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不登校児童生徒対策の歩み 

近江八幡市教育研究所 

Ⅰ はじめに 

  近江八幡市は、滋賀県のちょうど真ん中に位置し、人口は８０，０００人を有する。市

立小学校は１２校で児童数は４，７７７名、市立中学校は４校で生徒数は２，２２３名が

在籍している。（令和３年５月現在）尚、私立小中学校は各１校有する。 

本市がここ数年抱える教育課題の中で、極めて喫緊のものと捉えているのが不登校児

童・生徒の多さである。本市の小中学校における不登校児童生徒数（以下、不登校数）は、

表に示す通り、その割合は国・県を上回っている。不登校になることは決して悪いことで

はないとは考えるが、一つ一つのケースに目を向けた時、あえて不登校にならなくてもよ

かった児童生徒もあるのではないかと感じるものも多々見受けられる。学齢期・青年期に

学校教育という社会的な営みを経験することは児童生徒の成長に大きな意味があると考

える。そして、不登校は、児童生徒の社会的自立にとって大きな影響を与えるものと考え

ている。そこで、不登校数を減らすために教育委員会・教育研究所はいかなる働きかけを

することが有効なのか、ここ数年間試みてきた取り組みを振り返りまとめてみる。 

         表１ 市内不登校発生率の比較  ※人数（発生率） 

 
Ⅱ 不登校問題に対する本市の取組 

 １ 従来（平成 26 年度まで）の取組と見直し 

本市としての不登校児童生徒問題に対する対応については、本市教育委員会指導の

下、各小中学校において独自に進めていくことを基本としていた。スクールカウンセラ

ー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を効果的に活用し、教育相談機関、

福祉機関、医療機関等との連携による組織的な支援体制をより一層充実させることに

努め、推進してきた。 

人的配置として、ＳＣが各中学校を中心に配置され（各中学校 1 名ずつ、３小学校

のみ 1 名ずつ、概ね週 1 日勤務）中学校区内の小学校も含めて相談活動にあたってい

る。ＳＳＷは、県費と市費で計２名配置されており拠点校を中心に相談活動にあたって

いる。（いずれも非常勤）。 

教育相談関係を担う教育研究所としては、教育相談室を置き、専門員１名（臨床心理

士が週１．５日勤務）と相談員３名(交替で勤務)が相談にあたっている。各小中学校は、
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訪問教育相談員（主に子どもの相談にあたる）を週数時間ずつ派遣している。また、不

登校児童生徒の学校復帰に向けた指導においては適応指導教室を設置し、２名の指導

員が指導にあたっている。家に引きこもる児童生徒については、家庭へ訪問し支援活動

をするホームスタディ事業(ＨＳ)を設置し、アドバイザー３名が支援にあたっている。 

各校においてはこれらの人材も活用し、特に不登校対応の取組を行っている。しかし、 

 今一歩思わしい成果が上がっていないのが実態であった。各校の状況をみてみると、教 

育相談を担当する教員と担任教員だけの取組になっていることが多く、組織を生かし 

た有効なものにはなっていない場合が多いということが分かった。 

これらの状況から、市全体の不登校数を減らすための取組として、各校任せではなく

市全体を包括した有効な推進の在り方を探ることにした。そして、教育委員会・教育研

究所が各校における教育相談体制の在り方に具体的に働きかけていく試みを追求して

いくことに至った。 

２ 第 1 期の取組【平成 27～29 年度】 

   取組の骨子を作るために、本市及び各校の不登校対策についての現状把握を行い、課

題を明確にすることにした。その結果、以下に示したものが上がってきた。 

  ・本市不登校児童生徒数は、全国・県比より高く、増加傾向が見られる。 

  ・ケース会議開催が大変状況が悪くなった時点での実施になっており、会議が長時間に 

及ぶ。しかし、その会議が課題解決に寄与していないことが多い。 

 ・教育相談にかかわるスタッフ（各校教育相談担当者、訪問教育相談員、教育相談室 

  相談員、適応指導教室指導員、ＨＳアドバイザー、ＳＣ、ＳＳＷ、学校教育課担当 

  者、発達支援課担当者）は配置されているが、集中的・継続的なつなぎある組織に 

  なっていない。 

 ・不登校となる要因が、多様かつ複雑になっており、一側面だけの対処では限界がある。 

 ・乳幼児→就学前→小学校→中学校→進路・就職を見通した「個別アセスメント」「個 

  別育ちシート」が不十分である。 

  ・教育相談担当者連絡会が、各校の不登校の状況の交流で終わっている。 

 これらのことから、基本的に考えたのが、組織と専門職員をうまく活用することによ 

り有効な不登校対策の取組が考えていく必要があるのではないかということであった。 

忙しい学校現場においても誰もが不登校対応について常に意識し、少しがんばって推 

進していこうとする有効な方法を見出すことが必要ではないかと考え、その方法を追 

求していくことにした。 

そして、平成２６年度に取組の骨子を固め、『不登校０をめざすプロジェクトΣ』と

銘打って平成２７年度から本格的な取組を始めた。 

（１）『不登校０をめざすプロジェクトΣ』 

   全ての子どもにとって学校が居心地のよい場所となるよう、きめ細かな観察や 

配慮に基づき、多くの者が関わる体制づくりを推進することにした。そのためモデル

校を小中１校ずつ指定（３ヶ年）し、その取組の成果を広く発信することで、市内全

体に啓発することにした。指定校では、特に有効なケース会議の在り方を中心に実践

を通して追求していった。 

   以下、３カ年の歩みを振り返る。 
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１年目【平成 27 年度】 

