から、研修内容の充実

をさらに検討いただきたいと思います。 

ウ 出前研修・中堅職員研修 

市は、出前研修、中堅職員研修も市民の人権に対する配慮につながるも

のとしており、基本的な考え方には合理性があると考えますが、工夫の余

地については後述します。 

エ 事後アンケートについて 

オンブズマンとしては、研修の評価を行い、適切にフィードバックしよ

うとするこの「事後アンケート」を高く評価するとともに、今後、実施対

象の研修や調査項目に検証を加えることによって、更に充実したものとす

ることを期待します。 

(4) 札幌市の人権研修の改革の方向性 

ア 人権教育の視点を軸とした研修 

(ｱ)  研修の基本方針と人権教育 

研修の基本方針の中で、人権教育との関係が明示されていることが望

ましいと考えます。今後、市の内部だけではなく、市民などの参加手続

や意見聴取、積極的な公表などを検討することも考えられます。 

(ｲ)  人権教育で培われるべき力の視点 

個々の職員において人権文化の構築とその発展の促進を担う能力を

高めていくことが、行政サービスに関する適切な知識と並んで重要であ

ることが理解される必要があり、その観点からの研修の位置づけが明示

されるような工夫がなされるべきであると考えます。 
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  (ｳ)  人権教育そのものとしての研修の充実化 

人権教育そのものと認められる男女共同参画課及びアイヌ施策課に

よる講義は全体で 50 分間で、内容との関係を考えれば、時間が不足し

ていることは否めません。人権の根源的な価値と現代的な課題を理解す

るためには、人権問題について体験的なプログラムを工夫する必要もあ

るとも思われます。 

イ 福岡市の人権研修の紹介 

オンブズマンは、今回の発意調査の過程で、福岡市が「福岡市人権教育・

啓発基本計画」を策定し、その中で、市職員に対する人権教育の重要性を

指摘し、人権に関わる研修を体系的・総合的に実施していることを知り、

具体的にどのような研修がなされているのかを照会いたしました。その結

果、新規採用研修では合計で 12 時間 45 分の人権教育に直接関連する研修

がなされていました。 

また、採用 2年目職員、係長昇任 2年目職員及び課長昇任 2年目職員に

は、それぞれ計 8時間程度の人権教育研修が実施され、各部局から推薦さ

れた課長級職員で構成する人権啓発推進者に対する人権研修（年 5 回）、

局・部長級職員に対する人権研修（年 1回）も行われていることも分かり

ました。同市の取組は、大変参考になると思います。 

ウ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に関連して 

障害者差別解消法に基づき策定された「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する基本方針」では、「行政機関等における差別禁止を確実なも

のとするためには、差別禁止に係る具体的取組と併せて、相談窓口の明確

化、職員の研修・啓発の機会の確保等を徹底することが重要」であるとさ

れています。障害者差別解消法に関連する研修内容の企画は人権教育の視

点での研修の在り方を総合的に検討する具体的契機となり得るものであ

りますので、市の取組に期待したいと思います。 

(5) まとめ 

人権教育研修を充実させるためには、国際的な視野で人権教育に関する専

門的で幅広い情報を収集・活用し、市として推進する人権施策全体との関係

を押さえておく必要もあると感じました。そう考えると、人権教育研修の内

容を充実させることを自治研修センターだけで担うことは、難しい面もある

ようにも感じました。 

また、前述のとおり、都道府県と政令指定都市のほとんどで、「人権施策

推進基本計画」、「人権教育・啓発基本計画」など、各自治体の人権を尊重し

擁護する施策のあり方についての基本方針が策定され、人権施策を総合的に

担当する部局も設置されていることが分かりました。 

以上からすると、札幌市においても、人権教育を含む人権施策に関する基

本方針が策定され、人権施策を総合的に担う体制が構築されることが望まし

いのではないかと考えるに至りました。そして、このような体制が整う中で、

人権に係る研修が各職員の階層に体系的に実施されることが期待できるも
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のと考えます。 

人権施策の基本方針策定や推進体制の構築については、組織横断的で、か

つ市の重要な課題であると考えられますので、自治研修センターを含む総務

局が中心となっていくなど、全庁的な検討を進めていただくことを期待した

いと思います。 

                    （調査結果通知：平成 28 年 3 月） 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 4 月フォローアップ調査 

