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０．はじめに 

国連により実施された「世界幸福度報告２０１７」において我が国は、１５５カ国中５

１位と、日米欧主要７カ国（G７）の中で最下位の結果となりました。それにおいては、

「他者への寛容さ」に係る指標が、上位国と比較して低位であることが指摘されました。 

国内に目を向けると、毎年約２万人～３万人の人々が自ら命を絶っている状況にあり 

ます。この原因は多々想定されますが、一つの大きな枠組みとして、「個々人の他者への

不寛容さ」が「社会構造の不寛容さ」を醸成し、その結果として社会的な包摂性が損なわ

れることで、孤立した人々が心身ともに疲弊し自死を選択してしまう、という傾向を指摘

することができます。このような状況を鑑みると、国を挙げて多様な生き方を尊重する価

値観を醸成し、誰もが生きやすい社会を構築していくことが急務と言えます。 

これと関連して京都市は、総合計画「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」において、

人口減少をはじめ様々な社会問題を「自分ごと」、「みんなごと」として捉え、課題の克服

に向けて一人一人が率先して行動していくことを目標として掲げていることから、誰も

が安心して暮らせる地域社会を、行政と市民が一丸となって創り上げていくことが求め

られています。 

「多様性・生きやすさ」という観点から社会に目を向けると、近年、さまざまな要因に

よる「ひきこもり」が、子どもから成人までの広い層を対象とした社会問題として指摘さ

れ、また、長期化や高齢化も懸念されていることから、その対策が急務となっています。 

国においては、ひきこもりに特化した第一次相談窓口としての機能を担う「ひきこもり

地域支援センター」の整備の推進や、継続的な訪問支援などを行う「ひきこもりサポータ

ー」を要請し、家族や本人をサポートする事業を行っています。 

京都市においても、「子ども・若者支援室」と「京都市こころの健康増進センター」を

ひきこもり地域支援センターとして位置づけ、普及啓発や関係機関との連携を図りなが

ら、ひきこもりの状態にある方の社会的自立に向けた支援を推進しています。 

また、平成２９年度からは、子どもに関する施策の一元的な窓口として「子どもはぐく

み室」を設置し、同室の職員がワンストップで質の高い窓口サービスを提供する「子育て

支援コンシェルジュ」を創設しています。 

ひきこもり支援は、本人の状態や意向等により、各種支援を組み合わせてサポートする

ことが重要であり、アウトリーチ活動も含め、住み慣れた地域での包括的な支援体制の構

築が求められています。 

以上を踏まえ、京都市における「ひきこもり」支援に関する現状や課題を整理するとと

もに、先進的な取り組み事例とその成果等も踏まえつつ、京都市における地域での包括的

な「ひきこもり」支援のあり方に向けた提言を行います。 
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１．ひきこもりに関する課題 

厚生労働省が、「子どもから成人まで広い年代に渡って問題となっている＜ひきこも

り＞という現象の評価と支援に関する標準的な指針を提供すること」を目的に、平成２

２年５月に公表した「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」では、ひきこも

りについて、「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、非常勤職を

含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６ヵ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

現象概念として定義しています。 

なお、「統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態とは一線を画し

た非精神病性の現象とするが、実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれ

ている可能性は低くないことに留意すべきである。」と併記されていることから、精神

疾患等の可能性も踏まえた上での症状の見極めが大切とされています。 

このようなひきこもりは、今までは主として３９歳頃までの青少年が対象として扱

われるケースが多く見られました。しかし近年においては、必ずしも厚労省の定義に当

てはまらない「準ひきこもり」の増加や、「ひきこもりの長期化・高齢化」が指摘され

ており、それらへの対処が喫緊の課題となっています。 

 

（１）準ひきこもりの増加 

近年、「準ひきこもり」と言われるひきこもり予備軍が着目されています。平成２８

年に内閣府により公表された「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調

査）」によると、「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」、「自室から

は出るが、家からは出ない」、「自室からほとんど出ない」に該当した者（「狭義のひき

こもり」）が１７．６万人、「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事の時だけ外

出する」（「準ひきこもり」）が３６．５万人おり、「狭義のひきこもり」と「準ひきこも

り」を合わせた広義のひきこもりは５４．１万人いると推計されています（ただし、後

述のとおりこの結果に４０歳以上は含まれていません）。 

また、心理学者の樋口康彦氏は主として大学において、「学校にはまじめに登校し、

学業成績に問題はなく、目立った問題行動もない。しかし家族を除く他者との交流がほ

とんどなく、従って対人的な社会経験が不足しており、就職活動期もしくは卒業後に社

会不適応を起こす」などの特徴を持った準ひきこもりの学生が相当数存在する可能性

を指摘しています。 

加えて、「ダイヤモンド・オンライン」にて「「引きこもり」するオトナたち」を連載

しているジャーナリストの池田正樹氏によると、ひきこもっている本人や経験者、ある

いは、社会と関わっていても先行きが不安定で「自分もそうなるかもしれない」と危惧

を感じるひきこもり当事者予備軍の人たちから、ほぼ毎日、「どこにも行き場がない」、

「周囲の視線が気になって人目を避けてしまう」、「何もない自分を表現できない」、「将
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来が見えない」、「外を歩くだけで不審者扱いされて怖い」などの連絡が来ると報告して

おり、ひきこもりは誰でも起こり得る状態であり、「誰にとっても他人事ではない」こ

とを強調しています。 

以上を踏まえ、ひきこもり支援は、従来の定義を基準としつつも、精神疾患が第一の

原因と考えられ早急に医学的な治療が必要とされる場合から、「準ひきこもり」のよう

なひきこもり当事者予備軍と言われる人たちも含め、幅広い対象を想定し対応策を検

討する必要があります。 

 

（２）ひきこもりの長期・高齢化 

従来は思春期後期・青年期の問題として語られることが多かったひきこもりですが、

近年は「長期化・高齢化」が指摘されています。 

KHJ全国ひきこもり家族会連合会によると、２０１０年代に入り、ひきこもりの長期

高年齢化（同連合会は、長期化を「ひきこもり状態が１０年以上続いている状態」、高

齢化を「ひきこもり状態にある人で、４０代以上に達している状態」を指すとしている）

が目立つようになったと指摘されています。複数の自治体による調査では、ひきこもり

状態にある人の中で４０代以上の人が４割ないし５割を占める例が報告されています

（下記図表を参照）。 

従来、ひきこもり相談といえば不登校からひきこもりに至った相談例が注目され、思

春期問題や若者問題の枠組みでひきこもり問題が理解されてきた側面が大きかったと

されています。しかし平成２２（２０１０）年の内閣府の調査報告において指摘されて

いるように、学校よりも「仕事」や「病気」をきっかけにひきこもり始めた人も珍しく

ないことが明らかになってきました。 

また、家族社会学者の春日キスヨ氏によると、近年では「シングルの子と同居する高

齢者世帯」が増加傾向にあるとされています。この世帯において、（ひきこもり状態を

含む）シングルの子と同居する高齢者は、「元気な間は生活・経済の両面で親が子を援

助し保護する生活が可能ですが、いったん親が要介護状態に陥ると、とたんに親子双方

が危機に陥り孤立無援の状態におかれやすいこと」が懸念されます。 

こうした世帯は民生委員や地域住民の見守り対象からはずれやすく、さらに子世代

が無職や非正規雇用の場合、親の要介護度が進むにつれてそれまで親の経済力にカバ

ーされて見えなかった子世代の貧困問題が顕在化してくることとなります。これらの

人々に支援の手を届けるためには、従来の思春期問題や若者問題としてのとらえ方に

加えて、別の形による呼びかけが必要となります。 

長期高齢化の渦中にある当人の社会参加は、①家族と社会の壁（家族自身が相談に踏

み出すことができない、支援を受け入れることができない）、②本人と家族の壁（家族

内部のコミュニケーションが難しく、家族の働きかけを本人が受け入れられない、家族

内の意見が揃わずに本人の支援のための環境が整わないなど）、③本人と社会の壁（本
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人に社会参加を難しくする特性がある、また本人とマッチする社会資源が存在しない

など）などの障壁によってとりわけ困難になると考えられ、こうした障壁（問題の自閉

化）を解消・緩和することに結びついた包括的施策を展開することが必要となります。 

 

◎各自治体のひきこもり実態調査 

藤里町社会福祉

協議会 

平成19年

～平成23

年 

18歳～54歳までを対象に、自治会や民生委員からの情報を基に、全戸

訪問調査を実施。該当する1,293人のうち、２年以上定職についていな

い、家族以外との交流・外出機会が殆どなしなど、113人（8.74％）が

ひきこもりか、それに近い状態にあると判明。うち40歳以上は52人と

半数近くを占めた。 

町田市保健対策

課「若年者の自立

に関する調査報

告」 

平成25年

3月 

 

市内在住の20歳から64歳の市民の中から無作為抽出した2,000人に調

査票を郵送、820件の回答。「回答者の周辺におけるひきこもりの有無」

について聞いたところ、「回答者自身または家族がひきこもりの状態

である」は5.5％。この場合、本人の年齢は、20歳代が37.8％、30歳代

が31.1％、40歳代が17.8％、50歳代以上も13.3％と、40代以上が3割超

となった。 

山形県子育て推

進部若者支援・男

女共同参画課「困

難を有する若者

に関するアンケ

ート調査報告 

平成25年

9月 

 

県内すべての民生・児童委員等2,426人に対しアンケートを配布。受け

持ちの地域内に「困難を有する若者」がいると答えた民生・児童委員

は、県全体で43％の937人。該当者の総数は1,607人。うちひきこもっ

ている期間が3年以上に及ぶ対象者は計1067人（約67％）、5年以上は

817人（約51％）、10年以上は526人（約33％）。 

島根県健康福祉

総務課「ひきこも

り等に関する実

態調査報告書」 

平成26年

3月 

 

ひきこもり該当者の実数は1,040人。うち40歳以上の該当者は53.5％。

家族構成はほとんどが家族と同居。「母」、「父」、「兄弟姉妹」、

「祖母」、「祖父」の順に多い。「ひとり暮らし」も約15％。引きこ

もっている期間は10年以上が最も多く34％。 

山梨県福祉保健

部「ひきこもり等

に関する調査結

果」 

平成27年

10月 

 

県内の担当地区を受け持つ民生委員・児童委員（主任児童委員の一部）

2,337人にアンケート調査をおこない、1,851人から回答を得た。 

本調査によって把握できたひきこもり該当者の総数は825人。年代別で

は、30代が187人で22.9％、40代が225人で27.5％、50代が132人で

16.1％、60代以上が137人で16.8％。40代以上が494人で、60.4％を占

めている。 

ひきこもり等の状態にある期間は、1から3年未満が13.6％、3から5年

未満が15.8％、5から10年未満が21.0％、10年以上が39.3%。 

全国ひきこもり

KHJ家族会連合会

の「青森さくらの

会」 

平成28年

2月 

 

会に参加したことのある家族98人に対し調査票を郵送。71人から回答

を得た。ひきこもり本人の年齢は40代が28.2％。40歳以上の中高年層

は3割を超える。ひきこもり期間は21年以上が9.9％、16～20年が

15.5％、11～15年が12.7％。 

松山市保健予防

課精神保健担当

「ひきこもり等

に関する調査」 

 

平成28年

9月 

 

民生委員、児童委員に、受け持っている地域のなかで把握しているひ

きこもり状態の人の状況を調査票に記入してもらった。民生委員が把

握しているひきこもりの人の数は183人。年代別では、30代が27人で

14.8％、40代が56人で30.6％、50代が21人で11.5％、60代以上が43人

で23.5％。ひきこもり期間は、1から3年未満が22人で12.0％、3から5

年未満が19人で10.4％、5から10年未満が42人で23.0％、10年以上が85

人で46.4％。 
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２．京都市におけるひきこもり対策 

（１）京都市におけるひきこもりの現状 

京都市のひきこもりの人数は、正確な統計調査がとられていないため特定はされて

いませんが、平成２２年度の内閣府の調査報告（全国で約７０万人：広義のひきこもり

の出現率１.７９％）から人口按分して、約７,８００人と推計されています。ただし内

閣府の調査は４０歳以上を対象外としているため、実際はさらに増えるものと想定さ

れます。 

また、「中京青少年活動センター」と「教育相談総合センター」に設けられた「京都

市子ども・若者総合相談窓口」では、開設から３年経過した時点（平成２２年～平成２

５年）で、計１,１５４件中３１３件がひきこもりに関するものとなっています。 

※この件数について、子ども・若者総合相談窓口の資料に、「相談内容に応じて就労支援団体や医療機

関を紹介した」とあることから、精神疾患に限らず様々なケースがあったと想定されます。 

 