４月  ・研究モデル校（A 小学校・B 中学校）の決定 

       ５月  ・対象児童生徒 各１名決定 

       ６月～・定期的に（月１回）ケース会議を開催 

          ・効果的なケース会議の持ち方、外部人材（ＳＣ等）の活用の仕方に 

           ついて研究 

      ７月  ・ＳＣやＳＳＷ等の活用の仕方を含めた効果的なケース会議の持ち 

方について、研修会（講座）の実施 

２年目【平成 28 年度】  

４月  ・今年度の取組、進め方について確認（A 小・B 中） 

       ５月  ・対象児童生徒 各１名決定 

       ６月～・定期的に（月１回）ケース会議を開催 

      ７月  ・ＳＣやＳＳＷ等の活用の仕方を含めた効果的なケース会議の持ち 

方について、研修会（講座）の実施 

      １２月  ・教育研究発表大会にて『プロジェクトΣ』の取組を全教職員に報告 

       １月  ・モデル校教職員を対象にアンケート実施 

           ・Σシートの改善・整理 

       ２月  ・ケース会議の持ち方、シートの活用方法について教育相談担当者へ 

研修・周知（教育相談担当者会） 

      ３月  ・研究所だより「輝動」において取組について周知 

３年目【平成 29 年度】 

４月  ・A 小・B 中学校 対象児童生徒について共通理解 

      ５月～・A 小・B 中学校 定期的に校内ケース会議を開催 

          ・ケース会議を開催（要請があれば研究所も関わる。） 

      ７月  ・ＳＣやＳＳＷ等の活用の仕方を含めた効果的なケース会議の持ち 

方について、研修会（講座）の実施 

     １２月  ・教育研究発表大会にてモデル校の取組報告 

       ３月  ・研究所だより「輝動」において取組の総括 

（２）『不登校０をめざすプロジェクトΣ』の具体 

   モデル校では、Σ対象児童生徒を１名しぼり、毎月１度のケース会議を実施した。 

そして、忙しい教育現場でも無理がなく有効なケース会議の在り方を実践を通じて 

追求していった。ケース会議の事務局は教育研究所とし、専門員（臨床心理士）がア 

ドバイザーとして参加した。また、情報共有のためやケース会議を円滑に進めるため、 

シートを活用することにした。シートとしては５種類用意した。 

【シート活用について】  

ⓐ「未然防止」のために… 

 「不登校予防のための予兆チェックシート（A）」の作成と活用  

 ・担任は児童生徒の観察から①～⑯のチェック項目に該当する変化があれば、 

  その項目にチェックする。チェック項目が増えた児童生徒、気になる児童生 

   徒については、さらに家庭との連携を密にし、注意して観察を続ける。 
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ⓑ「早期発見・早期対応」のために… 

 「 欠席実態把握・初期対応シート（B）」の作成と活用  

 ・欠席連続３日、断続欠席７日（月間）対象児については、「欠席実態把握・ 

   初期対応シート（B）」を作成し、校長、教頭、教育相談担当者に報告する。 

ⓒケース会議を円滑に進めるために… 

 「アセスメントシート（C）」「ケース会議シート（D）」の作成と活用  

 ・欠席状況に改善が見られず、ケース会議が必要と判断された場合、担任はシ 

   ート（C）にこれまでの欠席状況をまとめる。また、欠席の経緯や子どもの 

   行動・性格の傾向についても記入する。 

 ・シート（D）に表示された流れにそって会議を進め、関係職員で情報を共有 

   し支援目標を決める。 

 「ケース会議継続シート（E）」の活用  

 ・ケース会議を継続する必要がある場合に活用する。支援の結果を検証し、支 

  援方法を再考する。 

① １年目のケース会議 

ケースに関係する職員が集まり、ケース会議を行った。会議の基本ステップは、 

次の通りとした。 

      ≪ステップ１≫問題の明確化 ⇒ ≪ステップ２≫子どもの強みの確認する 

      ⇒ ≪ステップ３≫達成できうる目標の設定（概ね８週間を目安に） ⇒  

      ≪ステップ４≫問題の背景要因を話し合う ⇒ ≪ステップ５≫支援方法に 

      ついて案を出し合う ⇒ ≪ステップ６≫支援方法の選択と計画  

A小学校ケース会議の記録概要（その１） 

ケース会議充実のための振り返り    

 より有効なケース会議にするため 

に実践を通して見直した。 

問題行動と支援目標を明確にする支援 

     第１回の記録から、目標設定につ 

いて見直すことにした。目標設定の 

内容を見直し、問題との関わりで学 

校（教師の力で）が具体的に関わる 

方法になっているかを検討した。 

 第２回目に“母親と離れて過ごせ 

る時間を作ろう”と考えたが、離れ 

ること自体非常に難しいことであることを確認。“母親と教室で過ごさせるこ 

と”をベースに目標を変更することにした。その結果、第３回・第４回ケース会 

議の記録のような問題、目標の設定に変わっていった。ここで①問題行動とは、 

子どもの学校での適応状況の改善が第一目的に、子どもの何が問題なのか、何を 

改善しなければならないのかを明らかにし、子どもの問題を「行動」レベルで記 

述する必要性を確認した。また、概ね８週間先を目安に変容を来たすことができる 

であろう目標を具体的な行動レベルで建設的に現実的な目標設定をすることの大 

第１回ケース会議から 

①問題行動 ③支援目標 ⑥支援方法の選択と計画 

①別室登校 

③・本人の成長（母子分離）を待つ 

・母のしんどさを受け止める 

・父の本人との関わりを増やす 

⑥・登校の時間を一定にしてもらう 

・学校では母が先回りせずに、自分でさせていく 

・校内の教育相談につなげて、母のしんどさを受

け止める・・・・ 
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切さを確認し、問題を明確化していった。 

この１年、ケース会議の基本的なステップの捉え、問題の明確化、子どもの強 

み、目標設定はいかなるものがいいのかを、実践を通じ見直し確認することがで 

きた。 

A小学校ケース会議の記録概要（その２）      A小学校ケース会議の記録概要 （その３）                  

                                             

② ２年目のケース会議 

 ２年目（平成 28 年度）の A 小学校の取組の様子を紹介する。 

   ・ 『ケース会議』１回目。参加者は校長・教頭・教育相談担当・生徒指導担当・訪

問教育相談員・スーパーバイザーとして臨床心理士の専門員・事務局である。不登

校傾向が心配される子どもたちの情報、全校的な様子を共有し、その中で、３年生

の C 児にしぼり検討会をもつことが決まる。 

・ 約１ヶ月後、 『ケース会議』２回目。この回から担任教諭や養護教諭もメンバ

ーに加わり具体的に問題となる行動について協議する。朝、みんなと登校できない、

早くて中休み、遅かったら給食前に母とともに登校、母と離れられなくて大泣きし

たり暴れたりする、嫌な学習はしない、不器用さが見られる等があげられる。 

次に課題解決につなげられそうな本人の強みについて思いつく限り、あげてい

く。行事が好き、恐竜が好き、昆虫が好き、カードゲームが好き等の他に中休み友

だちとサッカーをして遊ぶと気持ちが切り替えられる、友だちが気にかけてくれ

ている、（母からの情報によると）幼稚園繋がりの友だちがいて「助けて」と言え

る等の話もあがってきた。 

そんな中でさらなる情報収集が必要だとの課題が見えてきた。毎日の登校時刻

の記録をとること、本人が定期的に通院している病院の主治医と話すこと、就学前

の様子を幼稚園に尋ねること、就学相談の結果について把握することの４点につ

いて役割分担して、終了した。 

・ 約１ヶ月半後の２学期開始前、 『ケース会議』３回目。それぞれが前回の課題

に対する報告をもって集合した。登校時刻の推移、幼稚園時代のエピソード、医療

関係者の診断、就学相談の様子等報告しあう中で問題の背景にあるものが段々と

明らかになってきた。その上で支援目標を設定。２ヶ月後どんな姿になっていてほ

しいかとイメージし「１０時までに自分で登校する」という目標を立てた。目標達

成のための支援として ①見通しをもたせる、②不安をとりのぞく、③がんばりを

視覚化する、④別室を活用する、等を考えた。 

・ ２学期が始まって、担任の先生を中心としてケース会議で共有した目標を具現化

第３回ケース会議（第１回から５ヶ月後）から 

①問題行動 ③支援目標 ⑥支援方法の選択と計画 

①母親と別室で過ごす時間 

③母親と一緒に教室で過ごす 

⑥週の時間割表を作成して、いつ、どの時間に何を

するかを伝える。教室で過ごせたら自分でシール

を貼る。 

第４回ケース会議（前回から１ヶ月後）から 

①問題行動 ③支援目標 ⑥支援方法の選択と計画 

①母親と離れて教室で過ごす時間が増えない 

③母親と離れて教室で過ごす時間を１週間で１０時

間以上作る 

⑥年内の２週間１０時間以上過ごす目標を子どもと

共有する。達成した際の報酬を子どもに聞いて決

める。 
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する適切な対応が行われた。週予定を見ながら C 児と個別に話をする時間を設け