 
人権教育の視点から行う研修については、平成 28 年度新採用職員研修にお

ける「人権に配慮した市民応対」の中で、男女共同参画の推進やアイヌ民族

の人権に関する講義に加え、新たに障害者差別解消法の施行に合わせた、障

がい者への理解を深める講義を実施しました。 

また、全ての職員を対象とした職場学習システム「e-ラーニング」におい

ても、これまでの男女共同参画、子どもの権利条例に関する教材に加えて、

平成 28 年 5 月に障害者差別解消法に関する教材を配信したほか、同年 2月に

は、障がい保健福祉部において、部課長職全員を対象とした障害者差別解消

法に係る研修を実施しました。 

今後については、改定を予定している職員の研修に関する方針などにおい

て、職員が人権についての理解を深め適切に対応することの大切さを明示す

ることや、来年度の新採用職員研修において、人権に関する講義時間の延長

など、講義を拡充することについて検討していきます。 
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２ 札幌市のひきこもり対策（要約） 

札幌市オンブズマン 相澤 重明 

調査の趣旨（要約） 

全国のひきこもりの若者は、数十万人とも 100 万人を超えるとも言われ、そ

の数は年々増加する傾向にあるとも言われています。また、札幌市のひきこも

りの若者(15 歳～39 歳)については、札幌市のひきこもりに関する実態調査(平

成 23 年度)に基づいた推計によれば、同年齢層人口の 1.6％、9,523 人が存在

するとのことです。 

ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、

非常勤を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には 6 ヶ月以上に

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」と、厚生労働省は定義しています。 

私は家事調停委員として、これまでに様々な家族の問題に関わってきました

が、子どものひきこもりが家族関係の大きな桎梏となっている場合が少なくな

いように思います。ひきこもりは本人にとっても家族にとっても本当に苦しい

ことです。さらに、社会にとっても大きな損失となっています。社会全体でこ

のことを真摯にとらえ、打てる対策を躊躇なく展開していく必要があると考え

ます。 

札幌市におけるこれまでの対策をみると、どちらかというと相談事業に中心

があるように思います。ひきこもり状態の若者は、外に出ることに抵抗を感じ

ることが多いため、相談機関まで足を運ぶことのできない場合も多いのではな

いでしょうか。家族等の相談にきちんと対応することももちろん重要ですが、

家にひきこもったまま外出しない本人に対し、直接働きかける必要もあるよう

に思います。また、居場所づくりや野外活動、農業体験などを含めた社会体験

事業のメニューを更に充実させる必要があると考えています。 

ひきこもりは長期にわたることも少なくなく、その問題解決のためには、個

別的状況に即した形で、保健、福祉、医療、教育、労働などの重層的な関わり

を必要としており、系統的なマネジメントが求められるように思います。市に

おいては、保健福祉や学校教育など関係機関とどのように連携し、また、市の

部署においても子どもや保健の担当部局だけが担当するのではなく、それぞれ

の部局において、この問題を重く受け止め、何ができるか考えていかなければ
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ならないように思います。雇用環境はより厳しくなることが見込まれ、ここで