（２）ひきこもり支援の現状 

① ひきこもり支援に関する計画など 

・自殺総合対策推進計画である「きょう いのち ほっとプラン」において、「計画の

充実を図るための見直しのポイント」として、「ひきこもりへの相談体制の充実（普

及啓発や関係機関との連携の更なる強化）」を挙げています。 

・「京都市未来こどもはぐくみプラン」において、思春期のこころの健康問題への施策

の充実として、「ひきこもり地域支援センターで行う相談」、「ひきこもりに関する相

談・支援」を挙げています。 

 

② ひきこもり支援の現状 

・ひきこもり状態にある方やその家族への支援を行っている「子ども・若者指定支援機

関（公益財団法人京都市ユースサービス協会）」における「子ども・若者支援室」と、

精神保健福祉の専門機関である「京都市こころの健康増進センター」を「ひきこもり

地域支援センター」として位置づけ、普及啓発や関係機関との連携を強化しながら、

ひきこもり状態にある方の社会的自立に向けた支援を推進しています。 

・平成２９年度５月からは、全区役所・支所に「保健福祉センター」を設立し、「子ど

も育み室」にて「子育て支援コンシェルジュ」が、ひきこもりを含めた子育て相談に

関する包括的な相談を受け付けています。 

・ひきこもりピアサポーター養成・派遣事業にも取り組んでいます。 

 

名称 対象 主なひきこもり支援内容 

子ども・若者支援室 主に３９歳

まで 

個別面談、対象者にあった団体（居場所作りや就

労支援関連団体が主）の紹介 

京都市こころの健康増進セ

ンター 

主に４０歳

以上 

個別面談、ひきこもり本人グループによるミー

ティングやゲーム、家族教室 

子どもはぐくみ室 子ども 子育て支援コンシェルジュによる、子育てに関

する相談の一環としてのひきこもり支援 
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（ⅰ）子ども・若者支援室（京都市ユースサービス協会中京青少年活動センター内）（～３０代） 

〇施設概要 

公共機関や NPO、民間機関など幅広い分野の若者支援機関が参加する「京都市

子ども・若者支援地域協議会」と連携し、ひとりひとりの状況に応じた支援方法

をコーディネートし、社会的自立に向けた支援を行っています。 

〇関係機関 

①若者サポートステーション（京都市による若者就労支援団体）や NPO 団体な

ど。 

②京都市立の高校４校に訪問を行い、就労を目指す可能性のある生徒への関わり

を持つよう働きかけています。 

〇普及啓発活動 

ひきこもりに関する講演会や交流会を行っています。また、ピアサポーター養

成・派遣事業にも取り組んでいます。 

○引きこもり支援（一例） 

①「総合相談窓口」で面談を行います。 

②子ども・若者支援室の支援コーディネーターが支援を引き継ぎます。 

③面談を行いながら日々の生活に関するアドバイスを行います。 

④他の支援機関や NPO の紹介を行い、職業体験などの社会参加のきっかけづく

りを行います。 

（出典）京都市「ユースサービス協会」（２０１７）http://ys-kyoto.org/sodan/ 

 

（ⅱ）京都市こころの健康増進センター（４０代～） 

〇施設概要 

市民のこころの健康についての相談や援助、精神疾患のある方の社会参加の促

進などに取り組んでいます。また、精神疾患の方を中心に、デイ・ケアや就労支

援事業所に実際に通所していただき、社会参加に向けた準備を行うこともできま

す。 

〇関係機関 

ひきこもり家族教室、ひきこもり家族ミーティング、ひきこもり本人グループ

「べんち」と連携している他、各保健福祉センター（精神保健福祉相談）、民間団

体の「恒河沙（自立支援施設）」、「安養寺フリースクール京都校」などと連携して

います。 

〇普及啓発活動 

精神疾患のための就労支援講座などが中心となっています（過去に「こころの

健康講座」にて、ひきこもりを主題とした講演会も実施しています）。 

○引きこもり支援（一例） 
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①家族 

・ひきこもっている方を支える家族の個別相談を行います。 

・「『ひきこもり』について考える家族教室」を行います。 

②本人 

・相談員による個別相談を行います。  

・「ひきこもり本人グループ」によるミーティングや簡単なゲームを通して、コ

ミュニケーションの支援を行っています。 

（出典）京都市「こころの健康増進センター」（２０１７）http://kyoto-kokoro.org/ 

 

（ⅲ）「子どもはぐくみ室」および「子育て支援コンシェルジュ」（京都市保健福祉センター内） 

分野ごとのわかりやすい窓口として、平成２９年５月８日に、全区役所・支所

に「保健福祉センター」が設置されました。本センターの設置に伴い、子どもに

関する施策の一元的な相談窓口として「子どもはぐくみ室」を設けるとともに、

同室の職員がワンストップで質の高い窓口サービスを提供する「子育て支援コン

シェルジュ（全区役所・支所の「子どもはぐくみ室」の全職員が構成）」が創設さ

れました。 

これにおいては、基礎的な知識を QA の形式でまとめた「子育て支援コンシェ

ルジュマニュアル」等を活用して、子どもや子育て等に係る知識を深めるととも

に、グループワーク等を通じて支援の視点や経験を「子どもはぐくみ室」の全職

員が共有します。マニュアルには、若者・青少年への支援方法（ニート、ひきこ

もり等の子ども・若者への支援等）が記載されています。 

（出典）京都市「広報資料・お知らせ」（２０１７）http://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/

p 

age/0000219029.html 

 

 

（ⅳ）ひきこもりピアサポーター養成・派遣事業への取り組み 

京都市は「ピアサポーター養成・派遣事業実施要綱」を掲げ、ひきこもり経験者

またはひきこもり支援ボランティア活動に関心のある同年代の者等の対象とし、

「子ども・若者支援室」が中心となり、ピアサポーターの育成事業に取り組んでい

ます。 

この取り組みの一例として、「子ども・若者支援室」は平成２５年に、ＮＰＯ法

人京都オレンジの会・ＮＰＯ法人恒河沙母親の会の協力を得て、ピアサポーター養

成プログラムを実施しました。このプログラムの参加者は、ひきこもり経験のある

２０代から４０ 代の１６人でした。修了証を受けた参加者は京都市の“ピアサポ

ーター”として登録され、本格的な活動に向けて動き出してます。 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/p
http://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/p
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（出典）京都市青少年活動センターHP（２０１７）http://ys-kyoto.org/wp-

content/uploads/2013/11/YS_17_P12-13.pdf 

 

 

 

 

（ⅴ）フリースクールへの公的支援 

京都市は、総合的な相談機関である「子どもパトナ」を中核として、様々な機関

と連携し不登校支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜京都市の主なひきこもり相談窓口一覧＞ 

＝子ども・若者支援室 

＝こころの健康増進センター 

＝区役所・支所（こどもはぐくみ室） 

＝京都市教育相談総合センター（子どもパトナ） 

※「子ども・若者支援室」と同様、子ども・若 

者総合相談窓口を設け、ひきこもり相談も行 

っています。 

＝京都府チーム絆（本部〈東山区〉および 

京都市・乙訓地域チーム〈左京区〉） 

※京都府では、社会的ひきこもりの長期・深刻 

化を未然に防止するため京都府庁に設置した 

「チーム絆（きずな）」について、地域レベ 

ルでのサポート充実のため、民間支援団体を 

「地域版チーム絆」として新たに加え、ひき 

別室登校 ハートケアボランティア ふれあいの社（適応指導教室（※）） 

洛
友
中
学
校 

フリースクール等との連携事業 はーとあくせす（ICT による学習支援） 

洛
風
中
学
校 

子どもパトナ 

（不登校相談支援

センターでの面談・

体験活動など） 

http://ys-kyoto.org/wp-content/uploads/2013/11/YS_17_P12-13.pdf
http://ys-kyoto.org/wp-content/uploads/2013/11/YS_17_P12-13.pdf


 

9 

 

こもり支援協働チーム」を結成しました。 

＝京都府精神保健福祉総合センター 

※京都府によるこころの健康全般に関する相談 

窓口です。 

３．ひきこもり支援に関する先進事例の整理 

（１）市町村の取り組み 

① 東京都文京区 

●事業の概要 

東京都文京区では平成２６年４月１日から、「ＳＴＥＰ～ひきこもり等自立支援事業

～」を実施しています。この事業は、区内に約１，３００人（１５〜３９歳）いると推

計される「ひきこもり」状態にある方や、その家族を対象とした様々なプログラムで構

成されています。 

 

●段階的なプログラム  

この事業においては、専門的な支援の実績のあった「茗荷谷クラブ」のフリースペー

ス事業、区が独自に実施している「社会人基礎力養成講座」、「若者向け就職面接会」な

どの事業、そして東京しごとセンターが実施する「職業体験・グループワーク」と連携

し、段階に応じたプログラムが配置されました。プログラムは以下の４段階に整備さ

れ、当事者の就業が定着するまでの間、支援が実施されました。 

 

社会復帰の段階 主な支援内容 関係団体 

①本人・家族が相談をする ●相談窓口 ●ひきこもり相談 

 ・教育センター（中学生以下） 

・茗荷谷クラブ（15歳～39歳） 

●管轄事務局 

・児童青少年課 

●連携先 

・保健サービスセンター 

・（医療機関） 

・子ども家庭支援センター 

・生活福祉課  

・障害福祉課 

●関係機関 

・文京区社会福祉協議会 

・東京しごとセンター 

・民生委員・児童委員 

・その他関係機関 

②本人が（ひきこもりか

ら）一歩踏み出す 

●フリースペース 

●就労のための知識の習得 

●演劇ワークショップ 

●コミュニケーション力向上

のためのトレーニング 

●茗荷谷クラブ 

③本人が（ひきこもりか

ら）社会（学校）に踏み

出す 

●職業体験・グループワーク ●東京しごとセンター 

●ステップアッププログラム

（ボランティアなど） 

●茗荷谷クラブ 

●文京区社会福祉協議会 
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●若年者向け就職面接会 ●経済課 

●社会人基礎力養成講座 ●経済課 

④就職（登校）する ●定期的な面談や利用者同士

の交流等定着のサポート 
●茗荷谷クラブ 

●事業のメリット 

区で独自に支援プログラムを実施することにより、支援者同士の交流が生まれ、支援

者との地域に根差した連携ができるようになりました。また、段階的なプログラムを整

理したことにより「切れ目のない支援」を実施することができるようになりました。 

 

② 和歌山県田辺市 

●事業の概要 

和歌山県田辺市では、「ひきこもり相談窓口」を市が設置し、公的機関や民間機関で

構成する「ひきこもり検討委員会」との連携・協力により、不登校のまま中学を卒業し

た若者や、高校中退後自宅中心の生活をしている若者、就職したが途中で辞めて社会に

不参加となっている若者の自立支援に取り組み、成果を上げています。 

 

●各機関との連携 

「ひきこもり相談窓口」は、ひきこもり検討委員の所属機関等との連携を図りながら、

若者の相談を行っています。例えば、「社会的ひきこもり」（精神障害が第１の原因とは

考えにくいひきこもり）については、本人や家族と継続的に相談を行い、「社会福祉法

人やおき福祉会」、「NPO 法人ハートツリー」、「NPO 法人絆」などの関係機関(いずれ

も検討委員会の所属機関)と連携して、就学・就労に向けて活動を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携 

市担当課（商工・教育） 

紀南こころの医療センター 

紀南児童相談所 

田辺市教育研究所 

高校 

ほっこり会（家族会） 

知音 CHI-IN（自助会） 

学識経験者 

NPO 法人 絆 

やおき福祉会（精神） 

ふたば福祉会（身体・知的） 

ハートツリー（居場所） 

学識経験者 

紀南障害者就業・生活支援 

センター（やおき福祉会 

 就労支援） 

市担当課 

（保健・福祉・教育） 

田辺保健所 

南紀福祉センター 

 

公的機関 民間機関 

ひきこもり
検討委員会 
（年２回） 

ひきこもり 

検討小委員会 

（月１回） 

ひきこもり 

相談窓口 
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●医師の見極め 

「ひきこもり相談窓口」で、相談者を医療機関につなげるかどうか判断しにくい場合、

医師相談日に医師が本人や家族から話を聞き見極めます。これには、「ひきこもり検討

委員会」委員が所属する「紀南こころの医療センター」や「南紀福祉センター」などの

支援を受けています。 

 

●行政による講座の実施 

田辺市の４行政局で毎年１か所ずつ順次「行政局講座」を開き、「ひきこもり支援」

講演しています。 

 

●本事業のメリット 

相談窓口が(社会的信頼度の高い)行政機関であるため、ネットワークを築くにあたっ

て関係機関が集合しやすいと考えられます(検討委員会、ネットワークの機能）。 

また市役所は、民間機関よりハードルは高くても、医療機関・保健所よりは低いので、

比較的利用しやすいと考えられます。 

 

＜相談の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひきこもり相談窓口 

 

 

 

 

電話・FAX・メール・来所による相談 

 

 

 

 

 

家族支援 

 

 

 

 

本人支援 

 

 

 

 

家庭訪問 

・自助グル

ープが連携 

 

 

 

 

精神疾患などの場合 

⇒適切な関係機関への紹介 

 

 

 

 

 

家族会（ほっこり会） 

・ひきこもりの子どもを持つ家族

同士の心の交流および対応支援

方法の検討 

 

 

 

NPO 法人などによる就労支援 

 

 

 

ひきこもり検討委員会 

 

 

 

 

連携 

 

 

 

 

ひきこもり背景の見極め 

 

 

 

 

 

継続支援 
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③ 秋田県藤里町 

●事業の概要 

藤里町社会福祉協議会は、就労支援や機能訓練、地域の人たちとの交流の場で福祉の

拠点となる施設「こみっと」の事業化のため、地域で孤立する人たちのニーズを把握し

ようと２０１０年２月から２０１１年８月にかけて訪問を中心とした調査を行いまし

た。 

 

●調査結果 

調査においては、１８歳から５５歳までの町民１,２９３人の８.７４％にあたる１

１３人が、長年、仕事に就けない状態で自宅などに引きこもっていることが明らかにな

りました（この調査の際のひきこもりの定義は「不就労期間がおおむね２年以上」、「家

族以外の人との交流や外出の機会がほとんどない」と、一般的な定義より間口が狭いも

のでした）。また、そのうち４０歳以上は５２人と半数近くを占めました。 

 

●調査結果を受けて 

この結果を受けて、同町社会福祉協議会は、菊池まゆみ氏が中心となり、「ひきこも

り」とされる人たちのニーズを深掘りすべく、対象者全戸の訪問調査を行いました。そ

の結果、ひきこもり該当者は「働く場」を求めていると考え、「事務所、サークル室（日

中活動支援室）、食事処（就労支援）、調理室（就労支援）、会議室（機能訓練室）、相談

室、サークル室などが整備された就業支援施設」を設立し、再度、該当者に参加を促す

声掛けをしました。その活動を通して、１１３人中５０人以上が家を出て、３６人が働

き始めたと言われています。 

 

④ 神奈川県横浜市青少年相談センター 

●施設の概要 

横浜市の青少年相談センターでは、継続的に支援している事例の約７０％がひきこ

もり状態の若者です。また、児童期、成人期対象のひきこもり地域支援センターである

ため、対象年齢は、概ね１５歳から３９歳としています。 

 

●支援構造 

来所面接により本人や家族と個別の支援関係を築き継続していくことを基本として

います。このような来所面接に加えアウトリーチ、ユースサポーター訪問、グループワ

ーク、家族心理教育、社会参加体験等の支援メニューを組み合わせるオーダーメイド

型の支援構造となっています。 
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●アウトリーチの種類 

アウトリーチは大別して、家庭訪問と関係機関等への同行支援に分けられます。 

家庭訪問については、ひきこもり度が強く、家族の来所面接だけでは変化が生じず本

人への直接的アプローチが必要な場合に実施します。 

関係機関等への同行支援については、ある程度外出が可能な状態の利用者に対して、

別の相談支援機関につなげる場合や生活圏の拡大を図る場合などに行われます。 

 

●アウトリーチの事例 

（概要・経緯） ２０代女性…大学受験に失敗した後、３年間ひきこもりの生活。 

母は他の相談機関で１年間相談を継続し、家庭訪問が可能な当センターに

紹介された。 

（支援経過） 母との面接を月１回実施し、状況把握などを行う。 

７か月目に家庭訪問実施。本人の顔を見ることができる。母は心理教育プ

ログラムに参加し本人との会話が増えた。 

９か月目に２回目の家庭訪問。本人は顔を出し挨拶のみ。 

１年１１ヶ月目に３回目の家庭訪問。２０代女性向け集団プログラムを説

明。 

２年経過した時点で、母同行により初めて来所し、プログラムに参加。 

 

●訪問のゴール 

訪問を実施したとしてもプラスの効果が出るとは限らないため、終わりの見えない

漫然とした訪問が続かないように、ゴールについては「支援者との関係が築けること」、

「行動範囲が拡大すること」など、目標を持つことが必要です。 

 

●アウトリーチ支援活動の要点 

◆アウトリーチ支援活動の実態 

「特定非営利活動法人神戸オレンジの会」および「ひきこもり地域支援センター全国

連絡協議会」によって平成２５年１２月に行われた、全国のひきこもり地域支援センタ

ーを対象としたアンケートによると、訪問支援機能を有する支援センターは４１件中

３２件（８５．４％）となっており、着実に増えてきていると言われています。 

また、アウトリーチ支援活動の実態としては、家庭訪問が最も多く５２．０％、同行

支援が３５．０％、両方が１２．０％と、自宅から全く出られない状態の当時者だけで

なく、少しずつ外に出ようとし始めた当時者、就労への活動を始めた当時者など、様々

な時期のひきこもり支援に有用であることが伺えます。 

同団体・協議会は、アウトリーチ支援活動のメリット・デメリットおよびそれを踏ま

えた留意事項を次の通りとりまとめています。 
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◆アウトリーチ支援活動のメリットとデメリット 

メリット デメリット 

①アセスメントのために有用である 

②本人に直接アプローチする機会が生まれる 

③本人の外出の支援ができる 

④家族の安心・負担軽減 

 

①本人にとって侵襲的で脅威となる 

②かえって本人の反発や拒否を強める 

③本人の依存性を生みひきこもり状況を強め

てしまう 

④家族の依存を生む 

⑤支援者が家族間葛藤に巻き込まれる 

⑥支援者の負担が大きく限界がある 

⑦終了や次の展開への難しさがある 

 

◆留意事項 

自宅訪問 同行訪問 地域におけるアウトリサー

チ実施体制の構築について 

①実施前の十分な情報収集

と 

アセスメント 

②本人に対する侵襲性に十

分 

に配慮する 

③「家族の味方」と受け取ら 

れる可能性への留意 

④本人の力を損なわないよ

う 

なアプローチ 

⑤家族の依存や家族の過度

な 

期待への留意 

①本人のペースに合わせる 

②本人の中にある葛藤に配慮 

する 

③家族の期待・支援者の期 

待・本人の期待 

 

①人材育成の重要性 

②組織としてのアウトリー

チ 

実施体制 

③関係諸機関との有効な連

携④地域特性を活かす 

 

 

 

 

 

（出典）特定非営利活動法人 神戸オレンジの会・ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会

「地域におけるひきこもり支援に関する実践的研究事業報告書」（２０１４） 

 

⑤ 広島県広島市ひきこもり相談支援センター 

●事業の概要 

広島市ひきこもり相談支援センターでは、ひきこもり当事者の家族で構成される「家

族ピアサポーター」と、元ひきこもり当事者で構成される「当事者ピアサポーター」を

養成しています。家族ピアサポーターは、自身の経験に基づいた講演会や、フリースペ

ースでの行事の手伝いを主な業務とし、「当事者ピアサポーター」は、ひきこもり当事

者の相談窓口やアウトリーチ支援を担うべく養成されています。 

 

●事業の成果 

平成２５年度の当事者ピアサポーター養成事業における訪問事例においては、「ひき

こもり当事者と年齢や趣味が近く、またひきこもり経験者であることから、当事者の気
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持ちに共感できる」との理由で、友好的な関係を結ぶことができたという点が成果とし

て挙げられています。 

 

訪問時の活動等について（H２５年度の訪問事例） 

PCの資格取得を目指した勉強 

資格の便宜性や利用方法の説明 

公共交通機関の利用方法 

円滑なコミュニケーションの取り方について 

食事の摂取について 同席による食事 

父母の相談及び指導 

その他、雑談 

（出典）特定非営利活動法人 神戸オレンジの会・ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会

「地域におけるひきこもり支援に関する実践的研究事業報告書」 

 

●ひきこもりサポーター養成の要点 

◆代表的な取り組み 

事例以外の地域も含め、各自治体におけるひきこもりサポーターの特徴な取り組

みを紹介します。ひきこもり経験者や同年代の若者、地元民などが対象者となってお

り、多様と言えます。 

施設名 呼称 主な対象者 主な活動 

横浜市青少年相談

センター 

ユースサポーター 大学生、大学院生な

ど 

自宅訪問 

浜松市ひきこもり

地域支援センター 

ひきこもりピアサ

ポーター 

ひきこもり経験者

など 

体験談の発表やグループ

活動の運営補助 

和歌山県精神保健

福祉センター 

ひきこもりサポー

ター 

地元民など（60歳代

の男性で農業従事

者が多い） 

当事者がサポーターのも

とに赴き、農業・飲食業な

どをとおしてサポーター

と触れ合う 

堺市ユースサポー

トセンター 

ユース・ピアサポ

ーター 

居場所型グループ

プログラムにおい

て企画活動をした

経験のある利用者

など 

ひきこもり者向けグルー

ププログラム（料理教室な

ど）の実施や個別支援の補

助活動 

広島市ひきこもり

相談支援センター 

当事者ピアサポー

ター 

ひきこもり経験者

など 

相談や訪問 

 

◆ひきこもりサポーター養成・活用のポイント 

特定非営利活動法人神戸オレンジの会およびひきこもり地域支援センター全国連

絡協議会は、ひきこもりサポーター養成・活用のポイントについて、下記の通りまと

めています。 

 

（ⅰ）養成のポイント 
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１） ひきこもりサポーターの候補者はさまざまな場所にいる 

２） ひきこもりサポーター養成の段階では、契約は不要 

 

 

（ⅱ）活用のポイント 

１）ひきこもりサポーターはさまざまな形の支援ができる 

２）地域の特性に合わせ、「今ある資源」を活用する 

３）ひきこもりサポーター活用の段階では、契約が必要 

４）「守秘義務」の重要性を伝える 

５）「自己開示」に関するルールを伝える 

６）距離の取り方を伝える 

７）フォローアップが重要である 

８）サポーターの役割の限界を明らかにしておく 

９）ピアの力を活用する 

（出典）特定非営利活動法人 神戸オレンジの会・ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会

「地域におけるひきこもり支援に関する実践的研究事業報告書」（２０１４） 

 

⑥ 京都府「チーム絆」による職親制度 

●事業の概要 

ひきこもりの長期・深刻化を未然に防止するため、社会的ひきこもりに悩む青少年の

訪問・相談を行う京都府庁の「チーム絆（きずな）」は、ひきこもり当事者が、「職親」

と言われる地域事業者のもとで、１日～１か月程度の就労経験を受けることで自立の

一歩を促す就労体験事業を実施しています。 

 

●事業の成果 

この事業において、平成１８年から２１年の約４年間にかけて、８７人が就労体験に

参加し、３９人が就職や就労に就くことができました。※この事業は、概ね１５歳～３９歳

で、民間支援団体等のケアによりある程度元気を回復した人が対象となりました。 

 

●職親体験者および登録事業所数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
14

24

48

15

36

81

102

H18 H19 H20 H21

職親体験者（人） 職親登録事業所（団体）
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（出典）京都府「青少年の社会的ひきこもり支援職親事業に関する報告書」（２０１０） 

 

 

 

⑦ 大阪府豊中市 

●事業の概要 

全ての市民を社会の構成員として包み支え合う（ソーシャル・インクルージョン）の

ための、社会福祉体制を構築することを目的としています。 

分野を超えて関係機関が連携し、全市的課題等を検討する「①ライフセーフティネッ

ト総合調整会議」、市内７つの生活圏域ごとに設置され分野を超えた専門職によるネッ

トワークである「②地域福祉ネットワーク会議」、３８の小学校区単位で設置される「③

福祉なんでも相談窓口」の三層構造での重層的な支援が展開されています。 

仕組みを支える役職として、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を７ つの生活

圏域ごとに配置しており、関係機関・市民ボランティアの組織化と連携をコーディネー

トしています。 

 

●支援における目的及び対象者 

１）目的（問題意識など） 

「心身の障害・不安」、「社会的排除や摩擦」、「社会的孤立や孤独」などの問題が重複・

複合化してきており、問題の早期発見、誘導、支援主体の連携による支援が求められて

いました。 

社会関係の希薄化が生じているという根本的な問題点に対応するために「つながり」

の再構築を図り、すべての市民を社会の構成員として包み支え合う（ソーシャル・イン

クルージョン）ための社会福祉体制の構築が課題となっていました。 

 

２）支援の対象者 

市民全体を対象としており、とりわけ中高年のひきこもり、閉じこもりを重視してい

ます。 

 

●支援の三層構造 

①ライフセーフティネ 

ット総合会議 

福祉・保健・医療の関係機関等が分野を超えて密接に連

携し、総合調整等を行うための関係機関の代表による会

議 

②地域福祉ネットワー 

ク会議 

市内７つの生活圏域ごとに設置され、分野を超えた専門

職によるネットワーク 

③福祉なんでも相談窓 

口 

４１の小学校区単位で設置され、相談対応、市民の交流

や情報の受発信、専門職による出張相談などを行う組織 
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※その他、大阪府独自の制度である「コミュニティソーシャルワーカー（以下、

CSW）」、「市民ボランティア」もこの支援体制に組み込まれています。 

 

 

●ライフセーフティネットを支える CSW 

CSWは、ライフセーフティネットにおいて主要な役割を担っています。CSW は豊中市

社会福祉協議会の職員であり、７つの生活圏域に２名ずつ配置されています。CSWの役

割は、①システムとシステムの狭間で支援が受けられない要支援者をなくすこと、②市

民ボランティアと協働で問題を早期に発見すること、③そのための関係機関・専門職・

市民ボランティアの組織化と連携をコーディネートすることとなっています。 

 

●市民ボランティアの活躍 

市民ボランティアは、「校区福祉委員会、民生・児童委員、自治会、婦人会、老人ク

ラブ、NPO、ボランティア」などの地域活動の担い手であり、地域の事情をよく知る立

場を最大限に活用し、要支援者を早期に発見し、支援につなげていく役割を担っていま

す。 

 

ライフセーフティーネットの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活動を支える財源確保の仕組み 

校区福祉委員会の活動を活性化するための財源確保の仕掛けとして、賛助会費制度

を導入しています。賛助会費は校区ごとに集めており、集めた賛助会費の５５％と市か

らの補助金で校区福祉委員会が活動しています。 

市民ボランティア 

③福祉なんでも 

相談窓内 

コミュニティソーシャル 

ワーカー（CSW） 

②地域福祉ネットワーク会議 

①ライフセーフティネット総合調整会議 

小学校区 

生活圏域

（７圏域） 

市域 

情 

報 

提 

供 

支援 
情報提供・ 

支援 支援 

調整 
支援 

支援 

調整 

支援 
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●支援プロセス別支援内容 

ⅰ.発見段階 

 校区福祉委員会、民生・児童委員、自治会、婦人会、老人クラブ、NPO、ボ

ラン 

ティアなどが発見の役割を担います。 

 老人福祉活動や小地域福祉ネットワーク活動、保健福祉活動に参加を促すこ

とで直接的に発見する方法と、活動に参加している過程で要支援者を間接的

に発見する方法があります。 

ⅱ.誘導段階 

 「市民ボランティア」などにより「福祉なんでも相談窓口」に事例が寄せら

れ 

ます。 

 老人福祉活動や小地域福祉ネットワーク活動に参加する過程で、要支援者を

支 

援に誘導します。 

ⅲ.支援段階 

 民生委員、小学校区のボランティアが相談を受け、困難ケースはCSW と共に

解 

決します。 

 校区福祉委員会単位で、個別ケース検討会議を実施しています。 

 

●支援の成果 

要支援者にとって身近な単位での発見・誘導の流れが実現された結果として、従 

来は表に出てきづらかった DVの問題や高齢者のひきこもりの問題などが社会化（表

に出てくることで支援の対象として認識される）されるようになってきました。 

また「福祉なんでも相談窓口」に寄せられる相談件数は設置当初から増加してきてお

り、また実施する触れ合いイベント等への参加人数も年々増加、見守り世帯は１万世帯

に達しています。このことで、今は要支援者ではないが今後潜在的に要支援者となる可

能性がある市民を、ライフセーフティネットの仕組みにおいて事前に把握することが

可能となっています。 

実際に、市民の情報から、家族に高齢者ひきこもりがいることが判明し、支援につな

がり、その高齢者が校区福祉委員会の実施するふれあいサロンや配食に参加するよう
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になったという事例もあるなど、着実な成果が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

●取組の成功要因 

・社会福祉協議会によるリーダーシップ 

⇒校区福祉委員会が支援の実働主体でありますが、校区福祉委員会の組織化や

そのための意識啓発は社会福祉協議会が各校区を全て訪問し「福祉のまちづ

くり講座」を実施するなどの働きかけによって実現しています。 

⇒方針を促すだけではなく、ノウハウを持つ主体がリーダーシップを発揮して

先導することが重要です。 

・CSW という役職の設置 

⇒市民ボランティアが担う地域住民活動のコーディネート・組織化の機能を担

う 

CSW を設置することで、委員会活動が円滑に進められています。 

・ライフセーフティネットという仕組みの形成 

⇒４１の校区というコミュニティ単位で要支援者の発見・誘導・支援を主導

し、それらを７つの圏域単位で調整・支援し、地域全体で検討すべき課題は

総合調整会議で検討し制度化するという、コミュニティ活動と地域全体での

制度化がリンクした仕組みを構築しています。このことにより、実際の支援

現場での活動レベルの改善と、制度化しなければ改善できないことの両面で

の発展が担保されています。 

（出典）野村総合研究所レポート（２０１７） 
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⑧ 滋賀県大津市雄琴地区 

●取組の概要 

大津市雄琴地区では、地域の民生委員や住民が主体となり、見守り、声をかけ、寄

り添う活動を続けています。 

支援の対象者は幅広く、中年層や若年層も含みます。困ったことがあったらSOS 

を出せる地域にしていく思いで、地域をあげて取り組んでいます。 

気になるケースや困ったことがあると、地域ケア会議というケース検討の場におい

て協議します。地域ケア会議には、民生委員らのほか、地域の専門職や行政関係者、

一般の住民（要援護者の隣近所の人など）も参加します。 

出前講座も開催し、住民の身近なところで地域ケア会議を開催しています。 

取り組みが進み継続しているのは、卓越したコーディネーターの存在も大きいと考

えられますが、支援者がやってよかったと思えるような成功体験を、地域ケア会議等

を通じて、数多く作り出せていることにも起因すると考えられます。 

 

●支援における目的及び対象者 

１）目的（問題意識など） 

・大津市雄琴地区は昔からの温泉街、新興住宅地、農村集落からなるが、温泉街では

高齢化率が約３０％と高齢化が進んでいます。 

・地域で困っている人や家庭があった場合、公的なサービスのみでは限界がありま

す。地域の民生委員や住民が地域で支え合う体制が必要と考え自ら動いています。 

２）支援の対象者 

・対象者に年齢区分はありません。困ったケースがあれば、地域ケア会議やその都度

ケース検討会議を開いて対応を協議します。例えばお年寄りの見守りを進めてい

たところ、４０歳代のひきこもりの人が同居しているのが分かりました。早速ケ

ース検討で相談したところ、ハローワークにつなぐこととしました。 

 

●支援内容 

１）支援プロセス別支援内容 

ⅰ.発見段階 

・後述するように、地域ケア会議では民生委員に加えて地域住民も巻き込んで取

り組んでおり、住民の「最近あの人が心配だ」という一言が発見につながりま

す。 

・民生委員だけでは地域の福祉を担えきれるものではないため、福祉委員という

住民ボランティアを募り委嘱しています。 

・要援護者（高齢者に限らない）の状況について、支え合いマップづくりも進め

ています。 
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ⅱ.誘導段階 

・地域で行っている主な活動は、「見守って、声をかけて、寄り添う」ことの３点に

集約できます。 

・声かけや寄り添いを拒否する人に対しても、絶えず見守るようにはしています。 

 

ⅲ.支援段階 

 地域ケア会議 

⇒勉強会とセットで、あるケースを地域でどう支えるべきか検討する会議であ

り、年３、４回～実施しています。 

⇒地域ケア会議をコーディネートし運営するのは、民生委員や福祉委員です。 

⇒雄琴地区が他の事例と異なっているのは、勉強会について民生委員と福祉委員

のほぼ全てが参加していることと、出前のケア会議も行っている点にありま

す。 

⇒役職を持っていない住民（要援護者の隣近所の住民等）が地域ケア会議に参加

していることも特徴です。 

 

２）支援体制（体制の内容、特徴） 

◆地域ケア会議の構成 

①地域住民（民生児童委員、福祉委員、一般住民） 

②地域の専門職（介護保険事業所職員、ケアマネージャー、ヘルパー） 

③行政職等（地域包括支援センター、すこやか相談所（後述）、市役所職員、市社協

職員） 

④場合によって声かけをする職種（警察、消防、郵便配達、新聞配達等） 

 

◆その他の工夫 

①民生委員はなるべく６年以上は続けてもらうようにしています。短期間では適切に

見守り、声をかけ、寄り添うことができる人材になるのは難しいと考えているため

です。 

②大津市は南北に広いこともあり、福祉について７つのブロックに分けて推進してい

ます。１ブロックあたり２～３中学校区であり、ブロックごとに地域包括支援セン

ターの役割を担う「あんしん長寿相談所」と、保健センターの出先である「すこや

か相談所」を設置しています。 

③社会福祉協議会では相談業務や地域ケア会議の運営、サロンの支援などを行って 

います。市では各ブロックに地域福祉文化交流センターを設置しており、これが地

域の拠点となっています（各センターにコミュニティワーカーも設置）。 
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●取組の成果 

 地域で困っている人を、周りの住民がそれとなく見守り、声かけするようになっ

てきました。 

 地元の商店や家主の人なども見守ってくれるようになっています。 

 そうした結果、おかしいなと感じたら必ず民生委員に連絡し、一緒に動いてくれ

るようになっています。地域の専門職や学校とも連絡が取れ、連携できるように

なっています。 

 

●大津市における取組の成功要因 

・地域ケア会議を通じて、地域の住民や専門職が顔見知りの関係にあり、信頼関係

がうまれたこと。 

・やってよかったと思える成功体験をもつこと。 

・支援される側にあまり密着しないこと。 

⇒半歩距離を置いたほうが相手もお願いしやすいと考えられます。赤の他人にあれ

これ言うのはむしろ失礼だと考えるべきで、できることをやるという考えで雄琴

では進めています。 

・特定の卓越したコーディネーターがいたことも大きい一方、理念や考え方、支援に

あたっての気持ちの持ち方を継承する人材も育っています。 

（出典）野村総合研究所レポート（２０１７） 
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（２）民間団体の取り組み 

