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Ⅰ　問題と目的

　文部科学省は2003年３月に「今後の不登校
への対応の在り方について（報告）」(1)を発表
した。この報告書には，不登校に関する基本
的な考え方，学校における取り組みの在り方，
学校と関連機関との連携の在り方など幅広い
提言がなされている。報告書には，教育支援
センター（適応指導教室）において，「一部
の大規模な施設を除けば，指導員の量的不足
や非常勤職員が多いために専門性を生かした
指導やノウハウの蓄積が困難であるといった
課題がある」と記されている。また，「適応
指導教室の指導員は，相談・適応指導に必要
な知識及び経験または技能，熱意と識見を有
している必要があり」，さらに「指導体制を

めぐっては，専門性の不足や年齢構成の偏り
などの課題が指摘され，カウンセラー等の専
門家など多様な人材を配置することも望まれ
る」と記している。
　以上のように教育支援センター（適応指導
教室）の指導体制において，構成職員および
カリキュラムの未整備等，様々な課題が見ら
れる。
　そこで，教育支援センター（適応指導教室）
の体制を概観し，現状における問題点を浮か
び上がらせ，今後の望ましい指導体制づくり
に向けた課題を提示することを本資料の目的
とする。

Ⅱ　研究方法

　文部科学省(1)および千葉県「子どもと親の
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サポートセンター」(2)における不登校データ
などにより，不登校対策について分析した。
　教育支援センター（適応指導教室）の取り
組みに注目するため，千葉県内の不登校の実
態をおさえ，創設当時から特徴的な体制を
とっていると考えられている３市の教育支援
センター（適応指導教室）を訪問し，３市そ
れぞれの指導主事に取り組みについての面接
を行った。各市の回答にばらつきが出ないよ
う，いくつかの項目に絞り半構造化面接を用
いた（表５）。

Ⅲ　教育支援センター（適応指導教室）の
現状

　図１から，全国の教育支援センター（適応

指導教室）数は年々少しずつではあるが，増
加傾向にある。なお，相馬（1998）は1998年
までの経緯について以下のように述べてい
る。「文部省（現文部科学省）調査によると，
適応指導教室は，1989年度に42か所だったの
が1996年度では698か所と，９年間で16.6倍
の増加となっている。また，1992年から毎年
100か所以上増加しており，いまや，各市町
村や各都道府県などで，登校拒否対策の主要
事業として取り組まれているのである。」(5)

　１施設あたりの指導員数について，文部科
学省は「教育支援センター（適応指導教室）
整備指針（試案）」（2004）において，教育支
援センター（適応指導教室）には，相談・適
応指導などに従事する指導員を置くこと，そ
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図１　教育支援センター（適応指導教室）数および指導員数の移り変わり
出典：「学校基本調査」より筆者作成

表１　１施設あたりの不登校児童生徒利用者数

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

利用者数(人) 12168 13089 13880 14296 14365 15026 15342 15799

全不登校児童生徒数に対す
る割合

10.5％ 9.9% 9.7% 9.7% 9.1% 8.4% 8.0% 7.7%

施設数 804 883 928 991 1031 1096 1152 1161

１施設あたりの利用者数 15.1人 14.8人 15人 14.4人 14人 13.7人 13.3人 13.6人

必要とされている指導員数 3人 3人 3人 2.9人 2.8人 2.7人 2.7人 2.7人

出典：「学校基本調査」より筆者作成
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して，指導員は通所の児童生徒の実定員10人
に対して少なくとも２人程度置くことが望ま
しい(4)としている。
　表１の「１施設あたりの指導員数」を見る
と，児童生徒数に関わらず１施設あたり２～
３人の指導員数が置かれ，図２を見てもその
数は1998年からほぼ変わっていないことがわ
かる。また，指導員の中でも非常勤の者が全
体の８割近くを占める状態が続いている。こ
の指導員数の配置状況は人数を増やす等改善
の余地があると言えよう。

Ⅳ　教育支援センター（適応指導教室）の
体制

１．様々な教育支援センター（適応指導教室）

の実践

　教育支援センター（適応指導教室）での活
動は出席扱いにすることができる。では，ど
れほどの不登校児童生徒が教育支援センター
（適応指導教室）を利用し，出席扱いになっ
ているのだろうか。
　表２から，学校に行っていないので不登校
と位置づけられながらも教育支援センター
（適応指導教室）に通っていることで出席扱
いされている児童生徒の数が年々少しずつ増

加してきていることがわかる。全国的に多い
と考えられる教育支援センター（適応指導教
室）利用者の割合をふまえた上で，千葉県の
体制に注目していく。
　表３および表４から，全国レベルで不登校
の数が減っているのと同様に，千葉県内の不
登校出現率は少しずつ減ってきている。また，
不登校と断定していないものの，不登校の児
童生徒として数えられる可能性のある長期欠
席者の出現率でさえわずかであるが減少して
きている。
　教育支援センター（適応指導教室）へ通う
児童生徒の数が増えていることは不登校およ
び長期欠席者数の減少と関係している可能性
があり，教育支援センター（適応指導教室）
の役割は不登校の子どもにとって重要と言え
よう。
　現在千葉県内全38市において，市町村が設
置する教育支援センター（適応指導教室）は
47教室になる。それらの教室へ通うことで，
不登校児童生徒は出席扱いとなる。施設ごと
に運営体制が異なり，もちろん学校との違い
も大きいであろうが，同じ出席扱いとなる。
そこでまず，それら教育支援センター（適応
指導教室）の開室日および開室時間に注目す

表２ 　全国の不登校児童生徒が教育支援センター（適応指導教室）を利用および出席扱いとされ
た割合の推移

 区分

年度

小学校 中学校 計

指導・治
療を受け
た人数

指導要録
上出席扱
いした人
数

指導・治
療を受け
た人数

指導要録
上出席扱
いした人
数

指導・治
療を受け
た人数

指導要録
上出席扱
いした人
数

学校外機
関におい
て指導・
治療を受
けた割合

学校外機
関におい
て指導要
録上出席
扱いした
割合

2001年度 2875 1968 11421 9298 14296 11266 33.0% 63.9%

2002年度 2829 1891 11536 9545 14365 11436 34.9% 66.3%

2003年度 3009 2022 12017 9800 15026 11822 36.0% 67.9%

2004年度 2907 1861 12435 10065 15342 11926 34.8% 70.3%

出典：「学校基本調査」より筆者作成
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る。
　図２から，公立学校と同じように週５日開
室している教育支援センター（適応指導教室）
は全体の３割近くを占めているが，中には週
１日の教室があり，その他４割近くの教室は
開室日が4日以下となっている。特に県内で
も統一性を持っているわけではないようだ。
　図３から，開室時間については９時または
９時半，帰宅時間は15時という教育支援セン
ター（適応指導教室）が多い。中には10時に
始まるところ，午前中で終わってしまうとこ
ろおよび17時まで開室しているところもあ
り，やはり統一性はない。
　以上のように，教育支援センター（適応指
導教室）と一言で言っても，県内だけでも様々
な体制をとっていることがわかる。

２．千葉県の教育支援センター（適応指導教

室）の体制(2003)

　千葉県子どもと親のサポートセンターで

は，2003年３月に発表された文部科学省の「今
後の不登校への対応の在り方について」（不
登校問題に関する調査研究協力者会議最終報
告）(3)をもとに，県内の適応指導教室を対象
に調査を実施した(2)。以下は，その中の教室
概要調査からうかがえる県内の実態である。
調査対象は県内36市町村の適応指導教室41教
室である。

表３　千葉県の不登校児童生徒数（年間30日以上欠席者数）

年度
小学校 中学校 計

出現率
計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立

2001年度 832 1 831 0 4686 0 4629 57 5518 1 5460 57 1.08%

2002年度 844 1 839 4 4354 3 4301 50 5198 4 5140 54 1.03%

2003年度 852 2 848 2 4144 5 4085 54 4996 7 4933 56 1.00%

2004年度 767 1 764 2 4082 5 3992 85 4849 6 4756 87 9.7%

出典：「学校基本調査」より筆者作成

表４　千葉県内公立小・中学校長期欠席の状況（年間30日間以上の欠席者数）

年度
小学校 中学校

人 数 出現率 全国出現率 人 数 出現率 全国出現率

2001年度 4227 1.29％ 1.07％ 7761 4.63％ 3.90％

2002年度 3775 1.15％ 0.95％ 6873 4.25％ 3.69％

2003年度 3453 1.05％ 0.87％ 6499 4.16％ 3.67％

2004年度 3183 0.96％ 0.83％ 6362 4.18％ 3.65％

出典：「学校基本調査」より筆者作成
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図２ 　千葉県内の教育支援センター
（適応指導教室）の開室日数
（2006年5月現在）