て、翌日の学習の見通しをもたせることや、１時間の初めに学習の流れを示すこと、 

教室で過ごせた時間には週予定表にご褒美シールをはること、また単元の導入で

はなるべく具体物の操作活動を取り入れること、本人ができる楽しい活動を学習

に取り入れ成功体験をつませること、グループ活動を意図的に仕組むこと、等々意

識して取り組んだ。 

・ 母と離れられなくて大泣きしていた C 児は、２学期、近所のお兄ちゃんに迎え

に来てもらって登校班で登校できるようになり、やがてお迎えがなくても自分で

集合場所に来られるようになった。また、教室で過ごせるようになりシールがいっ

ぱいたまった。このシールは母の励みにもなった。友だちと一緒にやんちゃもして、

注意をうけるくらいになったという。第１回から約５ヶ月後の『第４回ケース会議』

で C 児は「今後も継続して見守る」という共通理解のもとケース終了となる。 

（３）『不登校０をめざすプロジェクトΣ』の振り返り 

   この取組についての手応えを、モデル校の教職員へ実施したアンケートから振り 

返ってみる。また、より有効なケース会議にするために、実践で得たものを示す。 

①  モデル校教職員のアンケートより 

 【Σの取組方法について】 

・ どの学校にも存在する不登校児の問題は、各担当の場当たり的あるいは個人の 

力量まかせ的な指導になっていると感じることから、モデル校で取り組んだノ  

ウハウを発信・活用していくという方向性は大切だと思う。特に、どの児童に  

も学校に行きたくないと思う最初の１日目の理由を受け止め、ていねいに対応  

していくことで未然防止につながるという考え方は、取り組んでみて実感する  

ことがあった。 

・ プロジェクトΣの対象児童には組織で体制を組め、計画立った取組実践により  

成果が生まれた。また、会議に参加した教員は日常的な児童の観察を大切に未  

然防止に努められているように感じる。 

 【Σのケース会議について】 

・ 対象をしぼることで取組内容・方法が具体化できた。シート等を活用したケー  

ス会議が充実し、取組の方向をみんなが共通理解でき、成果が見られた。 

・ 対象になった児童を「行動」をベースに理解を深め、改善までの目標設定のあり 

方、目標達成までの具体的な支援の方法などを、専門的な見地からアドバイス頂け 

たので、自信を持って取り組むことができた。それらを広げて全職員のものにして 

いくことは難しかったが、Σのケース会議で学んだ考え方を多くの教師ができる 

ようになると効果があると思う。 

・ この２年間、違う立場で（担任、生徒指導担当）参加させてもらったが、会を  

持つごとに会の必要性だけでなく適切・的確な情報共有、同じ方向性をそれぞ  

れの立場で持つこと、組織の大切さを感じてきた。月１回程度の会も少ないの  

でなく、スモールステップを目指して実践した結果、課題を検証するのに適し  

ていると思う。 

 【Σのシート～構成、記述内容、運用～について】 

・ 早期対応やアセスメントの重要性が確認でき、ケース会議の継続によりつなが  
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りが生まれ、取組の展望が持てるようになったと感じる。 

