
 第11節 非行等幅広い分野におけるアウトリーチ（訪問支援）の手法 

１ 不適応問題解決の切り札としてのアウトリーチ  

平成21年7月1日，「子ども・若者育成支援推進法」が成立した。社会的生活を円滑に営む上で困

難を有する子ども・若者の支援のためのネットワーク整備や教育，福祉，雇用等各関連分野におけ

る施策の総合的推進を図るもので，ニート，ひきこもり等困難を抱える若者に対する支援の根拠法

令としても重要な位置づけを持つ。 

とりわけ，当該分野においては，より積極的な支援手段として「アウトリーチ（訪問支援）」の

実施が明記された意味合いは大きく，今後は地方自治体に設置される法定協議会の下で，社会的に

孤立する子ども・若者にも支援の手が差し伸べられることとなる。 

 



２ アウトリーチは孤立する若者の最後のセーフティネット  

ニート，ひきこもり等の若者に対する公的支援は，年々拡充されてきた。臨床心理士，キャリア・

コンサルタント，精神科医等，専門家の関与による支援レベルの向上など一定の成果は上がってい

るものの，結果として社会問題が改善されたとは言い難い。 

この窮状の背景の一つとして，相談者の自発的な行動を前提とした「施設型」支援の限界が挙げ

られる。そもそも対人関係に不安等を抱えている若者にとって自ら施設に足を運ぶことは容易では

ない。また，貧困，家庭崩壊，虐待など複合的に問題を抱える若者の支援においては，環境への直

接的な働きかけが難しい「施設型」支援には限界がある。 

こういった背景から公的支援の補完的な機能を担うアウトリーチの必要性は従前より指摘され

てきた。しかしながらその支援手法としての困難性から多くの公的機関で敬遠されたため，民間非

営利組織が先行する形で取組が進められる現状にある。その結果，公的支援としてのノウハウの蓄

積・体系化は遅れ，地域によっては何ら専門的な指導・研修を受けることなく訪問活動が実施され

たり，効果性の検証もないまま一部の民間組織に依存した施策を展開する自治体も存在する。 

こういった現状を踏まえ，ユースアドバイザー（以下「援助者」という。）がアウトリーチに携

わるためには，公的支援としての専門的水準を満たした新たなノウハウの獲得が求められ，その活

動に期待されるのは，さまざまな困難を抱え社会的に孤立する子ども・若者に対して安全かつ確実

にアプローチする，いわば「最後のセーフティネット」としての責任ある役割である。 

本稿では，9割以上の改善率を収めている過去3,600件を超える家庭教師方式によるアウトリーチ，

そしてさが若者サポートステーションを拠点に実施された「訪問支援モデルプログラム事業」，「い

つでもどこでもサポートモデル事業」における約1,900回（平成22年１月末日現在）のアウトリー

チ等，実践と調査・研究を通じて得られたノウハウを基にその在り方を考えたい。 

 



３ 「施設型」支援とは異なるアウトリーチの特殊性  

（１）アウトリーチはその目的で４つの類型に大別される 

子ども・若者育成支援推進法が支援対象とする子ども・若者（以下，「若者」という。）の年齢

層は0歳～40歳までと幅広く，その状態も不登校，非行からニートに至るまで多様である。他方，

援助者の素養や所属する組織体制も異なるため，一括した概念では論点が絞りにくい。そこで，ま

ずは平成19年度「若年者向けキャリア・コンサルティング研究会・作業部会」で分類されたアウト

リーチの4類型に沿って各形態の概要をまとめてみたい。 

 

ア 若者自立支援機関に誘導するための家庭へのアプローチ「機関誘導型」 

家庭での訪問活動のうち，支援機関への誘導を目的とする短期の訪問支援を指す。フリースクー

ルや宿泊型自立支援施設，保健所等公的支援機関，地域若者サポートステーションなどで取り組ま

れている。援助者の役割が明確であるため，対応の方針や支援計画が比較的立てやすい。 

イ 直接的自立支援を行うための家庭へのアプローチ「関与継続型」 

家庭での訪問活動のうち，直接的な支援を目的として実施する比較的長期の訪問支援を指す。学

齢期の不登校を対象とした家庭教師方式の活動から専門家による訪問カウンセリングに至るまで多

様だが，第三者が継続的に家庭内へ入ることによる環境への影響力は四つの類型の中で最も大きい。 

ウ 支援対象者を発掘し，接触するための関係機関へのアプローチ「機関連携型」 

教育機関，矯正保護機関，保健福祉機関等，若者が結びついている機関へのアウトリーチを指す。

各機関が連携することによって進路未決定者や他機関の支援が必要な若者などを対象機関に円滑に

誘導することができる。各機関とのケース共有によって連携がとりやすい。 

エ 支援対象者を発掘し，接触するための若者の集まる居場所へのアプローチ「直接接触型」 

家庭での支援が難しい若者に対する居場所へのアウトリーチ。公園や繁華街，ゲームセンターや

ネットカフェ，パチンコ店などの遊技場，暴走行為の集会といった若者の集まる場所に出向き，直

接接触を図る。保護者からの情報が得られにくい若年ホームレスや非行傾向の若者へのアプローチ

も可能となる。 

 

