
「ひきこもり相談窓口」が中心となり�
官・民連携による支援�
　田辺市では、「ひきこもり相談窓口」を設置し、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、就職したが途中でやめて社会に不参

加となっている若者の自立支援に取り組み、成果を上げている。�

　「ひきこもり検討委員会」には、若者の自主運営による「自助会」や、医療機関も参

加しており、これらと連携する田辺市の「ひきこもりの若者支援」を紹介する。�

　不登校のまま中学校を卒業した若者、高校中退後自宅中心の生活をしている若者、就職したが途中でやめて社会参加してい

ない若者たちを支援する「ひきこもり相談窓口」を担当されている、和歌山県田辺市保健福祉部健康増進課の主任 露詰公子さん、

保健師 松本敦子さん、相談員 小川香織さんにお話を伺いました。�

田辺市は、官、医、民が一体とな
って先進的に障害者問題に取り
組んだ歴史があり、ひきこもり支
援に対して理解が得やすい地域�
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和歌山県田辺市保健福祉部健康増進課�

(左から)主任 露詰公子さん、保健師 松本敦子さん、�
相談員 小川香織さん�
�

――「ひきこもり相談窓口」の設置

に至る経緯をお聞かせください。�

　田辺市では、平成13年3月から、10

代から30代、主に思春期・青年期を

中心とした「ひきこもり」に対する支援

を展開しています。この支援が開始

されることになったのは、市民からの

強い要望を受けたことがきっかけです。�

　不登校児の親の会や、不登校の

まま卒業して社会に参加できないで

いる青年たちのサークルとその支援

者たちから、「ひきこもり」の支援策が

要望されていたのですが、これに応

じて平成9年6月及び平成12年12月

の市議会で、「不登校のまま卒業し

た若者の自己確立と自立をどう援助

するのか」、｢ひきこもり青年の具体的

支援について｣といった議員質問が

ありました。これを受けて市の担当部

門や関係者が話合いを重ねてきた

結果、平成13年1月に「ひきこもり検

討委員会」を設置するとともに、同年

3月には田辺市保健福祉部健康増

進課に「ひきこもり相談窓口」を開設

するに至りました。�

�

――田辺市は「ひきこもり相談窓口」

を先進的に推進しておられますが、

何か地域的な特色はありますか。�

�

�

�

�

�

　田辺市は、地域の中核的医療施

設である「紀南こころの医療センター」

が知的障害者や精神障害者の施設

立ち上げに家族会やボランティア団体、

保健所などと連携をとり全国に先駆

けて先進的に取り組んできた地区です。�

　そのような下地があり、ひきこもり支

援に対しても理解が得やすく、協力

的な方が多いので、「ひきこもり相談

窓口」を立ち上げることができました。「社

会福祉法人ふたば福祉会」や「社会

福祉法人やおき福祉会」が「ひきこも

り検討委員会」に参加し、一般の

田辺市保健福祉部健康増進課�
�

ひきこもり検討委員会�
�

NPO法人ハートツリー�
�ひきこもり相談窓口�

・主任：1名�
・保健師：1名�
・担当：1名�
�

「ひきこもり者社会参加支援センター運営事業」�
・代表：1名�
・スタッフ：2名�
・その他ボランティア、非常勤のスタッフ（人数不明）�
�

平成20年度の委員数�
・大委員会：35名�
・小委員会：11名（大委員会を兼務）�
�

まつもとあ つ こ�

つゆづめ  き み こ�

お が わ  か お り�

人　員　体　制�

◆ひきこもりの若者支援　ケース2

田辺市�
（和歌山県）�
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「ひきこもり相談窓口」と「ひき
こもり検討委員会」委員が所属
する機関との連携�

医療機関につなぐかどうかの
判断がしにくい場合は医師の
見極めで�

「ひきこもり相談窓口」のある田辺市民総合センター�
�

「ひきこもり相談窓口」事業は
田辺市の予算で実施�

個人情報の引継ぎは本人の了
解を得てから�

NPO法人も立ち上がり、連携に加わ

っていただいています。�

　�

――「ひきこもり相談窓口」の財源

について、お聞かせいただけますか。�

�

�

�

　「ひきこもり相談窓口」事業は、現在、

田辺市の予算で行われています。開

設から数年は、国の児童環境づくり

基盤整備事業などの補助金で事業

を展開しました。�

�

――「ひきこもり相談窓口」事業は、「ひ

きこもり検討委員会」との連携を軸

に推進されているそうですが、その検

討委員会についてお聞かせください。�

　「ひきこもり相談窓口」と連携して

活動している「ひきこもり検討委員会」

は、保健・医療･福祉・教育などの公

的機関や民間機関と学識経験者や

自助会（当事者・家族会）などで構成

されています（次頁図参照）。�

　検討委員会では、ひきこもりの理解

や支援についての啓発や相談窓口

で受けた相談から派生するさまざま

な問題の解決策、環境整備、相談窓

口の活動方向などを討議・検討して

いただいています。�

�

――「ひきこもり相談窓口」では、ど

のような連携を行っていますか。�

�

�

�

�

　「ひきこもり相談窓口」は、相談を

進めるとき、必要に応じてひきこもり

検討委員の所属機関などとの連携

を図りながら、若者の相談を行ってい

ます。�

　例えば、精神医学的治療が必要

な場合や障害などの場合は、他の適

切な機関に紹介していますが、ひき

こもり支援のネットワークに参加いた

だいている機関は充分理解もしてい

ただいているため、紹介もスムーズに

運びます。�

　それ以外の「社会的ひきこもり」（6

か月以上自宅にひきこもり、就学・就

労などの社会参加をしない状態が続

いており、精神障害が第1の原因とは

考えられないもの）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（図参照）。�

　なお、「NPO法人ハートツリー」は、

和歌山県と田辺市からの補助を受け、

若者の居場所作りのために「ひきこも

り者社会参加支援センター」を運営

しています。�

　若者の居場所としての「NPO法人

ハートツリー」は、「ひきこもり相談窓口」

を経由して利用している若者も多い

ので、「NPO法人ハートツリー」との

連絡会を設け相互に意見や情報を

交換しています。�

�

�

�

�

�

　例えば、「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(年

2回)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。�

　この見極めの判断以降に、さらに

本人や家族と相談を進めていく中で

より専門的なアドバイスを必要とする

問題があれば、委員である医師や監

督機関である県保健所の精神保健

福祉士と対応方法を協議することが

あります。�

�

――相談者の個人情報は、関係機

関の間で、どのように引き継いでい

ますか。�

�

�

�

　「ひきこもり相談窓口」では、当然の

ことですが、相談を受けた内容（個

人情報）を本人の了解なしに民間の

NPO法人に紹介することはありません。

例えば、居場所としての「NPO法人

ハートツリー」を本人が利用してみた

いという場合、「NPO法人ハートツリー」
ひきこもり検討委員会�



のスタッフに来ていただき、引き合わ

せるなどの場合もありますが、そんな

場合も個人情報は本人から取得し

ていただきます。�

　ただし、個々のケース検討が必要

な場合で、本人も連携して検討して

欲しいと希望すれば、本人の了解を

得て個人情報を伝えることはあります。�

――地域行政局や一般市民などに

対しては、どのようなことを行ってい

ますか。�

�

�

�

�

　現在、田辺市の4行政局(平成17

年に旧田辺市と合併した旧4か町村

の行政支部)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」

について理解してもらうよう講演して

います。「ひきこもり検討委員会」の委

員がそれぞれの専門分野を担当し

講師を務めています。�

　市町村合併の初年度には、4つの

行政局で講座を開催し相談窓口の

活動を周知したつもりでしたが、不十

分であったということもあり、この講座

でさらに周知を図っています。�

　市民全体に対しては、ひきこもり支

援を理解してもらうために、ひきこもり

支援にかかわっている講師を招いて、

講演会(年1回)を開催しています。�

�

――自主運営の「自助会」とは、どの

ような連携をしていますか。�

�

�

�

�

　若者たちの自主運営による青年自

助会「知音CHI-IN」（週1回）があり、

話し合いなどの集まりが行われてい

ます。相談窓口のスタッフはイベント

開催の際には自助会と共に毎回参

加し、「知音」の会合にも必要に応じ

て参加します。このほかに、「ひきこも

り相談窓口」は、青年自助会育成の

ための会合（月2回）を開催しています。�

　また、自主的に運営している家族

会「ほっこり会」（「ほっこり」は「ゆっくり」

や「まったり」の意で、家族が命名）と

も連携を図っています。「ほっこり会」

（月1回）には平均7家族程度が参加

していますが、相談窓口スタッフも参

加しご意見を伺い支援しています。�

�
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ひきこもり支援を理解しても
らうための「行政局講座」、一般
市民に対する「講演会」を開催�

若者の自主運営の「知音」に「ひ
きこもり相談窓口」のスタッフ
が参加�

（注）白枠外の色付枠は民間実施、自助会（知音CHI-IN）は相談窓口がサポート�

【田辺市相談窓口によるひきこもり支援の流れ】�

【田辺市ひきこもり支援ネットワーク】�

◆ひきこもりの若者支援　ケース2

・平成13 年3 月27 日開設�
・電話・FAX ・メール・来所による相談�
・ひきこもり背景の見極め（①②③）�

・平成13 年1月から�
・官民を越えたひきこもり支援対策の構築�
・相談窓口への話題提供�
・事業報告・計画への意見�
・視察・講演会等への協力�
・対応が困難な事例の相談�
・対応する資源がないニーズへの検討�
・会員の親睦（学習会・交流）�

①統合失調症や薬物療法が必要と思われる�
　　　　　　　　　感情障害（うつ病や躁うつ病）�
②中等度以上の精神発達遅滞（知的障害）�
�

③①、②以外の背景によるひきこもり�

本人支援�

継続相談�

家庭訪問�
・自助会（月2 回） （平成16 年1 月から）�
・女性の会（月1 回） （平成16 年8 月から、現在休会）�
・30 代の会（月1 回） （平成17 年2 月から、現在休会）�

「ひきこもり」者社会参加支援センター�
（ハートツリーハウス 居場所）�
　平成14 年5 月開所�
平成18 年10 月NPO 法人認可�
　名称 ハートツリーに変更�

自助会（知音CHI‐IN ）�
平成17 年4 月開始（週1回）�

紀南障害者就業・生活支援センター�
就労継続・就労移行支援事業所 すまいる�
　（社会福祉法人やおき福祉会）�
ＮＰＯ 法人 絆�
・就業にむけた訓練�
�

ひきこもり�
検討委員会�
（年２回）�公的機関� 民間機関�

ほっこり会（家族会）�
知音ＣＨＩ－Ｉ Ｎ（自助会）�
学識経験者�
ＮＰＯ 法人 絆�ひきこもり�

検討小委員会�
（月１ 回）�

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�
名称 （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�

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�
�

ひきこもり相談窓口� ひきこもり検討委員会�

適切な関係機関の紹介�
� （軽度の発達障害、パーソナリティの問題、社会不安障害、対人恐怖�

 醜形恐怖等、あるいは、ひきこもりの背景要因がよくわからないもの）�
�

家族支援�
�

継続相談�
�

家族会（ほっこり会）（月1 回）�
　平成14 年6 月から市で�
　平成16 年4 月から自主運営�
�

（
窓
口
サ
ポ
ー
ト
）�



――若者の就労・職場体験の場は

どのように提供されていますか。�

　ひきこもっていた若者が居場所と

しての「NPO法人ハートツリー」など

に出られるようになると、次のステップ

として、いくつかの小さい体験を積み

重ねながら、社会参加へと進みます。

ひきこもり支援には決まったものはな

いので、障害者の施策を参考にして

就労・職場体験が行われています。�

�

�

�

�

　昨年度は、「NPO法人ハートツリー」

と「NPO法人絆」がそれぞれ、青年自

助会や居場所の若者を対象に、「ほ

んまもん体験」（県観光交流課助成

の公募企画）を提供しました。県から

の参加費の補助もあり、若者は体験

イベントに格安の参加費で参加でき

ました。�

　今年度は「NPO法人ハートツリー」

が、WAM（独立行政法人福祉医療

機構）の「長寿・子育て・障害者基金」

助成事業により「ひきこもり青年の自立・

就労支援事業」を進めていて、NPO

法人や社会福祉法人など協力事業

所において、就労・職場体験が行わ

れています。�

　青年自助会は、NPO法人提供の

職場体験に適宜、参加しています。�

�

――「ひきこもり相談窓口」では、若

者に対する相談支援をどの段階ま

で続けていくのですか。�

�

�

�

�

�

　「ひきこもり相談窓口」に来たひきこ

もりの青少年がその後、若者サポー

トステーションや民間機関のNPO法

人などの支援機関に移り、そこで就労・

職場体験などの活動を経て、さらに

最終の企業で就労するようになれば、

その間は、それぞれの機関が主体と

なって若者を支援することになります。�

　しかし、相談窓口では、この全て

の期間を通じて、本人に自信ができ

るまで、あるいは社会参加できるまで、

並行して相談に応じています。�

　就労して仕事は順調にいっていても、

仕事以外で友達ができにくいなど、

社会性の広がりを持ちにくい場合が

多く見られます。�

　そういった場合には、相談窓口で

は仕事終了後の時間帯に月1回程度、

相談に来ていただき支援しています（次

第に相談の頻度が減り間隔も長くな

りますが）。�

�

――新たな連携など、今後の方向性

についてお聞かせください。�

　今年8月、田辺市に、国の委託を

受け「NPO法人ハートツリー」が運

営する「南紀若者サポートステーション」

が開所し、これから新たな連携が加

わることになります。�

　このサポートステーションでは就労

や進学に向けての相談や支援が受

けられ、若者は利用しやすいようです。�

　なお、今年6月に和歌山市にも「若

者サポートステーションわかやま」が

開所しています。�

�

�

�

�

　以前は、ひきこもり者は家から出ら

れないというイメージがありました。最

近は、一歩も出られないのではなく、

むしろコンビニなどに欲しい物を買い

に1人で出かけられるが、社会参加

はできないという人が多いように見受

けられます。そのため家族は、ひきこ

もりの相談より、「若者サポートステー

ション」での支援活動、就労や社会参

加の方法を教えてほしいというケー

スが多くなっています。�

　なお、「ひきこもり相談窓口」の対象

者は義務教育終了後から40歳まで

を想定していますが、最初の相談は

対象者を絞らずにどなたでも相談を

受けています。継続的な相談が長期

にわたって必要なことから、これから

は40歳代の相談にも対応することが

必要となるでしょう。�
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今年度は「NPO法人ハートツ
リー」が職場体験を提供�

最近のひきこもりは、コンビニ
などの買い物には出かけられる�

「NPO法人ハートツリー」スタッフの皆さん�
（同法人施設正面にて）�

青年自助会の若者が参加した�
「ほんまもん体験」での農作業�

�

相談に来た若者が次の支援機
関や就労・就学に至っても、本
人に自信ができ社会参加でき
るまで支援を継続�
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どのようにしたら、相談窓口に
来てもらえるようになるか�

出口部分の課題は、「企業に若
者を理解してもらうこと」�

●田辺市の基礎データ�
○人口 �
　・田辺市：82,499人�
　・15歳～34歳：16,965人�
○若年無業者数（15歳～34歳） �
　329人（※）�
（※）若年無業者は、非労働力人口のうち、家事も通学も
していない者として集計。�
　　　　　　　　　　 （出典：平成17年度国勢調査）�

�
●「ひきこもり相談窓口」の相談実績�
（平成19年度）�
○相談延べ件数：643件�
○進路決定者：7人�
　・就労：3人�
　・進学：1人�
　・その他：3人�
（出典：「田辺市のひきこもり支援(窓口開設7年目の報告）」）�

（本文に掲載の写真及び図表は田辺市保健福祉部健康増進課提供）�

◆ひきこもりの若者支援　ケース2

◆田辺市保健福祉部健康増進課�
　「ひきこもり相談窓口」�
http://www.city.tanabe.lg.jp/kenkou/
hikikomori/index.html�

◆NPO法人ハートツリー�
http://www.aikis.or.jp/̃heart-h/�
http://jiritsu109.littlestar.jp/�

問合せ先�
�

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊�

効果的に機能する検討委員会
の構成が今後の課題�

――今後、連携を進めていく上での

課題などがありましたら、お聞かせく

ださい。�

�

�

�

　まず、「ひきこもり検討委員会」が

効果的に機能するのに適した委員

構成が課題になると思います。�

　合併で市は大きくなり地域行政局

も増え、またサポートステーションや民

間支援機関なども充実されてきたため、

委員数が多くなり過ぎると機動性に

欠ける、委員一人ひとりの意識が薄

れる、などの難点があります。�

　動きやすく効果的に活動できる委

員構成が今後の課題だと思います。�

　次に、相談を受入れる入口部分の

連携の課題があります。�

�

�

�

�

　「ひきこもり」の情報を得ても、「ひき

こもり相談窓口」から本人や家族に

直接連絡したり、家庭訪問すること

はできません。相談窓口に本人や家

族が相談に来てもらえるように、知人

など第三者を介して相談に来るよう

促すことも稀にありますので、より多く

の方に周知し、窓口に来やすい環境

をどう作るかが課題にあげられると

思います。�

�

�

�

�

　また、若者が就労し社会に出てい

く出口部分では、若者は人とのコミュ

ニケーションが不得意な人が多く、気

持ちは必死でも上手に表現できない

ため、受入れる企業側にもひきこもり

に対する理解を深めてもらう必要が

あり、就労支援には企業との連携も

課題になると思います。�

　　　　　　　　　－平成20年9月取材－�


