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令和4年度12月定例会   一般質問   壹岐和郎議員  ＜12月12日＞    

 

 

 

 

 

 

孤独・孤立問題について 

「NPO法人あなたのいばしょ」を立ち上げ、24

時間 365 日「あなたのいばしょチャット相談」を

運営している大空幸星（おおぞらこうき）氏の著

書「望まない孤独」の中で、「孤独は日本社会が抱

える喫緊の課題であり、さらなる対策の加速化が

必要」と述べ、同氏の働きかけがきっかけとなり、

国の孤独・孤立対策に繋がることとなりました。 

2021 年 2 月内閣官房孤独・孤立対策担当室が設けられ、坂本哲志（さかも

とてつし）孤独・孤立対策担当大臣が置かれました。国の示す「孤独・孤立対

策重点計画」によれば、①孤独・孤立に至っても、支援を求める声を上げやす

い社会とすること。②状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる。③見

守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感でき

る地域づくりを行う。④孤独・孤立対策に取り組む NPO等の活動をきめ細か

く支援し、官・民・NPO 等の連携を強化することを柱に施策を展開するとし

ています。 

内閣官房の HP には、なぜ、孤独・孤立対策が必要かについて、「社会全体

のつながりが希薄化している中で、新型コロナの長期化によって、孤独・孤立

の問題がより一層顕在化しています。これは、まさに現代の社会問題として、

真正面から向き合うことが必要であるという考え方のもと、2021 年 2 月に孤

独・孤立問題に取り組む、世界で初めての閣僚級ポストが設置されました。」

とあります。 

2018 年 1 月イギリスのメイ元首相は孤独担当大臣の設置を発表し、孤独対

策に取り組んでいくことを宣言、孤独に取り組むと表明した世界で最初の国と
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なりました。 

イギリス政府が孤独に対し取り組むきっかけとなったのは、女性下院議員が

自分の選挙区をくまなく歩きまわっていると、高齢者、低所得層、母親、若者

まであらゆる世代の人が抱えている問題の背景に孤独があることに気付いた

ことにあります。高齢者の孤独については早くから取り組みがされてきました

が、高齢者以外の孤独についてはあまり注目されていませんでした。 

2018 年に行われたイギリスの調査では、孤独による経済損失は年間 5 兆円

と算出され、同年イギリスの別の調査では、孤独を慢性的に感じているのは、

高齢者ではなく 16～24歳の若者であるという結果が得られたようです。 

知事に質問します。 

国は昨年 12月全国の満 16歳以上 20,000人を対象に、孤独・孤立問題に関

する実態調査を実施し、今年 4月に結果を公表しました。この調査結果に対す

る、知事の見解を求めます。 

この実態調査では、孤独を「しばしば、もしくは常に」感じるとした人の内

8 割超が、行政や NPO などからの支援を受けていなかった、との結果が出て

います。本県では、支援を必要とする人が相談でき、支援機関へ確実につなげ

る体制となっているのか伺います。 

令和 4年 3月厚生労働省自殺対策推進室の調査によると、自殺者の約 7割が

男性であり、年代では 50 歳代が最も多くなっています。しかし、最初に紹介

した無料チャット相談窓口「あなたのいばしょ」ではこの層の利用はほとんど

なく、しかも、相談者の 7割が女性です。また、コロナ禍で女性の自殺者が増

加し、特に無職者・女子高校生の増加が顕著との結果が出ています。2021 年

内閣府男女共同参画局の報告書には、コロナ禍で女性の無職者の自殺が増えた

が、特に主婦が深刻だとの指摘があります。 

主婦は育児と家事のダブルストレス、加えて専業主婦は「稼いでいない」「稼

いでいるほうが偉い」などといったモラハラ、経済的 DV等が未だに蔓延して

いる現状であることが、主婦を追い詰めていると考えられます。 

1回目の緊急事態宣言が解除された、2020年 6月 1日から 12月 31日まで

の 7か月間に NPO法人あなたのいばしょに寄せられた相談は、16,178件。10

～20 代の相談が 62％。コロナ禍において、2020 年 4 月第 1 回目の緊急事態

宣言から 2021年 7月第 4回目の緊急事態宣言下でのワードマップ分析におい
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て、「死」は 2回目以降もっとも使われるワードでした。「学校」というワード