本腰を入れた対策をとっていかなければ、ひきこもりという社会問題は、ます

ます大きくなっていくことを大変危惧しております。 

そこで、これまでのひきこもりの対策の実績と課題、今後の取組について、

発意調査を行います。 

市の回答（要約） 

(1) 札幌市におけるひきこもりの実態とその認識について 

札幌市では、平成 23 年度に、ひきこもりに関する実態調査を実施しまし

た。その結果、市内在住の 15 歳から 39 歳のひきこもり推計数は 9,523 人、

同年齢層人口 595,198 人の 1.6％といった推計値が出ています。 

また、当事者団体である NPO 法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会が会員

向けに実施した平成 25 年度調査では、ひきこもり当事者の家族の平均年齢

は 62.9 歳、ひきこもり当事者本人の平均年齢は、33.1 歳と、年々高齢化し

てきている現状にあります。 

このひきこもりの長期化、高齢化は、本人やその家族にとって、精神的・

経済的に大きな負担であるとともに、札幌市にとっても、非常に大きな社会

的損失と考えています。 

(2) これまでのひきこもり施策の実績と課題について 

これまでの札幌市におけるひきこもり当事者に対する支援では、ニート・

ひきこもり等困難を有する若者の自立支援事業として、若者支援総合センタ

ーにおいて、概ね 15 歳から 39 歳までの若者に対し、相談業務や自立支援プ

ログラムを実施してきました。 

また、札幌市精神保健福祉センター（札幌こころのセンター）では、精神

保健の向上等を図るため、精神保健福祉に関する相談及び指導として、ひき

こもり相談指導や、青年グループケアを実施してきた他、各区保健福祉課に

おいても、精神保健福祉相談員を配置し、精神保健に係る相談の中でひきこ

もり相談や訪問指導を行うとともに、医師による心の健康相談も予約制で行

ってきました。 

一方、厚生労働省では、平成 21 年度からひきこもり対策推進事業を開始

し、都道府県・政令指定都市には、ひきこもりに特化した第一次相談窓口と

しての地域支援センターを設置する努力義務が課されましたが、札幌市にお

いては、上記の各支援機関における取組を始め、平成 22 年 9 月に若者支援

総合センターを事務局として設置した「さっぽろ子ども・若者支援地域協議

会」において、ひきこもりを始めとする困難を有する子ども・若者が、どこ

に相談しても一番適した機関につながるよう、連携に努めてきたことから、

これまで地域支援センターを設置してきませんでした。 
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しかし、平成 25 年 8 月には、NPO 法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会及

び全国ひきこもり KHJ 家族会連合会北海道「はまなす」から、札幌市長宛て

に、地域支援センターの設置を求める要望書、同年 11 月には札幌市議会あ

てに陳情が提出され、札幌市として、改めてひきこもり支援に関する現状や

課題を整理しました。 

課題の中でも、札幌市では、相談体制は概ね整備されているものの、年齢

や相談内容によって相談先が多岐にわたり、相談窓口が市民にはわかりづら

いこと、現行の体制は、40 歳以上の中高年のひきこもり当事者支援が制度の

隙間となっていることについて、速やかに対応する必要があると考えました。 

そこで、厚生労働省のひきこもり対策推進事業を活用し、地域支援センタ

ーの設置に向けて取り組むこととなりました。 

(3) 若者支援総合センターにおけるひきこもり対策の内容と実績について 

若者支援総合センターでは、15歳から39歳までのひきこもりやニート等、

社会的自立に困難を有する若者への自立支援事業として、キャリア・コンサ

ルタントの資格を有する職員の他、社会福祉士や精神保健福祉士が、職業的

自立に関する相談の他、精神面や生活面の課題が混在した相談にも対応しな

がら、ひきこもり等の若者が安心して一歩を踏み出せる場の提供などの支援

に取り組んでいます。 

また、ひきこもり段階にある若者については、保健福祉機関等と連携した

支援に取り組むほか、初期型の支援プログラムとして、居場所を目的とした

グループ活動や、本人が来られない場合の家族支援として、家族の会を開催

しています。 

その他にも、ひきこもりの未然防止策として、市内の中学校及び高校を卒

業、又は高校を中退した生徒のうち、社会的自立に不安のある生徒を早期に

支援機関へとつなげるための取組や、社会的自立に向けた訓練の一環として、

ひきこもり等の若者を受け入れてくれる企業等を開拓し、そこで職業体験や

ボランティア体験を行う等、様々な社会資源を活用しながら若者の自立に向

けて取り組んでいます。 

(4) 札幌市ひきこもり地域支援センターの役割と業務内容について 

平成 27 年 10 月、札幌市ひきこもり地域支援センターを開設しました。こ

の開設は、年齢によって対象を区分することなく、相談内容においても、ひ

きこもりに特化したものとして、市民にとって分かりやすい相談窓口ができ

るといった大きな効果があると考えています。 

また、ひきこもり当事者へのアウトリーチが可能となったことや、生活保

護家庭の子どもがひきこもりの問題に直面しているような場合、担当ケース

ワーカーの相談に応じる等の新たなアプローチでの問題解決も期待されま

す。 

札幌市ひきこもり地域支援センターでは、ひきこもりを社会全体の問題と
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してとらえており、第一次相談窓口において精神保健福祉士等の専門家が対