    不登校の問題に、専門家・組織の活用の有効性、また、予兆チェック等初期段    

階の対応の有効性を感じておられる内容が多く寄せられた。『不登校０をめざす    

プロジェクトΣ』の取組を充実していくことの手応えを得た。 

   そこで、このケース会議をできるだけ現場で気軽に実施可能なものにすること  

が不登校対策に大きく寄与することになろうと考えた。 

② 学校現場で気軽に、かつ有効なケース会議を取り入れていくために 

   ケース会議を気軽に学校現場で実施できるようにするために、次の２点が大切 

  であるように考える。 

    ⅰ）ミニケース会議の進め 

    ミニケース会議は教育相談担当、担任、養護教諭、直接その子どもに関わりを 

   持つ先生などが、少人数かつ短時間でするケース会議をさす。問題の明確化、子 

    どもの強みの確認までは教育相談担当と担任の先生で準備しておき、後はステッ 

プ１：支援目標の設定とステップ２：支援方法の決定の２つをミニケース会議で 

検討できるようにしていけるように心がけることが、このことを可能にできると 

考えた。また、問題が初期の段階で実施することがより有効であると考えた。 

   ⅱ）子どもの強みを活かす支援    A小学校の平成 29年度の会議概要 

平成 29 年度の A 小学校のケース 

会議では本人の強みの中で「ダンス 

をすること」を基に支援の具体策を 

考えた。そして、様子を観察してい 

くと、友だちとダンスを楽しみサー 

クルまでも作るに至った。不登校児 

童であることがうそのような姿で過 

ごす D 児であった。その後リーダ 

ーにもなる。しかし、それ以後欠席 

が増えるという思いがけない事態が 

出てきた。強み（ダンスをするこ 

と）を活かすことの有効性は確かだが、強みを活かす上で、本人の微妙な心の動 

きに配慮しつつ進めていくことが大切であることを強く認識した。リーダーにな 

ることの大きな不安のあることに気付き、そこに対応策を打ったことが助けにな 

ったことが分かる。    

 ３ 第２期の取組【平成 29～令和元年度】 

 『不登校０をめざすプロジェクトΣ』のある一定の成果が認められたので、これを

全小・中学校へ広げていく方向を探った結果『近江八幡市不登校対策支援チーム』を

設置し進めていくことにした。市全体を一つのチームとして推進していこうとしたも

のである。 

 （１）『近江八幡市不登校対策支援チーム』 

    このチームにおいては 

・本市における不登校対策の在り方を検討し、支援体制の充実を図る。 

・不登校児童生徒の支援者の連携を深め、役割を明確にし、個々の児童生徒の状況

「子どもの強みを活かす支援」 

（平成 29 年度ケース会議） 

音楽、リコーダー、絵を描くこと、ファッション、ダ

ンス、仲の良い友だちが数人いる 

⇒運動会への参加 

⇒クラスでダンスサークルを友だち同士で作る 

サークルのリーダーになったことへの不安から欠席 

が増えたが、先生が不安を聞き取ることで解消。２ 

月頃から毎日教室で過ごす。 

「家にいるより学校の方が楽しい」 
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に応じた効果的な支援を進める。 

・教職員並びにスタッフへの研修を実施し、不登校児童生徒への支援の充実を図

る。 

を目的に、体制を組み進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （   

 

 

 

以下、３カ年の歩みを振り返る。 

  １年目【平成 29 年度】 

 ４月  ・不登校対策支援チームの立ち上げ 全体会・校区会 

    ５月～・不登校対策支援チーム 定期的に校区会を開催 

               シートを活用したケース会議を通して研修する 

       ・ＳＣやＳＳＷ等の活用の仕方を含めた効果的な校内ケース会議の持ち 

方について、研修会（講座）の実施 

    ７月  ・市内の不登校児童生徒のデータを元に不登校の現状を考える研修会（講 

座）の実施 

   １２月  ・教育研究発表大会にてモデル校の取組報告 

１月～・不登校対策支援チーム 定期的に校区会を開催 

          小学校から中学校進学者の不登校に関する情報伝達 

     ３月  ・研究所だより「輝動」において取組の総括 

２年目【平成 30 年度】 

 ４月～・中学校では小学校からの不登校に関する情報を全教職員に伝達 

・市内各学校において教育相談担当を中心としてΣシートを活用しなが 

ら、丁寧な不登校対応（未然防止、早期対応、組織づくり）を進める。 

・ＳＣやＳＳＷ等を活用したケース会議を開催し、的確な見立てを頂きな 

がら様々な側面から支援する体制を整える。 

    ５月～・不登校対策支援チーム 定期的に校区会を開催 

       ・シートを活用したケース会議を通して研修する 

不登校対策支援チーム【組織図】

全体計画、年間計画の確認
チーム会議運営・機関連携・市の支援体制のあり方検討

不登校児童生徒の情報共有、支援方法の検討、小中連携

開催日は各月下旬。各校の事案をもとにケース会議を行う。

全体会

適宜参加（教育相談事業）

教育相談室１・２（相談員、専門員） 子ども発達支援センター（担当者）

適応指導教室「よしぶえ」 近江八幡竜王少年センター（担当者）

ホームスタディ（アドバイザー）

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

会議 全体 校区 校区 研修 研修 校区 校区 校区 代表者 校区 全体

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

会議 全体 校区 研修 研修 校区 校区 代表者 校区 全体

会議スケジュール（３１年～）改訂

近江八幡社会福祉協議会

近江八幡警察署

彦根子ども家庭相談センター

各医療機関子どもセンター

援護課

【関係機関】【関係課】

子ども支援課

生涯学習課

子ども家庭相談室

障害福祉課

健康推進課

全体会
代表者会

校区連絡会

会議スケジュール（２９年～）

八中ＳＣ

八中・教育相談担当

八小・教育相談担当

島小・教育相談担当

沖小・教育相談担当

岡小・教育相談担当

東中・教育相談担当

金小・教育相談担当

武小・教育相談担当

馬小・教育相談担当

東中ＳＣ

ＳＳＷ

訪問教育相談員

教育研究所・学校教育課

金小ＳＣ

ＳＳＷ

訪問教育相談員

ＳＳＷ

訪問教育相談員

教育研究所・学校教育課

西中・教育相談担当

桐小・教育相談担当

桐東小・教育相談担当

北小・教育相談担当

西中ＳＣ

安中・教育相談担当

安小・教育相談担当

老小・教育相談担当

安中ＳＣ

ＳＳＷ

訪問教育相談員

教育研究所・学校教育課

八中校区 東中校区 西中校区 安中校区 代表者会

会長（中学校長代表）

副会長（小学校長代表）

中学校教育相談代表

小学校教育相談代表

ＳＣ代表

市ＳＳＷ

教育相談室専門員

学校教育課長

学校教育課担当

教育研究所長

教育研究所担当教育研究所・学校教育課
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    ７月  ・市内の不登校児童生徒のデータを基に不登校の現状を考える研修会（講 