出典： 「千葉県子どもと親のサポートセン
ター　適応指導教室状況調査報告書」
をもとに筆者作成
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　市町村適応指導教室では，ほとんどの教室
で要項を作成していた反面，14.6%は作成し
ていなかった。入室規定においては，「市内
に在籍する小中学生であること」（９教室），
「何らかの心理的要因による不登校児童生徒
であること」（５教室），「非行傾向，反社会
的行動が見られるものは除く」（６教室），
｢知的障害や精神疾患によるものは除く｣(４
教室)などがあげられている。市内のセンター
数は，千葉県では市内に１つの教育支援セン
ター（適応指導教室）を置いている市が多い。
数少ないが，市内に２～４つの教育支援セン
ター（適応指導教室）を置いている市もある。
一つの市と言っても様々な地域に住む子ども
がいて，様々な学区があるだろう。その時，
家から遠い教育支援センター（適応指導教室）
では通いにくい子どももいるだろう。市にい
くつも教育支援センター（適応指導教室）が
ある利点の一つとして，地理的に通いやすい
ところを選択できる，自分に合うセンター（教
室）を選択できるというように選択肢の広が
りを考えることができる。

３．千葉県の教育支援センター（適応指導教

室）の実践における考察

　図３から，開室時間については，大方の国
公私立校の登校時間は８時台であることを想
定すると，教育支援センター（適応指導教室）

の開室時間は，少し遅らせていることがわか
る。これには，例えばいじめを苦に不登校に
なった子どもの場合，登校時間と重なるとそ
の加害者に会う，いじめに遭っていなくとも
クラスの子どもに会うという不安を避ける可
能性も考えられる。
　帰宅時間に関しては，３割弱の教室が，学
校より幾分早めと思われる15時を帰宅時間に
している反面，中には昼で活動をやめる学校
もあり，それでは十分な活動が出来ない可能
性が考えられる。一方で，下校時間をずらす
ためか，17時を帰宅時間とする教室もある。
これについては，小中学生の帰宅時間という
ことを考えると，親としては特に冬場の帰り
道が心配であろう。子どもの希望や家庭の事
情はそれぞれ違うだろうし，早急にどれが正
しいとは言えないが，遅くまで親が働く場合
子どもが留守宅に帰り長いこと一人で過ごす
ことを考えると，やっと家から出てきて人と
触れ合うことの出来た不登校の子ども達の
ニーズに応えることを考慮に入れて柔軟な活
動時間を設定しても良いのではないだろう
か。
　開室および帰宅時間に限らず，各教室が地
域に適した開室日数および曜日を設定してい
るだろうと推測され，統一性は見られない。
それでも不登校の子ども達は全員出席扱いと
なる。これは，通常学級に通う子ども達から
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 （週１度の早帰りは他の日の時刻に統一）
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不公平だと思われかねず，不登校児童生徒に
とって学校へ行く事に対し負い目になってい
る可能性があるだろう。その上，家庭以外で
教育を受ける時間が少ないことから，社会的
自立という本来の教育支援センター（適応指
導教室）の目的に即しているとは言い難いだ
ろう。
　基本事項の体制を考慮しても県内の教育支
援センター（適応指導教室）の体制に統一性
は見られない。さらに，不登校の要因が多様
化している中で，ほとんどの施設は要項を作
成していない。よって，現場での指導は，個々
の指導員・ボランティア独自のやり方に任せ
ることにならざるをえない状況となっている
のではないだろうか。
　以上のように，千葉県内を概観すると，教
育支援センター（適応指導教室）の体制は開
室時間，要項という基本的と思われることに
ついて統一性が見られず，各センター（教室）
独自の体制をとっていることがうかがえる。
独自の対応も必要ではあろうが，やはり教育
支援センター（適応指導教室）の基本事項に
ついて，法的整備は急務であろう。「学校復帰」
等一般的で大まかな主旨を伝えるのではな
く，実際に教育支援センター（適応指導教室）
側の目的や規則を踏まえたカリキュラムや基
本事項をより明確に示し，子ども達が理解で
きるように説明することは必要だろう。