応することで、ひきこもりの問題に貢献できるのではないかと考えています。

ひきこもりは、本人が外に出られない状態であるため、家族の相談に応じ、

家族のコミュニケーションの再構築など、家族とともに支援体制を確立する

ことが活動の要であると認識しており、民間のひきこもり支援団体である

NPO 法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワークや、全国ひきこもり KHJ

家族会連合会北海道「はまなす」など、ひきこもり当事者の会との連携を通

じて、家族の支援を行っています。 

ひきこもりの原因は、大きくは精神障害、発達障害、社会的要因によるも

のに分けられますが、詳細な要因は個々のケースにより異なり、また、これ

らの要因を合わせもつ場合もあり、各人に合った対応が必要となります。 

札幌市ひきこもり地域支援センターは、地域の関係機関とのネットワーク

の構築やひきこもり対策にとって必要な情報を広く提供する役割も担うこ

とから、ひきこもりの状態にある本人の自立の促進や福祉の増進のため、

様々な支援機関と協力しながら、ひきこもりの問題解決を図っていきたいと

考えています。 

(5) 今後の取組について 

現在は、札幌市ひきこもり地域支援センターが開設して間もない状況で、

これから実績を積んでいく段階です。まずはこの動向を見ながら、札幌市ひ

きこもり地域支援センターでは、必要に応じアウトリーチの支援も行うこと

とし、要支援者の状況に応じて、家族療法的な対応をしていきます。また、

ひきこもりの子をもつ親、支援者への理解を得るため、ひきこもりについて

の啓発活動、障がい者以外のひきこもりの就労の機会の提供などの活動を行

っていきたいと考えています。 

これまでひきこもり当事者の支援に携わってきた「若者支援総合センタ

ー」、「さっぽろ子ども・若者支援地域協議会」においても、従来どおり、広

くひきこもり当事者及びその家族の相談・支援に応じるなど、一本化された

窓口としての札幌市ひきこもり地域支援センターと従来のひきこもりを支

援してきた他の機関との二本の柱で、連携を密にしたより手厚いひきこもり

対策に取り組んでいきたいと考えます。 

オンブズマンの判断（要約） 

(1) 札幌市におけるひきこもりの実態について 

内閣府の実態調査によると、全国に推計で約 69 万 6,000 人のひきこもり

がいるとされています。また、当事者団体の全国調査では、ひきこもり当事

者が年々高齢化してきており、ひきこもりの長期化が窺われます。 

札幌市が実施したひきこもりに関する実態調査によれば、市内在住のひき

こもりの若者（15 歳～39 歳）は、同年齢層人口の 1.6％に及ぶとの推計値が
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示されています。ひきこもりの長期化、高齢化は、札幌市においても進行し

ていると推測しますが、信頼できる統計的なデータが存在しないので実態の

把握ができません。 

前回の調査から 5年が経過し、ひきこもりの長期化、高齢化が新たな問題

として浮上していることから、改めてひきこもりに関する詳細な実態調査を

早急に実施することが必要であると考えます。また、この中で、精神科医で

公衆衛生の研究者などをアドバイザーにして分析を加えることができれば、

より活用できるものになると思います。 

(2) これまでのひきこもり施策について 

若者支援総合センター、札幌こころのセンター、各区保健福祉課における

平成 26 年度のひきこもり相談状況を見ますと、相談件数は 428 件で、全体

の相談件数の 1.9％に過ぎません。市内には 40 歳以上も含めると推計で 1万

人、2 万人あるいはそれ以上のひきこもり当事者が存在し、本人及びその家

族が悩みを深くしていると思われる状況にあって、年間 430 件程度の相談状

況にしかないというのは、これまでの相談・支援体制が十分機能していると

は言えないように思います。 

ひきこもりに特化した専門の相談・支援機関である、札幌市ひきこもり地

域支援センターが設けられたことによって、ひきこもり当事者とその家族は、

年齢に区分されることなく誰でも容易に相談・支援が受けられるようになる

ものと期待しています。 

(3) 札幌市ひきこもり地域支援センターについて 

札幌市ひきこもり地域支援センターを中心として、保健所、病院、民生委

員・児童委員、当事者会・家族会、社会福祉協議会・ボランティアセンター、

区保健福祉課、地域若者サポートステーション、若者支援総合センター、NPO

団体など、関係機関等とのネットワークを構築して、個々のひきこもり当事

者の特性や状況に応じた適切な支援が可能となることを期待しています。さ

らに、ひきこもりに関する啓発活動を更に活発に行い、ひきこもりに対する

一般市民の理解を促して予防を図り、また、ひきこもりに苦しむ当事者や家

族に一条の希望の灯を与えてくれることを切に願っています。 

これらを適切に実行に移すためにも、市として、先に述べた実態調査によ

って札幌市の現状を把握することがまず必要であると考えます。 

(4) 地域をベースにした支援を 

自然の中での体験や農業体験が、ひきこもり等の困難を抱える若者の回復

に極めて効果的であると言われています。横浜市では「よこはま型若者自立

塾」、福岡市でも「39 ふぁーむ」といった取組があります。札幌市にもこれ

らを担えるような民間団体や外郭団体があると思いますので、このような事

業を展開することも考えられます。また、不登校が問題になってから久しく

なりますが、不登校からひきこもりになる場合も多いことから、不登校に対
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する適切な対応をさらに研究、実践する必要があります。 