座）の実施 

１月～・不登校対策支援チーム 定期的に校区会を開催 

          小学校から中学校進学者の不登校に関する情報伝達 

２月～・市として、不登校の予防・早期対応に向けた共通実践を実施 

３年目【令和元年度】 

 ４月～・中学校では小学校からの不登校に関する情報を全教職員に伝達 

・市内各学校において教育相談担当を中心としてΣシートを活用しなが 

ら、丁寧な不登校対応（未然防止、早期対応、組織づくり）を進める。 

・ＳＣやＳＳＷ等を活用したケース会議を開催し、的確な見立てを頂きな 

がら様々な側面から支援する体制を整える。 

        ・不登校の予防・早期対応に向けた共通実践の学校化を促す 

    ５月～・不登校対策支援チーム 定期的に校区会開催（シートを活用した会議） 

    ７月  ・市内の不登校児童生徒のデータを基に不登校の現状を考える研修会（講 

座）の実施 

１月～・不登校対策支援チーム 定期的に校区会を開催 

          小学校から中学校進学者の不登校に関する情報伝達 

（２）『近江八幡市不登校対策支援チーム』の具体 

   『不登校０をめざすプロジェクトΣ』で得た成果をモデル校以外の学校においても 

取り組めるように、ケース会議の持ち方について学ぶことを中心に『不登校対策支援 

チーム会議』を定期的に行うことにした。会議としては、中学校区（約４校ずつ）を 

グループとして実施した。 

併せて、市の不登校状況のデータをもとに専門員から不登校対策に対する教示を 

いただき（夏季の研修会にて）取組を考えることとした。 

① 模擬ケース会議を通してミニケース会議の持ち方を学ぶ 

次のようなことを重点として、提供された事例ケース会議を行った。ここで話 

し合ったことについては提供校に持って帰り実践し、後の会議に状況報告をす 

ることとした。 

  ・“問題解決型ケース会議”の形をとる。（校区の２ケースを取り上げ行う） 

 ・メンバーが、子どもが抱えている問題や欠席等の状況・経緯等について、ア 

  セスメントシート（Ｃ）を活用して共通認識を図る。 

 ・アセスメントをする。（なぜ・どうして？という視点を持ち、背景や要因を 

  明らかにする。） 

 ・プランニング（支援計画）をする。（アセスメントにより明確になった課題 

  を整理し、具体的な支援計画を立てる。） 

 ・情報を共有しながら円滑に進めるためにシート（Ｄ，Ｅ）を活用する。 

  この会議で行うケース会議は、メンバーがケースの人物を知らないことから 

各校で行っているケース会議と異なるが、意味のあるものにするためにアセス 

メントシート（Ｃ）の充実に努めた。（“問題の明確化”“子どもの強みの確認” 

を詳細に書く） 

  専門員からは、ケース会議が終わると次のような指摘を受けるなどして、ケー 
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ス会議の質を高めることに努めた。例えば「問題の明確化」では、「別室登校」 

や「母子登校」ということに対して「別室では～をして過ごす」「母親の送迎で 

週に２回、１０時～１２時まで。給食の前に下校。」等のようにより具体的にみ 

ていくことの大切さを指摘していただく。「支援目標の設定」「支援方法の計画」 

からもその都度ご指摘いただく。このことにより、よりケース会議の中身が充実 

し、各校での実施が増えてきた。 

② 市内の不登校児童生徒のデータを基に不登校の現状を捉え取組を考える 

「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」（文部科 

学省）を手がかりに、本市児童生徒の不登校状況の特徴を専門員に分析してもら 

い、課題に向けた取組を夏の教育相談講座で考えることにしている。そして、近 

江八幡市不登校対策支援チームの実践に生かすことにしている。 

 平成 29年度では「中１の不登校者の増大」に目を向け、小中連携の取組を具 

現化した。新たに〝小・中連携シート（F）〟を作成し、不登校に関して中学校 

に伝えておく必要のある子のものを、３学期の会議の中で引継をし、新年度当初 

の職員会議の場で全教職員に情報を伝えることとした。 

平成 30年度では不登校者を継続・新規で見直し、「新規不登校者の増大」に 

目を向け、子どもたちの予兆、変調に一番に気付いてほしい全教職員にむけて、 

共通実践推進の啓発を進めることにした。中身としては不登校の予兆と考えら 

れる姿を示したチェックシートの活用と、あやふやな対応が不登校へとつなる 

ケースが多い朝の欠席連絡の対応とした。（近江八幡市不登校の予防・早期対応 

に向けての啓発紙参照） 

（３） 『近江八幡市不登校対策支援チーム』の振り返り 

この取組から得られたものを振り返ってみる。市全体をチームとして取り組ん 

だため、単一校での取組では得られない有効な取組を見出すことができた。 

① 有効なケース会議の持ち方を学ぶことができた 

ケース会議の持ち方のポイントを学ぶことができた。特に、“問題の明確化” 