Ⅴ　特徴的な体制をとっている教育支援セ
ンター（適応指導教室）の実態

　千葉県内でも創設時から特徴的な体制を
とっている市の教育支援センター（適応指導
教室）の取り組みと活動の実態について記す。
３市の特徴とは，次のようになっている。
　Ｘ市： ３つの教育支援センター（適応指導

教室）のほかに，教育センターにお
ける個人面談の延長として集団活動
を主とするグループ活動，そしてそ
れらの段階を経た上で審査を通った

者が在籍校から籍を移し通うことの
できる教育相談指導教室を持つ。

　Ｙ市： スタートからスタッフが同じで，体
制が整っている。

　Ｚ市： スタートから３つの教育支援セン
ター（適応指導教室）を創設。

　以上のように，Ｘ市は子どもが籍を移すこ
とのできる教育相談指導教室の存在，Ｙ市お
よびＺ市については創設当時から体制が整っ
ている点が特徴的だと考えている。
　2005年10，11月に，Ｘ，Ｙ，Ｚ各市教育支
援センター（適応指導教室）の指導主事１名
ずつを対象に30～60分（平均45分程度）ずつ
質問項目を設定し（表５参照）半構造化面接
を行った。「表５」
　県内の教育支援センター（適応指導教室）
の体制については統一性がなかったのに比較
し，体制の整っているこの３市もやはりそれ
ぞれの特徴が目立つ。以下，１．望ましい点２．
改善点３．今後に向けての課題，と分けて考
察していく。なお，筆者はＸ市グループ活動
へボランティアとして約３年間参加していた
が，Ｙ市およびＺ市の活動は修士論文の調査
として１～２回の参加となった。よって，Ｘ
市グループ活動のデータおよび経験が多いた
め，Ｙ市およびＺ市に比べＸ市の記述は多く
なっている。

１．望ましい点

　Ｘ市のもっとも特徴的な点は，教育支援セ
ンター（適応指導教室）が市内に３つあるほ
かに，教育相談指導教室が設置されており，
また表５から，家庭訪問相談・来所相談・そ
の延長としてグループ活動と様々な形で不登
校児童生徒への支援が行われていることだろ
う。特に教育相談教室については，グループ
活動での体験をクリアした者だけが試行通学
という試行期間を通し，その上で入級審査を
通った者だけが入学を許可され，許可された
者は原籍校から籍を移すことができる。籍を
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表５　３市の教育支援センター（適応指導教室）のシステムについて