は第 2回目以降急激に上昇し、相談内容としては「学校がオンライン授業とな

り修学旅行も延期になるか不安」「濃厚接触者になったため、今日を含め 10日

間は学校を休まないといけない」等コロナ禍の影響を色濃く反映し、心身に不

調をきたした子供からの相談が数多く寄せられたとのことです。 

知事にお尋ねします。本県の自殺者の現状をお聞きするとともに、お示しし

た現状に対応した対策がなされているのか。また、コロナ禍での影響をどう考

え、どう対策を行っているのか伺います。 

大空幸星（おおぞらこうき)氏は「望まない孤独」の中で、1995年全国で 154

か所しかなかったスクールカウンセラーの配置は 2020年には 3万か所を超え

た。25 年で約 200 倍に増加。しかしこの間、小中高生の自殺者数は 3.6 倍に

増えたことを指摘しています。多様な要因が考えられますが、本県のスクール

カウンセラー配置状況とその効果について教育長にお伺いします。 

15～39歳の死因 1位は自殺、先進国では日本だけです。中学・高校教師の 5

人に 1人は生徒の自殺に、3人に 1人は自殺未遂に遭遇したという 2009年の

調査結果もあります。 

本県でも LINEでの相談窓口もありますが、令和 3年度青少年のインターネ

ット利用環境実態調査では、本人専用のスマートフォンを持っていると答えた

割合は、小学生 63.3％、中学生 91.1％であり、必ずしもすべての子供たちが

LINEを使える環境にはありません。 

GIGAスクール構想での一人 1台端末を有効に活用すべきと考えますが、教

育長の見解を伺います。 

今後、本県においても、各知事部局相互、教育庁内、知事部局と教育庁との

緊密な連携がますます重要となって参ります。また、ひきこもり、自殺、子ど

もの貧困、居場所確保、生活困窮者支援など NPOなどの民間団体の力がなく

ては、支援事業は一歩も進みません。同時にそれらの底流には孤独・孤立が深

く関わっています。よって、孤独・孤立対策を進めるためには、官民が一体と

なって取り組む必要があります。既存の施策を有機的につなげ、より支援の手

が確実に届く体制作りが必要です。そのことに対する知事の見解と孤独・孤立

対策に取り組むにあたり、知事の決意を伺います。 

次に、教育長にお尋ねします。 
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不登校児童生徒が全国的に、そして本県でも増加が続いています。不登校対

策についても、学校だけではなく多様な関係者との連携が重要です。不登校児

童生徒への適切な支援が行われなければ、将来的に孤独・孤立を深め、より深

刻な事態に陥ることが危惧されます。不登校児童生徒を生まないための取り組

みを進めることはもちろんですが、不登校対策の取り組みについての教育長の

決意をお聞きします。 

 

 

【服部知事の答弁】 

① 国の孤独・孤立問題に関する調査結果について 

この調査結果では、孤独感が「常にある。しばしばある」と回答した方は 4.5%、

「時々ある」「たまにある」と合わせると 36.4%の方が「孤独感がある」と答

えています。 

また、孤独感が「常にある。しばしばある」と回答した方のうち、23.3%の

方が「支援の受け方がわからない」と回答しています。 

県の様々な分野の相談窓口においても、長引くコロナ禍で、「相談できる人

がいない」「生きづらいと感じる」などの相談が増えています。 

窓口の担当者からは、「高齢者の親とひきこもり状態にある子どもの世帯か

らの相談」、「生活困窮と DVや不登校などが絡んだ相談」など、複雑かつ複合

的な課題のある相談が多くなっているとの報告を受けています。 

こうしたことから、今後、孤独・孤立問題に対応していくためには、本人が

支援を求める声を上げやすく、また、周りの方が気づいて対処しやすい環境を

整え、本人や家族等の状況に応じ行政や民間支援機関による多様なアプローチ

で対応する必要があると考えています。 

 

② 本県における相談体制について 

各相談窓口では、従来の電話や来所のほか、オンラインやアウトリーチ型の

支援など、相談支援につながりやすい仕組みの充実に努めています。 

例えば、女性と社会のつながり支援事業では、街頭での声掛けにより相談に

つなげるアウトリーチ支援や SNS 相談を行い、相談内容に応じて専門機関へ

のつなぎや行政手続きへの同行支援などを行っています。 
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自殺対策では、ふくおか自殺予防ホットラインに加え、新たに SNS 相談を

開始し、相談手段の選択肢を増やし、相談しやすい体制を整備しています。 

また、県ひきこもり地域支援センターでは、県が所管する保健所ごとに NPO

法人等地域の関係機関が参画する「ひきこもり支援者等地域ネットワーク会議」

を設置し、個別のケースに対する適切な支援方法を支援関係者が集まって協議

することにより、相談者の事情やニーズに合わせて確実に支援機関へつなぐ体

制を構築しています。 

 