“子どもの強みの確認”“支援目標の設定”“支援方法の決定”を基に組み立て、 

“支援目標の設定”“支援方法の計画”を中心に進めることは、会議が充実する 

きっかけになった。３０分程度の会議にまとまることをめざせるようになった。 

② 小中連携の取組が定着してきた 

   次年度中学校に入学する児童で、不登校に関する情報を交換する場を年度末 

に持ち、その情報を基に、新年度最初に中学校全職員が共有する場を設定するこ 

ととした。中学１年生の不登校の状況が改善してきた。 

③ 不登校の予防・早期対応に向けた共通実践の取組を始めた 

      『不登校の予防・早期対応に向けて～不登校を本格化させないために、支援レ 

ベルに応じた対応を！～』の啓発紙を作成し、２つの共通実践（欠席連絡の対応、 

予兆チェックシートの活用）を各校で取り組んでいくこととした。積極的な働き 

かけを展開され、顕著な成果がうかがえた中学校があり、取組に手応えを得た。 

Ⅲ 不登校問題に対する本市の取組の成果と課題 

１ 不登校数からみる取組の効果 

取組に効果あったのか、不登校数の動向から見てみる。 
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前掲した表１は、不登校発生率を示したものであるが、不登校率は年々高くなってき 

ているが、市内中学校は令和元年以降低くなってきている。 

表２は、各年度の不登校児童生徒のうち前年度から継続している者の率を示したも 

のであるが、市内では平成 27 年度より 84.2%、81.9%、77.9%、（94%）、76.2%、64.9% 

と概ね低くなって来ている。少しずつではあるが不登校の状態（不登校状態の継続）か 

ら改善しようという者が増えていると言えるのではないか。 

表 2 不登校の状態が前年度から継続している児童生徒数の比較（公立小中学校） 

 

 表３は、新中学１年生の不登校生徒のうち前年度から継続している者の率を示した 

ものであるが、市内では平成 28 年度より 90.0%、100.0%、62.5%、64.7%、17.6%と 

なっている。小中連携の具体的取組を始めたのが平成 29 年度末からであったので直 

接影響したと考えられるのは平成 30 年度の 62.5%、64.7%、17.6%である。中学１年 

生は小学校から継続して不登校になりやすいとされているが、いい結果になってい 

る。取組が大きく作用していたと言えるのではないか。 

表 3 不登校の状態が前年度から継続している児童生徒数の比較（新中学１年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４は、不登校児童の欠席・出席状況を表したものであるが、小学校の場合、欠席 

  日数が９０日以上であっても１１日以上の出席をしている者がほとんどである。中学 

校の場合においてもその傾向が強い。そのことから、全くの引きこもり状態を回避し 

ようという取組が影響していると考えられる。令和２年に小中学校とも出席０日のも 

のがいなかったことは驚きであった。今後は特に、欠席が９０日以上で出席が１～ 

１０日までの子ができるだけ出席日数を増やせるように努めていくことが必要である 

と考える。 

前年度か
ら継続
（A)

前年度不
登校児童
生徒数
（B)

比率（A/B
×100）

前年度か
ら継続
（A)

前年度不
登校児童
生徒数
（B)

比率（A/B
×100）

平成27年度 66141 82102 80.1 64 76 84.2

平成28年度 71832 85957 83.6 68 83 81.9

平成29年度 77373 91188 84.8 67 86 77.9

平成30年度 80853 99330 81.4 78 83 94

令和元年度 89505 115758 77.3 80 105 76.2

令和2年度 72 111 64.9

全国 近江八幡市

前年度か
ら継続
（A)

前年度不
登校児童
生徒数
（B)

比率（A/B
×100）

前年度か
ら継続
（A)

前年度不
登校児童
生徒数
（B)

比率（A/B
×100）

平成28年度 8415 8996 93.5 9 10 90

平成29年度 9391 9686 97 11 11 100

平成30年度 9389 10775 87.1 5 8 62.5

令和元年度 9729 13929 69.8 11 17 64.7

令和2年度 3 17 17.6

全国 近江八幡市
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          表 4 不登校の欠席期間別実人数の比較 

(公立小学校)                  (公立中学校) 

    