市町村や社会福祉協議会による支援は、各組織の有機的な連携による包括的支援が

特徴である一方で、民間団体による支援は、個別的かつきめ細やかな支援を特徴として

います。以下においては、NPO 団体を中心とした先進的な取り組みを紹介します。 

 

① ＮＰＯ法人東京シューレ（登校拒否・不登校支援：東京都） 

東京シューレは、登校拒否・不登校の子どもが激増するさなかの１９８５年、学校外

の子どもの居場所・学び場として、親・市民によって開設されました。不登校を否定視

し学校復帰させる風潮に対して、子どもの成長の場は学校のみではないという理念の

もと、子どもの気持ちを尊重し多様な成長を支えるための学びと活動の輪を広げてい

ます。 

 

◎ホームシューレ 

ホームシューレは、東京シューレによる、家庭を基盤として学び成長する子どもとそ

の家族のための専門支援機関です。全国的なホームエデュケーション（※）ネットワー

クでもあり、居住地を問わず参加することができます。１９９３年に活動を開始して以

来、約２０００家庭が参加しており、２０１６年においては、全国で約１９０家庭がつ

ながっています。 

主な活動内容として、月刊交流誌や会員専用 SNS（子ども約８０人が参加）、年一回

のホームシューレ全国合宿、全国各地で開催される地域サロン（年間約８０回）などを

通して交流を行っています。また、学習サポート・高校認定サポート、進学・就労サポ

ートも行っており、その他さまざまな相談にも乗っています。 ２０１２年度からは通

信制高校との連携により、ホームエデュケーションしながら高卒資格を取ることが可

能となりました。 

※ホームエデュケーションとはホームスクーリングとも呼ばれ、学校へ通うのではなく、家庭をベ

ースに、地域のリソース（図書館、動物園、美術館、公園など）や学校以外の社会教育施設など

を利用しながら（学校を利用する場合もある）、子どもが学んでいくのを大人たち(主に親だが、

親に限定されるわけではない）がサポートする、「共育」の方法とされています。 

（出典）不登校新聞（２０１８）：http://www.futoko.org/special/special-25/page0412-651.html 

 

◎ホームシューレの主な支援内容 

（ⅰ）情報交流誌「ホームシューレばる～ん」（月一回発行） 

「ばる～ん」は、月に一度会員が投稿を通じて紙上交流や発表ができる交流誌で

す。他にも、会員が興味を持ちそうな内容を特集したページや会員自身による連

載など 

があります。また、表紙の絵や連載も含め、企画・取材・執筆・編集・発送など、

ほぼすべてを年長会員の若者たちで行っており、それ自体もホームシューレの活動

のひとつとなっています。 

http://www.futoko.org/special/special-25/page0412-651.html
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（ⅱ）インターネットを使った交流「サイバーシューレ SNS」 

それぞれ自分のページを持って日記を書いたり、趣味などのコミュニティをつく

ったり参加したりして、日常的に交流しています。オフ会企画もここで持ちあがる

ことがあります。 

（ⅲ）会員同士が実際に会うイベント「ホームシューレ全国合宿・サロン・オフ会」 

実際に他の会員と出会う機会として各地でサロンや全国合宿を開いています。最

近では、各地の親会員が企画する「自主サロン」や、子どもたちが会員専用サイト

で呼びかける「オフ会」も行われています。 

（ⅳ）学習サポート 

学習サポートでは、基礎的な学力を身に着けたいと希望する子どもに対し、それ

ぞれのペースや目的に合わせて学習をサポートしています。現在、小学コース、中

学コース、高認サポートがあります。 

（ⅴ）進路サポート・就労サポート 

進路サポートでは、高校・大学・短大・専門学校への進学や受験の相談、高認取

得の相談のほか、手続き・学習の進め方・心構えのアドバイス等、個別具体的なサ

ポートを行っています。 

就労サポートでは、アルバイト・就職先を探す人の相談のほか、アルバイトや就

職を希望するものの就労不安を持つ人のために、就労以前の段階からサポートを行

っています。その他、E メールや手紙、電話、ファックスなどで、さまざまな相談

を受けています。 

（出典）フリースクール東京シューレ２０１７年度案内 

 

② 神戸オレンジの会（ひきこもり支援：兵庫県神戸市） 

神戸オレンジの会は、１９９８年８月、ひきこもりの子どもを持つ親たちによって立

ち上げられ、最初は自助グループとして始まりました。 

現在この会は、不登校、就職拒否やひきこもりといった形で、社会の中で取り残され

たり、孤立しがちな若者とその家族に対して、彼・彼女ら若者が健全に育ち、社会の一

員としての責務を担って自立するための各種の支援活動を行い、開かれた家族、ふれあ

い豊かな社会の実現に寄与することを目的としています。 

 

◎主な支援内容 

（ⅰ）本人向け居場所 

火曜日～土曜日の１２：００～１８：００まで、おおむね２０歳以上の本人向け

の居場所を開いています。 

（ⅱ）親の会（小グループの会） 

ひきこもっている子どもを持っている親が集まる親の会を開催しています。毎月

１回、３時間程度時間をとって、心理カウンセラーを迎えひきこもりの子どもを持

つ親同士が語り合います。 

（ⅲ）心理カウンセラーによるカウンセリング 

心理カウンセラーによる心理カウンセリングが受けられます。 
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（ⅳ）精神科医による医療相談 

（ⅴ）理事長による個別相談 

理事長（社会福祉士・精神保健福祉士）による個別相談です。ひきこもり全般の相

談に応じます。 

（ⅵ）パソコン教室 

ひきこもり経験者で、パソコンに詳しいスタッフ教えます。 

（出典）神戸オレンジの会ＨＰ、内閣府ＨＰ 

 

③ ＮＰＯ法人淡路プラッツ（若者支援：大阪府大阪市） 

「淡路プラッツ」は３階建ての借家で運営されており、主にひきこもり、ニート、不

登校などを対象とした通所支援が行われています。３階が面談ルーム、２階がひきこも

りの若者たちの居場所になっており、１階は、「ニート・ひきこもり雇用支援事業（事

務作業等を経験してもらう事業）」に使われています。 

雇用支援事業は、ひきこもりは脱したもののまだニート状態にある若者を対象とし

たもので、勤務期間中は社会保険が付き、給与も支払われます。働く経験を積むことで、

仕事をする上で必要となる基本的なスキルやマナー、そして自信を得て、実際の就労に

向けたステップにしてもらうというのが事業のねらいとされています。 

支援のフローにおいては、まず親だけで施設に来てもらい面談するところからスタ 

ートしますが、そのヒアリング過程で、あと一押しで社会参加ができそうな段階の若 

者については地域若者サポートステーション、精神障害が考えられるときには医療機 

関につなぐなど、適切な支援団体が紹介されることもあります。 

通所支援においては当事者の状況に応じた段階的な支援が設けられており、最初は 

個別面談、慣れてきたら２階の「居場所（雑談、ゲーム、外出など）」に顔を出すよ

う誘導されます。また、「飲みニュケーショントレーニング」と題した飲み会企画・

実施など、身近な生活経験に基づいたユニークな支援も行われています。 

ある程度の生活経験を積んだ当事者に対しては、「トライアルジョブ」と題して、 

銭湯や映画館などでの就労体験を促し、これに慣れてきたら、本格的な就労支援事業 

を手掛ける「地域若者ステーション」に参加を促されます。 

また親族に対しては、面談以外にも、セミナーやひきこもりの子どもを持つ親同士 

の交流の場である「親の会」を開くなど、様々な支援にも力を注いでいます。 
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＜支援のフロー＞            ＜施設外観＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国立青少年教育振興機構ＨＰ、淡路プラッツＨＰ 

 

④ ＮＰＯ法人アンガージュマンよこすか（ひきこもり、発達障害支援など：神奈川県横須賀市） 

「アンガージュマン・よこすか」は、上町商店街の中心に位置し、利用者は三浦半島

全域から集まっており、中には他県から同団体の評判を聞いて訪れ、近辺に住むように

なった人もいます。年齢層は中学生から２０代がメインで、上はおおむね４０代までと

なっています。活動の軸となっているのは、各人が自由に過ごせ、カラオケなどのイベ

ントも定期的に開催しているフリースペース「あばうと」、個別授業で学習サポートを

行う「ネクスト」、座学と実習を兼ねた就労支援「キックオフプロジェクト」、およびそ

の実体験場所の一つである「はるかぜ書店」での就労業務となっています（これらの活

動に参加し、神奈川県の公立小中学校に在籍していて不登校の場合、出席扱いとなりま

す）。 

「はるかぜ書店」は、本部の建物の目の前、道路を挟んで対面に位置し、カフェス

ペースを併設しています。ここでは、「あばうと」を経て来た若者ら約２０名がシフ

トを組んで業務に当たり、主体的に店舗を運営しています。これにおいて、商店街の

人がこの店の存在や働く人のことを認めてくれる風土があるため、今まで大きなトラ

ブルもなく運営ができているとされています。 

 

エピソード（国立青少年教育振興機構レポートより抜粋） 

Aさんが「アンガージュマン・よこすか」に顔を見せ始めたのは、横須賀上町に拠

点が開設されて間もないころ。当時２０代半ばのAさんは、たまにフリースペース

「あばうと」に来るものの、誰とも口をきかず、ボードゲームなどを黙々とやって

帰って行く。スタッフの誰もが、遠巻きに見て「彼とはどう話したらいいんだろ

面談（親） 

面談・訪問支援（本人） 

居場所（生活経験の蓄積） 

トライアルジョブ 

適切な支援団体 

地域若者サポートステーション 
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う。」と困ってしまうようなとげとげしさがあった。（中略） 

ちょうどオープンした「はるかぜ書店」で働くことになった。 

Aさんが少しずつ心を開き始めたきっかけの一つが、サッカーだ。実はAさん、小

学校時代は横須賀選抜に選ばれたこともあるほどの実力の持ち主。島田さんもサッ

カー好きだったことから、２人の関心事である欧州サッカーが共通の話題となっ

た。「取っつきにくさは相変わらずです。こちらが何気なく言ったことに対して

『そのチームは絶対に予選を突破できない』と反論を許さない口調で言われたり

（笑）。でも、意見が合ったときなんかに、滅多に見せない笑顔が出て『あ、笑う

んだ』と。（理事長：島田徳隆氏談）」 

「あばうと」と「はるかぜ書店」の子どもたちや若者たちで催されたキャンプで

サッカーをしたときも、負けず嫌いで自己主張が強いAさんらしさがよく出た。かつ

ての選抜メンバーだけあって技術は抜きんでているのだが、それを小、中学生の子

ども相手に手加減無しで発揮してしまう。味方にミスが出ると「下手くそ！」と容

赦ない。周りの人に言われて初めて、実力差があることに気付いている様子だっ

た。「子どもの側からしたら、普段そこまで本気で向かってくる大人はいないの

で、ものすごく悔しがる。でも、お互いのことがわかってくると、その『本気』

が、嫌な感じではなくなるんですよね。」島田さんは、このキャンプで歳の離れた

子どもと触れ合ったことが、Aさんが周囲の人を受け入れ始めるきっかけになったの

ではないかと振り返る。 

２年弱働いて「はるかぜ書店」での研修が修了したAさんの下に、商店街のパン屋

から雇用の募集があった。周りの勧めもあり思い切って足を踏み出したが、まだま

だとんがっていたAさんと、Aさん以上に無愛想な職人肌の店長とはそりが合わず、

けんか退職という結果に終わってしまう。（中略） 

帰ってきた「あばうと」で、ゲームだけでなく、久しぶりに「はるかぜ書店」の

レジに入るなど、事業を手伝うこと１、２か月。今度は、商店街の仕出し弁当屋か

ら働き口の紹介があり、再びチャレンジすることになった。昼過ぎまでの勤務とは

いえ、職場では一番の下っ端で、特別扱いもされない。（中略） 

「この商店街の店に多いのが、頑固一徹タイプのおやじさんと、気っ風がいい姉

御肌のおかみさん、という組み合わせ。店頭での接客はすべておかみさんに委ねら

れているわけで、だから人を扱うのがとてもうまいんです。彼に対しても、厳しい

言葉の後には何らかのフォローをしている様子がうかがえました。」この街の人々

の、厳しいところは厳しく、褒めるところは褒め、と誰にでも分け隔てなく向き合

ってくれる気性がマッチしたのだろう。弁当屋に勤めるようになってからのAさん

は、ぶつぶつ文句を言いながらも、次第に角が取れ、周囲と交わる力を付けている

ように、島田さんの目には映った。 

それから約２年、Aさんの弁当屋勤務は続いている。それどころか１年前からは、
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午後にもう１軒、総菜屋での仕事も兼務するようになった。「別の地域から移転し