（２）相談室対応とは異なる現場の特殊性を理解する 

本稿では，以上の類型のうち，比較的難易度が高い「機関誘導型」，「関与継続型」のアウトリー

チを中心に話を進め，とりわけ公的支援機関では，ノウハウの蓄積が不十分と思われる「関与継続

型」に力点を置きたい。次に支援の方向性を探る際の前提となる事柄について相談室対応との違い

に着眼しまとめてみよう。 

 

ア 対象となる若者は困難事例が多い 

アウトリーチは「家庭」や「居場所」といったプライベート領域への介入を伴うため，相談室な

どの限定的な枠組で行われる支援に比べ，当事者の負担感や抵抗感は非常に強い。従って，依頼が



寄せられる際は，そのマイナス面を凌ぐ相応の問題が生じた段階にある場合が多く，相対的に困難

事例の割合が高くなる。 

このような「最終手段」としての利用の場合，ほとんどの支援対象者は既に複数の支援者の関与

や専門機関による支援経験を有している。多様な関わりを経て，なお改善されなかった若者に対し

て，援助者が相談室対応の延長といった感覚でアウトリーチに臨むとすれば，支援への誘導はおろ

か，インテークの段階で決定的な失敗を招く危険性もある。 

 

イ 若者の相談意欲がない状態が前提 

不登校やひきこもり，非行等による社会的孤立の長期化は，2次的な困難を生み易い。もとより

不適応は対人関係上の問題を一因とする場合が多いが，孤立による限られた人間関係は，社会性の

発達を遅れさせ，対人関係上の苦手意識を強めてしまう。 

その状況に至るまでの経緯や環境によっては，対人恐怖，強迫神経症，不安障害，うつ病などの

精神症状を発症している場合も少なくなく，複数の支援者の関与を経験している若者であれば，失

敗から無力感や絶望感を抱いたり，過去の支援者とのトラブル等から「支援」そのものに不信や疑

心を持つ者も稀ではない。 

このような諸要因からアウトリーチの現場では，若者の相談意欲がない状態での対応が求められ，

彼らの閉ざした心を開き，相談意欲を高めるための高いカウンセリングスキルが求められる。 

 

 ウ 事前情報と生活場面で得る情報には差異がある 

当事者が現状に対して適切な認識を持たず，表現能力に乏しい場合，相談室での見立ての精度を

保つことは容易でない。特に対人関係や生育環境の理解という点では，必ずしも当事者が客観的に

状況を把握しているとは限らず，保護者面談で得られる情報だけでは，援助者が見立てを誤り，適

切な対応ができない場合もある。 

以下に実際に筆者が訪問現場で関わった事例を簡潔に示す。 

 

【事前情報】問題行動を繰り返しADHDの疑いで通院を勧められた男児 

  【実  情】両親の離婚問題と母親のネグレクトが要因 

【事前情報】対人関係のトラブル（主にいじめ）と性格的な問題とされた非行傾向の少女 

  【実  情】ドメスティック・バイオレンス，父親からの性的虐待が影響 

【事前情報】親からは怠け，医師からは社会不安障害と診断された若者 

  【実  情】母親の精神疾患と発達障害 

 

いずれも訪問前の保護者や関係者面談の情報のみで見立てを行えば，事態の悪化が懸念された事

例である。実際，複数の支援機関の関与を経ても長期化している事例を分析すると，このような見

立ての誤りが少なからず存在する。 



こういった観点からもアウトリーチによる生活場面の共有は大きな意味を持つ。相談室対応では

把握できなかった問題に関しても直接アプローチする事が可能で，生活場面から得られるさまざま

な情報を基に精度の高い見立てを行い，その時々の状態に応じたきめ細かい支援が実行可能となる。 

  

 エ 訪問現場では「関係性」の多角的分析が必要 

相談室対応における一対一の面談形式と異なり，訪問現場における相談活動は流動性が高く適切

な枠組の設定が難しい。援助者が若者との個別面談を望んだとしても突然，友人や家族が割り込ん

できたり，若者と共依存の関係にある保護者の場合，援助者が若者から信頼を寄せられ始めると途

端に非協力的な姿勢に切り替わることもある。また，ウで述べたように関与継続型の現場では，家

庭内の問題に触れる可能性も高い。援助者の対応次第では，対立構図に巻き込まれ，若者との接触

はおろか，保護者との関係も崩れ訪問自体を拒絶される危険性もある。 

 



４ アウトリーチはその後の支援過程と一体のもの  

このように自立困難層を対象にしたアウトリーチにおいては，援助者が現場の特殊性に即したノ

ウハウを修得していない場合，本来の目的を達成するどころか，双方にとって極めて高いリスクを

負った活動となり得る。また，複合的な問題を抱える若者への対応を前提にした場合，一個人，一

団体でできることには限界があり，リスクマネジメントの観点からも「アウトリーチはその後の支

援過程と一体のもの」といった考えに立つことが重要と筆者は考える。そこで，次に援助者が活動

に携わる際の実施体制について考察したい。 

 