③ 本県の自殺者の現状と対策について 

本県の自殺者数は平成 24年以降減少傾向でしたが、一昨年から増加に転じ、

昨年の自殺者数は 913人と一昨年と比較して 35人の増加となっています。自

殺者数の 6割から 7割を占める男性は、下げ止まりの状況で、また 10代と女

性の増加が顕著となっています。 

男性の自殺者数は、40歳代と 50歳代の働き盛りが多く、原因は経済的な理

由が多くなっています。コロナ禍以降、男性からの生活福祉資金の相談が増え

ていることから、県では丁寧な相談対応を行っているところです。 

一方で、コロナ禍において、児童生徒たちは、行事や部活動の中止・延期に

より友達との交流や学校生活が制限されたこと、女性は、非正規雇用の減少に

よる失業や育児・介護といった家庭内の問題が深刻化したことが、影響してい

ると考えられます。 

このため県では、これまでの対面や電話での相談窓口に加え、若年層や女性

が日常的に利用している SNS を活用した相談窓口「きもち よりそうライン

@(アット)ふくおかけん」を今年 7 月に開設しました。窓口では、相談者の抱

える不安な気持ちや悩みを丁寧に聴いて、必要に応じて、支援機関の紹介を行

っています。 

なお、開設から 5 か月経過した 11 月末までの相談件数は、2,791 件となっ

ており、このうち 10代が約 70％、女性が約 60％を占めています。 

 

④ 孤独・孤立の支援体制づくりについて 

孤独・孤立に至る要因は、健康、仕事、収入、結婚、住まい、人間関係など

であったり、また、それらの課題が複合的に関連しています。 
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県では、このような住民の複合的な課題についての情報共有と、各支援機関

の協力による問題解決のための多様なアプローチについて協議するため、女

性・DV 被害者、ひきこもり、生活困窮者、就労などの支援を行う担当部署及

び県社会福祉協議会を構成員とする「住民包括的支援体制整備連絡会議」を昨

年度より設置しています。 

この連絡会議において、それぞれの相談窓口及び関連団体・NPO など各分

野にわたる社会資源リストの作成や、支援機関同士の顔の見える関係づくりを

行うことにより、分野横断的な支援ネットワークの構築と、孤独・孤立にある

方への寄り添った対応の実現を図ってまいります。 

 

 

 

【吉田教育長の答弁】 

① スクールカウンセラーの配置状況とその効果について 

本県におけるスクールカウンセラーの配置は、平成 7年度に公立中学校 3校

からスタートして以降、教員だけでは対応が難しい複雑な心の悩みに対応する

ため配置を拡充し、昨年度は、公立小学校 447 校、公立中学校 200 校、県立

高等学校 95校の全校に配置しています。 

スクールカウンセラーの配置により、児童生徒が学校という身近な場所で

「心の専門家」に直接悩みを相談できる体制を整え、昨年度は約 8万 6千件の

相談に対応しており、児童生徒の不安・ストレスを和らげることができていま

す。 

また、学校としても、個々の児童生徒の心の問題について専門的な見地から

早期の状況把握に基づく支援ができるようになるなどの評価を得ており、いじ

めや不登校などの未然防止、早期発見・早期対応に一定の効果を上げてきたと

考えています。 

 

② 子供の相談に関する 1人 1台端末の活用について 

様々な悩みを持つ生徒が一人で抱え込まず気軽に相談できるよう、教育相談

窓口にアクセスしやすくすることが重要であると考えています。 

このため、県立学校に配備する 1人 1台端末については、電話や SNSなど
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の相談窓口一覧を生徒がいつでも見ることができるよう、画面にアイコンを表

示したり、相談のメールを送れるようにするなど、相談窓口の周知や相談機能

の充実に活用してまいります。 

また、市町村教育委員会に対しても、 1 人 1 台端末を活用した教育相談体

制の好事例を周知してまいります。 

 

③ 本県における不登校対策について 

県教育委員会では、昨年 12 月に「福岡県不登校児童生徒支援グランドデザ

イン」を策定しました。 

これに基づき、全ての児童生徒が安心できる「居場所づくり」や「絆づくり」

による、新たな不登校を生まない学校づくりを基盤としつつ、関係機関と連携

して、不登校児童生徒の社会的な自立に向け、多様で適切な教育機会の確保に

努めています。 

さらに、市町村の福祉部局や要保護児童対策地域協議会などとの連携を強化

し、児童生徒やその家庭が孤立しないよう、児童生徒一人一人を大切にした取

り組みを推進してまいります。 

 