ひきこもりの相談の機会をいかに増やすかを考えたとき、福祉相談や札幌

こころのセンターとの関連も出てくることから、各区役所にひきこもりに特

化した相談窓口を設け、そこから専門セクションにつなげるような仕組みを

検討してみてはどうでしょうか。 

さらに、地域での見守りから困難を抱える若者を発見し、支援につなげる

仕組みを作る必要があります。そのため、学校との連携や地域で支援を行う

人材の育成、若者が安心して参加できる居場所づくりなどを、住民組織や民

生委員、青少年育成委員などの組織と連携して立ち上げることが考えられま

す。ひきこもりは、やがて貧困へとつながり、社会の大きな損失を招くもの

であることは否定できません。地域ぐるみによる取組が求められていると考

えます。 

(5) ひきこもり対策上の具体的な問題点 

今回、ヒアリング調査を行った NPO 法人レター・ポスト・フレンド相談ネ

ットワークの田中敦理事長は、その著作「苦労を分かち合い希望を見出す 

ひきこもり支援―ひきこもり経験値を活かすピア・サポート」の中で、支援

の在り方について、アウトリーチ支援方法の確立、ひきこもり専門相談員の

質の確保・養成研修、ひきこもりピア・サポーターの活用、有意義な仲間づ

くりとしての常設の居場所サロンの設置と運営、ひきこもり当事者が働く意

欲を回復したときの稼働先の確保、親が死亡した後のセーフティネットとし

ての地域づくり等の必要性を指摘しています。 

ひきこもり支援は、保健福祉、医療、教育、労働などの重層的な関わりを

必要としています。これらを適切に実現させていくために行政だけではなく、

地域、民間の活動団体の能力や力を活用すべきと考えます。それぞれの当事

者に合わせたきめ細かい活動ができるのは、民間ならではのものですが、多

くの民間団体は、財政基盤がぜい弱であるため、行政からの必要な財政支援

を検討し、社会全体のマンパワーを結集した取組にしていただきたいと考え

ます。 

次に行政における体制について検討します。札幌市はこれまでひきこもり

支援については、主として 40 歳未満の若者を対象にしてきたことから、子

ども未来局が所管してきましたが、これからひきこもりの長期化、高齢化に

伴い、40 歳以上のひきこもり当事者についても対象となると、これまでの子

ども未来局の所管だけでまかなえるかどうか懸念されるところです。札幌市

はひきこもりの相談・支援について、これまでの各支援機関の相談体制を維

持し、新しくできた札幌市ひきこもり地域支援センターと連携を密にして、

二本柱でひきこもり対策に取り組んでいきたいとの方向を示していますが、

ひきこもり支援を統括的に所管する部署を明確にし、その部署を中心に、例

えばひきこもり対策室といった組織を立ち上げるなど、有機的な連携を図る
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ことができる円滑かつ効果的な行政サービスが実現できることを期待した

いと思います。 

（調査結果通知：平成 28 年 2 月） 

 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 4 月フォローアップ調査 

 ・ひきこもり実態調査については、平成 31 年度に予定されている新・さっぽろ

子ども未来プランの改定に向けた事前調査として、平成 30 年度中の実施を検討

しています。 
・札幌市ひきこもり地域支援センター（以下、「センター」という。）開設から

半年間で、全相談者数に占める40歳以上の割合が約2割に達していることから、

年齢に区分されることのない、ひきこもり専門の相談窓口として、一定の機能

を果たしていると考えられます。 
・各区役所との連携については、各区の保健福祉課窓口にセンターのリーフレ

ットを配架する等、施設の周知に努めるとともに、平成 28 年度には区民センタ

ーの会議室等を利用した、ひきこもり出張相談の実施を予定しています。 
・センターにおける平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月までの新規相談者数 160 名

のうち、21 名は就労支援センターや医療機関等、他の相談機関から繋がったも

のであり、また、センターから他機関へも 10 名の相談者を繋げていることから、

今後も関係機関等とのネットワークを活用し、ひきこもり当事者個々の特性や

状況に応じた適切な支援を行っていきます。 
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