てきた店なのですが、きりもりする御夫婦の気立ては、商店街の他の店と似た感

じ。案の定、最初は『やってらんねぇ！』となりました（笑）。」その時期を乗り

切った今は、店の先輩スタッフとして、一緒に働くことになった新人の指導にも当

たっているという。街で催し事などがあるときは土日に勤務が入ることも珍しくな

いそうで、まさにフルタイム勤務となったAさんだが、心を落ち着ける場所として

「あばうと」があることは変わらない。（中略） 

（出典）国立青少年教育振興機構ＨＰ、NPO法人アンガージュマンよこすかＨＰ 

 

＜支援の種類＞            ＜施設外観（はるかぜ書店）＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ＮＰＯ法人ジョイフル（若者支援：長野県松本市） 

「ジョイフル」は、不登校の子どもをはじめ、引きこもりの中高生・青少年、成人、

中年、老年の人達など、悩みを抱えた誰もが参加できる施設として、平成１３年１１月

に設立されました。当初はフリースペースによる居場所事業が中心でしたが、需要の高

まりとともに、若者の就業をサポートするための自立支援施設「カフェジョイフル」が

立ち上げられ、現在は、居場所事業、若者サポートステーション事業などと一緒に運営

されています。 

カフェジョイフルは、カフェでの接客、昼食の配達などを通して、社会に出るため

に必要なスキルや心構えを養う場です。単に技術のみを学ぶだけではなく、「やれば

できる」という達成感を味わうことで自分の価値に気付かせ元気を与えることを狙い

とし、「居場所」で人前に出られる自信が付いた人が、就職活動の前段階として就労

体験を行う場として活用されています。 

またカフェジョイフルは、地域の人々との交流の場としても機能しています。例え

ば、手作りスイーツを持参してバイキング形式で楽しむ「持ち寄りスイーツ会」、い

らなくなった洋服を交換する「エクスチェンジ」、「ゲーム空間ジョイフル」と銘打

った様々なボードゲームやカードゲームなどが催されることもあります。 

アバウト（フリースペース） 

ネクスト（学習支援） 

キックオフプロジェクト（就労支援） 

はるかぜ書店・カフェなど 

面談 
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一方で、小・中学生を中心とする不登校の子どもに対しては、「学びの応援隊」と

称して、スタッフが自宅まで出張し、不得意教科の学習等を通して対人コミュニケー

ション力を育む支援を行っています。 

 

エピソード（国立青少年教育振興機構レポートより抜粋） 

高校時代に不登校を経験し、ひきこもりになってしまった女性がいた。仮にAさ

んとしておく。母親が地域の相談員に相談したところ、紹介されたのがジョイフ

ルだった。Aさんも支援を受けることを決意し、母親と二人で車に乗ってジョイフ

ルに向かった。ところが、１時間かけてやってきたものの、足がすくんで車から

出られない。やむを得ず、その日は諦めて後日の再訪を期すことにした。 

数日後、Aさんは再び母親とやってきた。今回は車を降りることはできたが、階

段を上って事務所に入ろうとしたところ、今度はドアを開けることができない。

結局、その数日後、３回目の挑戦でようやく事務所に入ることができた。Aさんの

性格は一言でいえば生真面目。何をするにも考え過ぎて、かえって行動に移せな

いというタイプだった。自分に自信がないので考えを口にすることすら怖く、最

初はスタッフと一言もしゃべれなかった。ただ、一対一なら話せたのでスタッフ

がそういう状況を作ったり、しゃべらなくても楽しめるカードゲームを行ったり

するうちに、少しずつ打ち解けてきたという。 

「その子のすごいところは、自分なりに目標を定めていたこと。」と横山さん

（施設代表者）は振り返る。Aさんは、その年の目標として「１年間、ジョイフル

に通うこと」を心に決めていたという。そして、その目標を達成したAさんは、翌

年同じように「自動車の免許をとること」という目標を掲げ、それも見事に果た

してみせた。 

Aさんは１年半ほど「居場所」に通っていたが、やがてカフェジョイフルで就業

支援を受けるようになった。免許を取ってからは、毎日１時間かけて車で通う生

活が１年以上続いたが、やがて就職活動を始め、園芸関係の会社にアルバイトと

して採用された。仕事内容は、ジョイフルにやってきた当初、絶対にできないと

思っていた接客業だった。「人前に出られない、話すこともできない自分に接客

なんて絶対に無理だと、彼女は思い込んでいました。しかし、カフェで支援を受

けるうちに、実際には適性があり、人並み以上に仕事ができることが、スタッフ

にも、本人にも分かるようになったのです。」（横山さん） 

アルバイトを始めて数か月後、Aさんは正社員に昇格した。生真面目で人一倍責

任感が強いだけに、迷いに迷ったらしいが、スタッフの勧めもあり会社からのオ

ファーを受けたのだという。元気を取り戻したAさんはその後も、忙しくも充実し

た日々を過ごしているという。 

（出典）国立青少年教育振興機構ＨＰ、ＮＰＯ法人ジョイフルＨＰ 
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＜事業概要＞ 

 

 

 

 

＜施設外観（カフェジョイフル）＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 和歌山大学ひきこもり回復支援プログラム（自助グループによる支援：和歌山県和歌山市） 

和歌山大学保健管理センターでは、大学生活に不適応をきたした約１２０事例のデ

ータの蓄積を基礎に、独自のひきこもり回復支援プログラムを開発し、学内外のひきこ

もる若者の支援活動を展開しています。これらの実践を通して、ひきこもり状態にある

若者を脱出させるにはメンタルサポーターの派遣が効果的であり、派遣６か月後には

約９割が外出可能になること、しかし些細な事件を契機に再度ひきこもることが多く、

再発を防止するにはソーシャル・スキルやコミュニケーション能力を高める必要があ

り、「集団療法」や「自助グループの活動」が有効であることなどがわかってきた、と

しています。 

 

◎集団療法 

集団療法は精神保健福祉士と看護師が中心となり、アミーゴ（後述）の部屋で週二回、

一回５～６名の少人数で約１時間実施しており、自分の気持ちを言語化し、対人スキル

を磨く場です。ロールプレイ、SST（ソーシャルスキルトレーニング）、そして芸術療

法などの手法を用いています。 

 

◎自助グループの活動 

センターではひきこもり経験がある在学生・卒業生１０数名からなる自助グループ「ア

ミーゴの会」と学生サークル「ラテンアメリカ研究会（LA 研）」の２つの学生グループが

活動しています。この２つのグループの活動内容は次のようなものとなっています。 

居場所事業（おしゃべ

り、ゲームイベントな

ど） 

自 立 支 援 事 業

（カフェジョイ   

フル） 

コミュニケーション・

就業支援事業（若者サ

ポートステーション） 

訪 問 支 援 事 業

（ 学 び の 応 援

隊、出張ジョイ

フル） 

啓発・講演会事

業 
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（ⅰ）週間行事 

 〇毎日：ゲームやレクリエーションなど自由な活動。 

 〇木曜日：全体ミーティング、留学生との交流会、その後各グループ打ち合わせ。 

 〇月、金曜日：集団療法、アミーゴの会、外部からの参加者も加わっている。 

（ⅱ）月間行事 

 〇月１、２回：料理教室、食事会 

 〇課外活動（スポーツ、釣り、カラオケ、他） 

（ⅲ）年間行事 

 〇自主演習「文化と心の病」 

 〇公開シンポとメンタルヘルス合宿研修会。森林セラピーへの参加。 

 〇LA 研との協同：大学祭でのエスニック料理販売や活動報告会、マヤ民芸品販売、

そ 

して募金活動などグアテマラ内線被害者支援のためのボランティア活動や海外遠

征 

他。 

 

これまでの実践的研究において、不適応から生じた症状を治療するだけでは根本的な

問題解決とはならず、自助グループの活動がこれらの課題の解決に有効であることを明

らかにしてきました。 

また、自助グループ活動で仲間作りに成功しても、学業復帰に際しては細やかな対応が

必要となることも確認されています。これに際しては、心理療法による心理面の強化や各

学部の教務委員と協力しての就学支援は勿論のこと、少し時間を要してもボランティア

活動やアルバイトなどの社会経験を積み重ねてからの学業再開が良好な結果をもたらす

ことが判ってきました。また、障害を有する学生に対する就労体験や職種選択に関する支

援は、精神保健福祉士や学外のジョブカフェなどの専門家の協力が必要と考えられてい

ます。 

 

◎参考：ひきこもり回復支援プログラム 

Stage I （導入期） 

〇家族へのプログラムの具体的 

な説明。 

〇専門家による見立て。 

〇ひきこもり相談（和歌山大学保健管理センター、
和歌山県精神保健福祉センター、病院、他） 

〇専門家による訪問診察 

〇メンタルサポーター・アミーゴ派遣（家庭、下宿
先訪問。週２回、１回２、３時間） 

StageⅡ（治療期） 

〇医療的な後押しの必要性。 

〇薬物療法、個人精神療法、家族療法 

Stage Ⅲ（仲間作り） 〇１～２か月はアミーゴが同行する。 
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〇居場所（安心して群れる場）
への導入。 

〇集団精神療法（５～６人）→自助グループ（アミ
ーゴの会）への参加。 

Stage Ⅳ（社会参加） 

〇社会参加への準備。 

〇学生サークル（ラテンアメリカ研究会）との協同。 

〇ボランティア活動、アルバイト体験、就労支援。 

（出典）宮西照夫論文 

 

⑦ＬＩＴＡＬＣＯワークス（就労移行支援：全国） 

（ⅰ）就労移行支援事業 

就労移行支援事業とは、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスであり、（一般

企業への）就労を希望している障害・難病がある人に対して、働くために必要な知識・能

力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着

までのアフターケアを行う事業です。 

就労移行支援サービスを利用したい場合、下記の３つの条件を満たしている人が対象

になります。 

 

①身体・知的・精神障害や難病がある。 

②企業等での就労または開業を希望し、就労が可能と見込まれる。 

③原則１８歳以上から６５歳未満。 

※障害者手帳を持っていなくても、障害福祉サービス受給資格および医師の意見書等

があれば、自治体の判断により利用可能な場合があります。 

就労移行支援の利用期間は原則２年間以内となっています。この２年の間に、職業訓練

や職場探しなどのサポートを受けて就労を目指していくことが、この制度の原則です。 

ただし、必要性が認められれば、最大１２カ月の更新が可能となっています。 

（出典）りたりこ発達ナビ 

 

（ⅱ）就労移行支援事業のメリット 

・職業訓練で就労に必要な知識・能力を身につけることができる。 

・事業所に通うことで社会性を身につけることができる。 

・障害があることを明かして、適切な配慮を受けながら就職活動ができる。 

・ハローワークなどと連携して、自分のスキルや障害特性に合った職業を紹介してく
れ 

る。 

・事業所で真面目に取り組んでいた様子が企業に伝わりやすい。 

・就職後、職場への定着支援を実施してくれる。 

・仲間ができる。 

 

（ⅲ）リタリコワークスの取り組み 

株式会社 LITALCO は、精神障害（統合失調症やうつ病など）・発達障害（アスペル

ガーや ADHD など）・身体障害・知的障害・難病の人を対象とした就労移行支援サービ

スを提供しており、全国５９ヶ所（２０１７年４月時点）で就労移行支援事業所
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「LITALICO ワークス」を展開しています。 

各事業所では、サービス管理責任者や職業指導員、生活支援員、就労支援員のスタッ

フがおおよそ６名程度在中しており、一般企業等への就労を目指す障害のある人に対

し、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練のほか、履歴書作成や面接など、就職活

動対策を行っています。また、就職までの支援だけでなく、就職後も、定期的な面談や

就職先へのアドバイスなど、企業側とも連携した定着支援を実施しています。 

 

①事業実績等 

●サービス内容 

・就職準備・企業インターン・就職活動・職場定着 

●利用料金 

・福祉サービスなので９割以上が無料で利用している（２０１６年５月現在）。ただ
し、世帯の収入状況に応じて負担上限額が設定される場合がある。 

●拠点数：５９拠点（２０１７年３月時点） 

 ※京都市においては、京都駅前、四条河原町の２拠点を展開（２０１８年１月時
点） 

●登録者数：約１９００名（２０１７年３月時点） 

●２０１６年度就職者数：９４０名（A 型を除く） 

●２０１６年度定着率：８７.５％（A 型を除く） 

 

②支援のステップ 

ⅰ)就職準備 
・生活のリズムを整える。 

・安定して通うことができるようにする。 

・自分を知る（自己分析）。 

・仕事をしていく上で必要なコミュニケーション方法を学ぶ。 

 

ⅱ)企業インターン 
・自分の得意なこと・苦手なことを整理する。 

・就職に必要な企業研究の仕方や、履歴書・経歴書を作成する。 

・企業での実習を経験し、職場の環境について自分の適性を把握する。 

・自己管理方法を身につける。 

・自分の障害の詳細をまとめ説明できるようになる。 

 

ⅲ)就職活動 
・スタッフと相談しながら計画に沿った就職活動を行う。 

・就職活動をしながら希望条件の優先順位をより明確にする。 

・就職後に長く働く準備を進める。 

・働く目的を明確にして将来をイメージする。 

・定着支援について知る。 

 

ⅳ)職場定着 
・具体的な業務内容を身につける。 
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・企業や関係機関と面談しながら業務内容の調整や不安を解消する。 

・上司や同僚と適切な関係構築をおこなう。 

・安定して働き続けられるようになる。 

・仕事以外にやりがい・楽しいことを見つける。 

 

 

③職場定着のステップ 

ⅰ)内定 
・企業から内定通知が提示される。 

 

ⅱ)入社まで 
・企業と本人との双方に事前にヒアリングし、関係機関も交えて面談をおこなう。 

・面談では定着支援の方向性や内容を検討する。その内容をふまえて、定着支援計 

画書を作成、目標設定に基づいた計画的な支援をおこなう。 

 

ⅲ)入社直後 
・本人と企業が円滑にコミュニケーションするための職場訪問、業務量の調整、不 

安の解消などの支援を、関係機関と連携しながら行う。障害の特性によっては、 

企業向けに業務指示方法のレクチャーやアドバイスなども行う。 

また、定期的な面談を継続することで、体調や心境の変化を早期にキャッチし適
切なサポートにつなげる。 

 

ⅳ)入社数か月～半年程度 
・サポートの頻度を下げながら、本人で周囲の方々に理解や手助けを求めたり、職 

場環境に働きかけることができるようにしていく。また一方で、その職場が就職 

者を自然にサポートできるようになることを目指していく。 

 

ⅴ)半年以降 
・入社半年以降も定期的に面談を行う。本人の状況をみながら、問題がないような
らサポートの頻度を下げていき、必要に応じた相談支援対応へと移行していく。
ただし、本人および企業双方が気軽に相談できる関係性を保ちながら継続的な就
労をバックアップする。 

（出典）株式会社 LITALICO ＨＰ 
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⑧ ＡＣＴ（包括的地域支援：佐賀県佐賀市） 

●ＡＣＴ（包括的地域支援）とは 

近年、重度の精神疾患を抱えた方やそれを伴ったひきこもりの方を主な対象とし

た、「ACT Assertive Community Treatment：（包括的地域支援）」といった治療方法が

注目されています。これは現状、ひきこもり当事者を主な対象としているわけではあ

りませんが、様々な心の問題を抱える人々を地域社会で包摂するにあたって重要な

視座と言えます。 

ACT（包括的地域支援）とは、重い精神疾患を持った人であっても、地域社会の中 

で自分らしい生活を実現・維持できるよう包括的な訪問型支援を提供するケアマネ

ジメントモデルのひとつです。１９７０年代初頭にアメリカで生まれてから多くの

国に普及し、効果が実証されており、特徴として以下が挙げられます。 

○看護師・精神保健福祉士・作業療法士・精神科医などからなる多職種チームアプローチで

あること 

○利用者の生活の場へ赴くアウトリーチ(訪問)が支援活動の中心であること 

○365日 24時間のサービスを実施すること 

○スタッフ 1人に対し担当する利用者を 10人以下とすること 

○医療、福祉だけではなく、生活支援や就労支援まで一貫した支援を行うこと 

 

●支援例＜佐賀 ACTplus＞ 

平成２７年４月から、「在宅療養支援診療所・より添いとたい話の診療所」と、「一

般財団法人 包括型地域ケア研究財団」が連携し、佐賀市を中心に訪問型地域支援が

始められました。この支援では当初、従来のやり方では十分な支援が届けにくく、満

足のいく地域生活が維持できず入退院を余儀なくされたり、医療や福祉から遠ざか

り引きこもってしまった統合失調症や双極性感情障害の方々を中心に関わっていま

した。しかし、地域でのつながりが拡がるにつれ、本来 ACTが対象としている方々以

外にも、地域生活に困難を抱える方が大勢いることに気づいたことから、現在は、対

象疾患を限定せず、精神的困難を抱え、地域で自分らしく生活していくことに満足で

きていない人々すべてのニーズに合わせた支援を提供できるようにしています。 

サービスを利用されている人には、統合失調症や双極性感情障害以外にも、認知症、

うつ病、神経症（パニック障害、強迫性障害など）、摂食障害、自閉症スペクトラム

障害などで保健医療福祉サービスにうまくつながっていない方、ひきこもりや不登

校で社会との交流が途絶えている方もいるとされています。※ただし、精神科が母体と

なった民間の訪問診療団体であることから、医療費は利用者負担と考えられます。 

（出典）佐賀 ACTplus ＨＰ、ＡＣＴ全国ネットワークＨＰ 
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（３）市町村支援と民間団体支援における要点の整理 

●市町村による支援の要点整理 

①当事者の症状段階に応じた包括的な支援（東京都文京区） 

②ひきこもりに特化した専門機関・相談窓口を中心とした組織的な支援（和歌山県田辺

市） 

③社会福祉協議会のリーダーシップ・働く場の創出、過疎地域における実態把握（秋田

県藤里町） 

④多元的なアウトリーチ支援（神奈川県横浜市） 

⑤ひきこもりサポーターによる支援（広島県広島市） 

⑥地域の一般企業と連携した支援（京都府） 

⑦社会福祉協議会のリーダーシップ・ライフセーフティネットの構築、高齢者支援

（大阪府豊中市） 

⑧多様な機関と人材の連携による仕組化の徹底、高齢者支援（滋賀県大津市） 

 

●民間団体による支援の要点整理 

①多様かつきめ細やかな支援 

〇東京シューレ：ホームエデュケーション 

〇神戸オレンジの会：親の支援 

〇淡路プラッツ：段階的支援・他団体への斡旋 

〇アンガージュマンよこすか：段階的支援 

〇ジョイフル：段階的支援・地域との交流 

〇和歌山大学：自助グループによる支援・集団療法 

〇LITARICOワークス：段階的な就労支援 

〇ＡＣＴ：専門家による包括的な支援） 

②利用の敷居の低さ 

③金額（課題） 

支援の規模や予算の制約上、とりわけ純民間団体においては、支援可能人数・費用・

支援内容などについて制約が生じる場合が多いと考えられます。 

＜参考：各施設の利用料金＞ 

施設名 支援内容 料金 

NPO法人淡路プラッツ 面談（初回料金） ６,０００円／一回 

居場所支援（施設利用週２回

～＋イベント参加） 

５１,０００円／一か月 

NPO法人アンガージュマ

ン・よこすか 

面談 ７,５６０円／一回 

フリースペース利用 ２１,６００円／一か月 

NPO法人ジョイフル 面談（一般料金）  ４,５００円／一回 

居場所利用 １０,０００円／一か月 
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４．京都市におけるひきこもり支援に向けた課題 

「準ひきこもりの増加」、「長期・高齢化」といった喫緊の課題や、他市町村・民間大体

の先進的取り組みを踏まえると、現況の京都市のひきこもり支援対策における課題とし

て、以下が挙げられます。とりわけ赤字部分は重点的に取り組むべきと考えられます。 

 

（１）実態把握 

◆ひきこもりの実態把握 

京都市におけるひきこもり者数は、現況、平成２２年度の内閣府の調査に基づい

た推定値（約７,８００人）しか把握されておらず、さらにそこには４０歳以上の対

象者は含まれていません。 

平成２９年度より京都府により行われている実態調査の結果も踏まえ、地域・年

代ごとの実態および当事者の意識を正確に把握し、適切な対応策を検討する必要が

あります（ⅰ）。 

 

（２）組織体制 

①支援機関（子ども・若者支援室、京都市こころの健康増進センター、子どもはぐ

く 

み室）の連携体制の確立 

各支援機関は、当事者支援に関わる「横の連携体制（例：各機関の機能や人材が、

横断的に解決策を検討する体制）」が確立されていません。 

例えば、「こどもはぐくみ室」では、ひきこもり当事者にどのような支援を行うの

か確立されていないことに加えて、「子ども・若者支援室」、「こころの健康増進セン

ター」や、保健福祉センター内における精神疾患等に関する相談窓口との連携体制

が不明瞭です。当事者の症状に応じた的確かつ円滑な支援を行うため、関係者間の

横の連携を強化する必要があります。 

 

②症状の段階に応じた支援体制の確立 

ひきこもり支援においては、症状段階に合わせた、様々な専門組織と連携した柔

軟な支援が重要です。これについて、「子ども・若者支援室」は主に就労団体、「こ

ころの健康増進センター」は主に居場所作り団体や家族グループ等との連携体制が

あるとされているものの、「どの症状段階であればどの支援団体と連携するか」とい

ったモデルが不在となっています。当事者支援を円滑に遂行するために、症状段階

に応じた支援体制モデルを明確にすることが重要です。 

 

③「ひきこもり」に特化した運営組織の必要性 

「社会適応訓練事業運営会（こころの健康増進センター）」、「子ども・若者支援地
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域協議会（子ども・若者支援室、こころの健康増進センター）」、「子ども・若者はぐ

くみ局（こどもはぐくみ室）」といった関連団体はあるものの、「ひきこもり」に特

化した団体は事実上無いため、総合的な支援体制の構築や、迅速な対応が難しいこ

とが懸念されます（京都市ピアサポーター養成・派遣事業実施要綱において、「ひき

こもり支援専門委員会の設置」が明記されてますが、現況、ピアサポーターの補助

業務に留まっていると思われます）。このことから、ひきこもり専門機関を創設す

ることで、機動的かつ効果的な支援体制を構築する必要があります（ⅱ）。 

 

④地域に開かれたひきこもり相談窓口の設置 

各区役所にはひきこもりに関する相談窓口が無く、また都心から離れた各出張所

には「こどもはぐくみ室」が設置されていません。地理的な面での相談のしやすさ・

地域社会による包摂的な支援という観点から、各区役所にひきこもり相談窓口を設

置する必要があります（ⅲ）。また、都心から離れた地域では、近隣での就労が困難

という特有の問題を抱えていると想定されることからも、「京都 京北未来かがや

きビジョン」等と連動し、若者・子育て支援、雇用創造事業、高齢者の生きがい創

出事業等を踏まえた総合的な対策が必要となります。 

 

（３）支援方法 

①地域に開かれた支援体系の確立 

とりわけ高齢者のひきこもり支援においては、NPO団体や地域事業者などによる、

地域（＝地元）と連動した見回り、居場所創出、就労支援事業を行うことが有効に

なる場合があります。 

京都市においては、「子ども・若者支援室」を中心に、各支援団体が就労支援など

民間事業者と連携する取り組みが見られますが、地域住民や事業者と体系的に連動

しているわけではないことからも、地域の包摂的な支援体系の確立が必要です

（ⅳ）。 

 

②明示的なアウトリーチ支援体制の構築 

当事者の段階に応じた支援の一環として有効とされるアウトリーチ支援につい

て、「子ども・若者支援室」が支援コーディネーター（・ビアサポーター）による訪

問支援を行っているとされているものの、他の団体も含め体系的な支援体制はあり

ません。 

専門知を有する支援コーディネータ―やひきこもり経験者のピアサポーターな

ど、当事者のニーズに応じた多様な担い手がアウトリーチ支援に参画できる支援体

制を構築する必要があります。 
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③「ひきこもりサポーター」を育成するプログラムの体系化 

「子ども・若者支援室」がピアサポーター養成・派遣講座を実施しているものの、

他団体を含め、体系的・持続的な支援体制は見られません。「子ども・若者支援室」

を中心としつつも、団体間を超え、体系的にひきこもりサポーターを育て・活用す

る体制づくりが必要です（ⅴ）。 

また、現況はひきこもり経験者やひきこもり支援に興味がある若者を対象とした

ピアサポーター事業が中心ですが、より対象者の裾野を広げ、多様なサポート体制

を検討する必要があります。 

 

④高齢者のひきこもりに対する施策の検討 

ひきこもりに関する喫緊の課題として長期化・高齢化が指摘される中、京都市で

は、４０代以上の高齢者については現況、「京都市こころの健康増進センター」しか

正式な相談窓口がありません。市内における高齢化は、地域を問わず満遍なく進展

していることからも、ひきこもりの長期化・高齢化の実態を踏まえ、適切な対策を

検討する必要があります（ⅵ）。 

 

⑤高齢化・長期化を防ぐ支援方法の充実 

ひきこもり対策において、高齢化・長期化した人達を支援することは重要ですが、

それに至らぬよう、早い段階で対策を講ずることも重要です。その視点を踏まえ、

ひきこもり・不登校に悩む小中高生や大学生、若年層への支援もまた、さらなる充

実が望まれます（ⅶ）。 

 

（４）情報発信 

①ホームページでのわかりやすい「ひきこもり窓口」の設置 

「子ども・若者支援室」および「こころの健康増進センター」は、「ひきこもり地

域支援センター」として認定されているものの、HP 上では、「ひきこもりの相談を

受けつけていること」がトップページに表示されず分かりにくいため、情報整備が

必要です。 

 

②継続的な啓発・普及活動の実施 

「子ども・若者支援室」、「こころの健康増進センター」においては、ひきこもり

に関する講演会を複数回実施していますが、定期的なものではありません。京都市

では、自殺総合対策推進計画である「きょう いのち ほっとプラン（２０１０～

２０１６）」において、「ひきこもりへの相談体制の充実（普及啓発や関係機関との

連携の更なる強化）」を挙げていることからも、市民への理解を促し、ひきこもり当

事者が社会参画しやすい地域社会を形成するため、さらなる啓発・普及活動が必要
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です（ⅷ）。 
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５．京都市における包括的なひきこもり支援に向けた提言 

 

（１）ひきこもりの実態把握（ⅰに対応） 

・ひきこもりは、若齢／高齢、都心部／農村部、男性／女性などの属性的差異を越えて偏

在し、抱える悩み・必要な施策についても、ある程度共通するものからそれらの差異に

応じて異なるものもあると想定できるため、市内におけるひきこもりの実態を把握し、

その結果に基づいて適切な対策を講じる必要があります。 

具体的な施策案 

〇年齢・地域・性別等の基本的属性や、必要とする支援策に関する定量・定性的設問

を盛り込んだアンケート調査などの実施 

 

（２）ひきこもりに対する理解の醸成（ⅷに対応） 

・ひきこもり当事者や家族が抱く苦痛・社会復帰を阻害する要因として、「当人の甘え」、

「甘やかし」などの偏見や、「既存の環境に適応すべき」といった過度な圧力が挙げら

れます。これらの偏った価値観を解消し、当事者や家族が暮らしやすい地域社会を構築

する必要があります。 

具体的な施策案 

○各組織における講演会や交流会等の拡充（有識者による専門的見地からの講演や、

経験者、当事者の体験談等による理解の醸成） 

○当事者、家族、支援者、地域の住民など、全ての人を対象に、ひきこもりに関する

基礎的な知識や相談窓口等を記載したハンドブックの作成と配布 

○一つの指標として社会的機能を測定する「sSOFAS（構造化評価システム：井出草

平、鈴木太、目良宣子）」等の活用 

 

＜ハンドブック（仙台市）＞     ＜sSOFAS設問例＞ 
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（３）各区役所におけるワンストップ相談窓口機能の設置（ⅲに対応） 

・身近な地域に相談窓口があることによって、ひきこもり当事者はある程度気軽に相談を

持ち掛けることができます。ひきこもりは、都心部のみならず地域にも偏在していると

考えられることから、各区役所に相談窓口を設けることが必要です。 

具体的な施策案 

〇各区役所（保健福祉センター）にひきこもり相談窓口の設置し、幅広い知識を持

った職員や臨床心理士を配置 

○当事者・親の状態に応じて、適宜関係各所（教育、福祉・行政、就労、保健・医

療機関・民間団体（※）など）に相談・紹介斡旋できる体制の整備 

※NPO 団体に限らず、障害を持つ人を主な対象とした民間就労移行支援機関

（LALICOワークス等）とも情報連携を深めます。 

 

（４）専門支援機関の設置（ⅱに対応） 

・市内におけるひきこもり該当者は約７,８００人とされていますが、４０歳以上を対象

に含むとさらに増加するとも言われており、地域と行政が一丸となって取り組むべき

課題であると言えます。また、思春期特有の心的問題のみならず、多様な年齢や症状、

解決方法が想定されるため、現場～学問の垣根を超えた様々な専門知を結集させて解

決に当たる必要があります。 

具体的な施策案 

〇包括的なアセスメントがある程度確立された「子ども・若者支援地域協議会」を

ベースとし「ひきこもり対策に特化した組織」の設置 

○高齢者や地域のひきこもりに係る機関（こころの健康増進センター、社会福祉協

議会、区役所相談窓口など）との連携強化 

○各相談窓口や地域の職員を専門的にサポートできるような心療内科医、精神科医

等を適切に配置するシステムの構築 

 

（５）ホームエデュケーションの普及（ⅶに対応） 

・若年層のひきこもりや不登校を一元的に否定視し、学校復帰を強制するのではなく、当

事者の気持ちを尊重し、多様な成長の場を確保する必要があります。 

・２０１８年現在、市内にはホームエデュケーションを主たる事業としている民間団体が

存在しないため、フリースクールを公的に支援している数少ない自治体であるという

強みを生かし、民間団体とも連携しながら、ホームエデュケーションの理解・普及を促

進することが求められます。 

具体的な施策案 

〇子どもパトナを起点としてホームエデュケーションの理解・普及 

○ふれあいの社（適応指導教室）、フリースクール等関連団体の事業拡大への支援 
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（６）大学生のひきこもり対策（ⅶに対応） 

・京都市は全国有数の大学都市であり、市民に占める大学生の割合も高くなっています。

通学や就職活動に支障をきたした大学生の（準）ひきこもりが相当数存在すると想定さ

れることから、大学や専門機関と連携した対策が求められます。 

具体的な施策案 

〇臨床心理士・カウンセラー等の大学への派遣 

○不登校・ひきこもりの大学生を対象とした相談窓口の設置 

 

（７）ピアサポーター支援の拡大（ⅴに対応） 

・ひきこもりの社会復帰においては、立場や心情を共有するピアサポーターによる支援が

重要となります。その支援によって、対人的な場（居場所や就労支援団体）への参画が

円滑に進みます。 

具体的な施策案 

〇ピアサポーターの規模・業務範囲を拡大し、支援機関の垣根を越えて、相談・訪

問・同行等を通した支援 

（現況ピアサポーターは、３９歳以下の子ども・若者の相談対応、自宅訪問、居場

所同行を主な事業としていると想定され、募集・育成も定期的なものとはなって

いません。従って、その規模・業務範囲・対象年齢を拡大するとともに、就労支

援同行も行うことが望まれます。） 

〇若者サポートステーションによる就労支援年齢の引き上げ 

（例：３９歳から４４歳まで引き上げ） 

 

（８）民間支援団体との連携強化（ⅱに対応） 

・民間団体による支援は、決して料金が安いわけではありませんが、（行政と比較して）

様々な専門知に基づいた柔軟な対応を可能としています。 

具体的な施策案 

〇ワンストップ相談窓口とのヒト・情報連携の強化 

○専門支援機関の会議等における知識や事例を共有し合う機会の創出 

 

（９）地域におけるセーフティネット機能の強化（ⅳ、ⅵに対応） 

・支援の目が届きにくい地域の（主として高齢者の）ひきこもりを支えるためには、見守

り活動が有効であると考えられますが、不用意な訪問はひきこもりの対象者が侵襲性

を感じる可能性があるため、極めて慎重に行うべきとされています。 

・そのため、ひきこもり対策に特化した見守り活動を行うのではなく、社会福祉協議会等

による既存の見守り活動において、ひきこもりハンドブック等を活用することで、ひき
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こもりの存在をある程度認識・共有し、いざという時に支援できる体制を整えることが

必要です。 

具体的な施策案 

〇地元住民、地元企業と連携した見守り活動、情報提供、居場所作り、就労支援等に

向けた支援 

 

 

 

（１０）支援組織図 
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・民間） 

子ども・若者支援地域協議会 

NPO 団体 

福祉支援機関 

・民間） 
社会福祉協議会 

 
地域包括支援センター 

 

支援協力 支援協力（見守りなど） 

情報連携 

連携 

町内会・自治会 

支援機関（行政） 

・民間） 

地元企業 

連携 連携 

支援協力 

一次的な 

相談窓口 

教育機関、福祉・行

政機関、就労支援機

関、保健・医療機関、

その他民間団体 

 

ひきこもり支援専門委員会 

連携 連携 連携 

大学の支援機関 

連携 

連携 

各大学 

・民間） 

その他関連機関 

・民間） 

全体と連携 
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（１１）支援組織の役割図 

区分 構成組織 構成人員 支援内容 

（１）

統括機

関 

・ひきこもり支援専門委員会 ・行政職員、地域・家族・更生保
護・医療・雇用などの専門職員、
有識者など 

 

・方針を決定 
・各支援機関との連携・協
力 

・普及・啓蒙活動の実施 

（２）

支援団

体 

＜専門支援機関＞ 
①子ども・若者支援室 
②こころの健康増進センター 
 

 
・相談員、支援コーディネータ
ー、ピアサポーターなど 

 

 
・第一次相談窓口 
・相談、訪問、居場所提供、
就労支援など専門的支
援 

・各支援機関と連携 
 
 

③NPO等ひきこもり支援団体 
 

③様々 

＜行政＞ 
①ひきこもり相談窓口 
②子どもはぐくみ室 
③子どもパトナ 

 
①専門知識を持つ職員 
②子育てコンシェルジュ 
③相談員 

＜福祉＞ 
①社会福祉協議会（市、区、学区） 
②地域包括センター 

 
①福祉専門職 
②福祉・介護専門職 

 
・支援機関と連携 
・見守り 

（３）

地域 

民生・児童委員、町内会・自治会、NPO 団体、住民ボランティア、地
元企業など 

・見守りなど 
・支援機関と連携 
・（体験型就労支援） 

 
 

相
互
連
携
す
る
と
と
も
に
、
精
神
科
医
・
心
療
内
科
医

等
の
専
門
職
と
も
協
力
体
制
を
構
築
す
る 



 