 ２ これまでの取組から見えてきたこと 

  〇 予兆、未然防止の取組の重要性 

    新規者の割合が増加している。不登校の未然防止への取組として具現化したのが 

『近江八幡市不登校の予防・早期対応に向けて～不登校を本格化させないために、 

支援レベルに応じた対応を！～』のリーフレットを配付し共通実践を全教職員に呼 

びかけた取組である。（朝の欠席連絡の対応に対する取組、予兆チェックシートの 

日常活用の取組） 

 全ての学校で取り組んでいこうとする取組は、士気を高めるのに有効であった。 

 また、中学校へ入学する前に、小学校当時の不登校傾向に関する情報を伝え、年 

度当初に全教職員がそれを共通理解して取り組んでいくことは有効であることが分 

かった（小中連携）。 

  〇 初期対応の重要性 

 不登校を改善するには初期における対応が有効である。継続状況が長引くほど復 

帰しにくくなることは、ケース会議で支援計画をたて進めていっても、初期段階の 

ケースの方が支援が有効に働いたことからも明らかである。初期の段階において関 

係する者（できれば専門家に加わってもらい）がチームを組みミニケース会議を持 

つことは有効であった。 

  ○ 組織を生かした取組の重要性 

   『不登校０をめざすプロジェクトΣ』の振り返り（モデル校教職員のアンケート 

より）からも分かるように、組織で取り組むことは「場当たり的で個人の力 

量任せ的なもの」にならず、誰もが「自信」をもって取り組んでいけ、「取 

組の展望」が持てる。組織体制を組み課題解決に向かうことは、教職員にと 

って関わりやすく前向きに働きかけていける大きな要因である。 

 ３ 今後の不登校問題に対する本市の取組の方向 

 令和２年度より４年度をめどに不登校対策チームは、今まで取り組んできたことを 

もとに各校なりの不登校対策の体制づくりの構築に向ける取組を行っている。（第３期 

の取組）各校での取組の状況を交流すると共に、学校へ出かけて行き実際のケース会議 

を基に研修するなど研修内容を工夫し、各校のより有効な体制づくりに努めている。 

本格的に不登校対策に乗り出して本年度で７年目。４年度には、どの教員も不登校の 

欠席日数 不登校

30~89日 児童生徒数

全国 24574 16757 1983 1157 44471

H30年度 55.3% 37.7% 4.5% 2.6% 100.0%

近江八幡市 24 19 0 0 43

H30年度 55.8% 44.2% 0.0% 0.0% 100.0%

全国 24663 22426 4224 1592 52905

R元年度 46.6% 42.4% 8.0% 3.0% 100.0%

近江八幡市 31 20 2 1 54

R元年度 55.8% 44.2% 0.0% 0.0% 100.0%

近江八幡市 21 33 3 0 57

R2年度 36.8% 57.9% 5.3% 0.0% 100.0%

欠席90日以

上で出席11

日以上

欠席90日以

上で出席1

～10日

欠席90日以

上で出席0

日

欠席日数 不登校

30~89日 児童生徒数

全国 41797 57531 10328 4773 114379

H30年度 36.5% 50.3% 9.0% 4.1% 100.0%

近江八幡市 41 54 3 3 101

H30年度 40.6% 53.5% 3.0% 3.0% 100.0%

全国 23982 75362 17565 5610 122519

R元年度 19.6% 61.5% 14.3% 4.6% 100.0%

近江八幡市 48 39 7 1 95

R元年度 50.5% 41.1% 7.4% 1.1% 100.0%

近江八幡市 29 36 10 0 75

R2年度 38.7% 48.0% 13.3% 0.0% 100.0%

欠席90日以

上で出席11

日以上

欠席90日以

上で出席1

～10日

欠席90日以

上で出席0

日
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  予兆を察知する能力を高め、チームで援助していくトレーニングを積み上げ、４年度終 

了時には、どの学校も不登校対策に動いている雰囲気が感じられるようになることを期 

待したい。 

Ⅳ まとめ 

  不登校という状況を強いられている多くの児童生徒がいる現状に目を向け、市全体が 

不登校対応の意識を高め、対応していこうということは至極当然のことである。しかし、 

取組は多くが各校任せになっており、学校による大きな温度差があり余り動いていない 

のが現状ではないだろうか。 

  そんな中、教育研究所が音頭を取り市全体が不登校対策に動いているという空気を作 

り出す取組を考えていった。関係する者がそれぞれの持ち味を十分生かし、有効なつなが 

りを作っていけるよう、教育研究所としてできうる働きかけを追求してきた。 

教職員の意欲的で前向きな姿が見られ、学んだことを各校へ持ち帰り、各校の取組、体 

制作りに動き出す雰囲気が感じ取れるようになってきた。共通実践を各校の実態に合わ 

せアレンジした取組が見られてきた。この勢いを生かし、市全体が不登校対策に動く空気 

を作りだし、不登校という状況を強いられている児童生徒の手助けになれるよう今後も 

努めていきたい。 

Ⅴ 参考文献 

●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』 

●国立教育政策研究所『「教育的予防」と「治療的予防」』＜生徒指導リーフ 5＞、2012 

● 〃 『不登校の予防』＜生徒指導リーフ 14＞、2014 

● 〃 『「中１ギャップ」の真実』＜生徒指導リーフ 15＞、2014 

● 〃 『不登校の数「継続数」と「新規数」とで考える』＜生徒指導リーフ 22＞、2018 

●児童心理臨時増刊『学校におけるチーム援助の進め方』金子書房、2011 

 

※ 本稿の事例については、一部手を加えている部分があります。 