Ｘ市 Ｙ市 Ｚ市

市内の教育支援
センター（適応
指導教室）の数

・３つ
・グループ活動１つ
・家庭訪問相談
・来所相談
・教育相談指導教室

１つ ３つ

スタッフの数 ・指導主事４名（常勤）
・指導員３名ずつ
・元校長１名
・ グループ活動に指導員
２名

・指導主事１名
・元非常勤講師１名
・訪問指導員１名

・指導主事１名ずつ
・指導員２名
・元校長
・学生ボランティア

専門のカウンセ
ラーや医者の数

・医者１名（非常勤）
・ 臨床心理士の受験資格
を有する者
・専門の方（常勤）

いつもいるわけではない ・教育相談担当者２名
・ 年間何日か指導主事が
コーディネートし，臨
床心理士に予約をいれ
る

ボランティアの
数

各機関に10名ずつくらい
学生ボランティアおよび
主婦（元教師）ボランティ
ア

月に２～３回程度 ４名＋サポートセンター
にお願いする

教室を出たあと
の行き先

・進学
・学校復帰，部分復帰

・そのまま通級
・学校復帰
・家にひきこもる
・高校へ進学  

・学校に戻る（完全復帰）
・転校
・部分復帰

教室の目標 学校生活への復帰（＝社
会性を身につけるという
こと）

体力，表現力，人間関係
能力（社会性）をつけよ
う，ということを心がけ
る

自立支援（枠を守ること，
同世代とのつながりを持
つ，学習支援）から学校
復帰へ

指導員の心得 守秘義務など，職務上の
決まりはあるが，あとは
やりながら身につけるも
の

文書に書かれているもの
はない。学級担任に細か
いところは任せるように
し，前年度のやり方を引
き継ぐ形をとっている。

ボランティアには，子ど
もとのかかわりの深さに
もよるが，基本的には情
報を流さない。学生には，
普通の子と同じように接
することと守秘義務の
み。

指導員の研修会 月２回，週１回の自主研
修

計２回行われ，たいてい
がケース会議

最低でも４回はある

教室内での
ルール

各教育支援センター（適
応指導教室）は共通して
ある

学校のような生活習慣の
決まりはない

基本的な活動を行う，な
ど
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移すことができるだけあって，活動内容は子
ども達の原籍校と同じように授業カリキュラ
ムが組まれている。よって，試行通学を経験
した子ども達の中には，その体制の厳しさに
入級を諦める者もいる。また，高校へ進学す
るためには学校に近い体験ができることを願
いスムーズに移籍するものもいる。つまり，
Ｘ市の不登校生徒には教育相談指導教室とい
う選択肢が存在する。市内にセンター（教室）
を３つ持つ点はＺ市も創設当時から同様であ
り，やはりそれぞれの指導員，子どもの顔ぶ

れから異なる特徴を持つと考えられる。子ど
も達は通いやすいセンター（教室）を選択で
きることを考えても，市内に複数のセンター
(教室)を置くことは望ましいと言えよう。
　次に，ボランティアの中に，学生だけでな
く，子ども達の父・母と同じくらいの年齢の
教師経験を持つ主婦，あるいは，やはり教師
経験を持つ男性がいることもＸ市センター
(教室)の特徴的である。子ども達の親と同世
代あるいはそれより経験を重ねた年齢の者と
関わる経験は，子ども達にとって意義のある

子どもの数 教育支援センター（適応
指導教室），グループとも
に現在は15人ずつくらい

12名＋α ３箇所合わせて26～27人

児童・生徒の学
校との連携のと
り方と頻度

紙ベースで月１回月例報
告を行う
必要に応じて電話，先生
が来ることもある

月に１度と学期に１度，
必ず指導主事が学校訪問

子どもによって，および
学校の体制によって異な
るが，指導主事が連絡す
ることもある

児童・生徒の親
との連携のとり
方と頻度

・「連絡会」月1回
・10日に1回の面接
・ 子どもが面接に来たと
きに親も面接

・ 学期に１度の保護者会
と個人面接
・ 希望，必要に応じて個
人面接
・週１回，学級便り

・ 子どもの送り迎えの際
に，必要に応じて
・ 学期に１度，期間を決
めて面談
・行事の時に親を呼ぶ

医療機関等，外
部機関との連携
のとり方と頻度

・ 養護教育センターと連
絡をとる場合がある
・ 薬の投与を受けている
子がいる場合，たまに
必要に応じて医者との
連絡もとる

・ 必要に応じて保護者に
聞くが，保護者の判断
に委ねるようにしてい
る
・ 保護者に尋ねられたら
紹介する

・ 親やカウンセラーを通
じて検査を受けること
はある
・ 各学校のカウンセラー，
必要に応じて発達支援
センターと連絡をとる

調査研究が行わ
れているか

行っている 行っている 行っている

活動日時 教育支援センター
（適応指導教室）
月・火・木・金曜日
９：30～15：00
水曜日
９：30～12：00

グループ活動
火・水・金曜日
10：00～15：00

月～金曜日の
９：00～15：00
ただし水曜日は午前のみ
となっている

火～金曜日の
９：30～14：30
ただし木曜日は運動で，
午前のみとなっている
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ものとなるだろう。
　スタッフの側面を考えると，創設当時から
スタッフが変わらないＺ市の体制も特徴的だ
ろう。スタッフを変えないということは，創
設当時からセンター（教室）の基本体制も大
きくは変わらないと考えられるだろう。その
中で長い年月を経て体制における望ましい点
や改善点を見ることができる。以上各市の特
徴は望ましいと言えよう。

２．改善点

　表５において児童・生徒の学校との連携の
とり方と頻度を見ると，３市ともに多く行っ
ているとは言えない。不登校児童生徒の在籍
校としっかり連絡をとっていることは「学校
から離れていない」という安心感を持つため
に大切だと思える。つまり，不登校児童生徒
が学校へアプローチできない分，その援助を
するのが教育支援センター（適応指導教室）
の大きな役割の一つであると考えたい。
　次に，指導員の心得等が本人任せのように
なっている点に注目したい。ボランティアに
ついても同様である。特にＸ市の場合は人手
不足で学生が指導員を行う例は多く，他の２
市もボランティア学生は多い。教師として子
ども達と関わる経験の少ない学生の，セン
ター（教室）における新たな経験則に任せる
だけでなく，不登校の子ども達と関わるため
の心得のようなものを提示することは子ども
達のことを考えると当然だろう。同じ機関で
あるのに年度や大人により目的が変わってく
ると，長く在籍する子どもが戸惑いを感じる
ことになりうる。よって，教育支援センター
（適応指導教室）において不登校の子ども達
の成長に関わる以上，指導員およびボラン
ティアは子ども達の将来を見越した共通の心
得を持っておくことが必要だろうと思われ
る。
　スタッフについては，専門のカウンセラー
や医者の数が圧倒的に少ないと言えるだろ

う。冒頭で述べたように，文部科学省も専門
的なスタッフの数の少なさを指摘しており，
それが顕著に現れていると言えるのではない
だろうか。この点は，３市に共通して改善す
る余地があるだろう。
　各教育支援センター（適応指導教室）は週
５日活動しているのに対し，Ｘ市グループ活
動は週３日しか活動していない。グループ活
動はもともと来所相談などの個別相談の延長
として設置されたそうだが，現在は他の教育
支援センター（適応指導教室）と同じか，む
しろそれ以上に学校に近い指導体制をとって
いる。なお，教育相談指導教室へ移籍する場
合も，必ずグループ活動での経験を経ること
が決まっているが，この２つの教室の厳しさ
の違いは大きすぎる。よって，一度移籍した
ものの，その後生徒個別に対応しなければな
らないほど教育相談指導教室の先生方の援助
が必要であると聞いた。
　また表５によると，３市に共通して，子ど
も達はいずれ学校に戻る可能性がある。Ｘ市
およびＺ市のように学校復帰を目標とする教
室もあれば，学校復帰を掲げなくともＹ市も
学校復帰や進学する子どもが存在する。教育
支援センター（適応指導教室）のあり方は，
スムーズに学校に入れるものであることも考
慮したい。
　ゆえに，子ども達のセンターを出た後の行
き先まで考慮に入れ，教育支援センター(適
応指導教室)のあり方および役割を再確認す
る必要があると言えるだろう。

３．今後に向けての課題

　以上のように，３市共に望ましい特徴もあ
れば，共通して改善したい点も見られる。よっ
て，まだ整っていないと考えられる教育支援
センター（適応指導教室）について，統一性
が必要な望ましい点，特徴を大切にしたい点
等を考慮しつつカリキュラムの整備をするこ
とは今後の課題であろう。
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　不登校問題は，「（本当は）学校に行きたい
けど行けない」に始まり様々な側面で矛盾が
生じその中で子ども達は混乱しているものと
考えられる。よってそのような子ども達を受
け入れる教育支援センター（適応指導教室）
の最たる指針として，「不登校の子ども達の
目線に立ち，一番の対応を模索しながら一人
ひとりの個性と向き合い続けること」を統一
させたい。教育支援センター（適応指導教室）
は，不登校になっても子ども達がすくすくと
成長していけるようサポートできるカリキュ
ラムおよび体制を追究し続ける場でありたい
ものである。
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