（１）若者の状態と支援介入困難度に応じたチーム対応が原則 

訪問の形態は，一般的に援助者2名１組でのペアでの対応が推奨されている。主に危機管理の点

で強調される場合が多いが，現場の複雑な関係性を考慮した場合には，役割分担が効果的であるこ

とからも，導入段階では「原則」として推奨したい。また，幅広い対象者を想定した場合，訪問す

るペアの組み合わせや若者とのマッチングも重要で，少なくとも図５－８に示すように若者の状態

と支援介入困難度に応じた援助者の選定が必要になる。一般的には，保護者対応や危機管理ができ

る熟練者と若者との関係づくりに有利な若手援助者とのペアが有効と考えられる。 

但し，複数人での訪問が逆にリスクを高めてしまう場合も想定されなければならない。対人不安

や強迫観念等が強い若者など，止むを得ない理由がある場合に限るが，①本人の状態および現場の

アセスメントが進んでいること，②本人が受入可能な訪問の枠組（例えば訪問理由や条件など）が

整っていること，③援助者が危機管理を行える熟練レベルの援助者であることを必須条件とし，単

独での訪問を検討する余地は残したい。 

 

 

 

 

 

 

  



 

図５－８ 介入困難度と対象者の状態で分類するアウトリーチ 

 

 

【横軸】支援（介入）困難度【横軸】支援（介入）困難度

中度

精神疾患
逸脱行動

中度中度

精神疾患
逸脱行動

軽度

不安・混乱

軽度軽度

不安・混乱

重度

自殺・犯罪

重度重度

自殺・犯罪

所属あり

学齢期・就学期

所属あり

学齢期・就学期

所属あり所属あり

学齢期・就学期

不安定な所属

中退後、卒業後

不安定な所属

中退後、卒業後

不安定な所属不安定な所属

中退後、卒業後

熟練レベル熟練レベル熟練レベル

標準レベル標準レベル標準レベル

所属なし

社会的孤立

所属なし所属なし

社会的孤立

導入レベル導入レベル導入レベル

【縦
軸
】不
適
応
状
態
の
深
刻
さ

【縦
軸
】不
適
応
状
態
の
深
刻
さ

【一般的な家庭】 【虐待、ＤＶ等の家庭】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）援助者の活動を支える体制を確認する 

アウトリーチは援助者にとって最も負担が重い支援手法の一つである。実際，相談室対応に比べ

バーンアウトのリスクも高く，援助者の活動を支えるためのバックアップ体制は極めて重要になる。 

まず，スーパーバイズや援助者の訪問の失敗をフォローできる「熟練レベルの援助者」が所属し

ていることは必須だ。アウトリーチが最後のセーフティネットであることを考えると，万が一の事

態を想定したリスクマネジメントは重要で，「指示に従わなかったから悪い」「約束を守らなかっ

たから悪い」といった失敗の責任を当事者に帰すような無責任な対応は許されない。 

次に，社会参加までの一連の流れを考えれば，教育，医療，福祉分野の専門職の関与によるチー

ム対応は必須と言える。長期化・深刻化した状態にある若者への支援に関しては，心理面だけでな

く，対人面，学力面，職業面，環境面等々，多面的にアプローチする必要があり，多角的な視点を

欠くと改善できずにさらなる悪循環に陥るケースもある。 

また，組織内に「多様性」が確保されていることも重要だ。たとえ複数の臨床心理士が所属して

いたとしても皆が同じ精神分析を専門とするならば対応に偏りが生まれる可能性がある。また，価

値観，慣習，文化等，急速に変化を遂げる現代社会では，世代の違いが相談活動の障壁にもなり得

るので，各世代の援助者を確保したいところだ。 

 

（３）支援ネットワークを構成することで不備を補う 

援助者が所属する組織にこれらの体制が整っていない場合は，外部機関との連携も含め，活動を



支える仕組みづくりに着手する必要がある。ネットワークの重要性については，他章で述べられた

ところなので，訪問現場における個人情報の運用に論点を絞りたい。 

行政からの委託事業などでは関係機関への円滑なリファーを行うために当事者から個人情報の

提供については書面による同意を取ることが推奨されている。しかしながら現場では，困難事例で

あればあるほど，その書面がとりにくい現実がある。 

例えば，問題行動で教員や警察との対立を経験している若者の場合，公的機関に強い警戒心や不

信を抱いていることもある。また，ひきこもるなどして被害念慮や強迫神経症など精神症状を有す

る場合には，ただでさえ第三者に握られたくない情報が複数の関係機関で共有されることに同意で

きる当事者は稀だ。 

こういった現場の状況を踏まえると，書面にこだわり若者から支援を拒絶されるよりも，運用面

での工夫を重ねることで対処する方が望ましいと筆者は考える。端的に言えば，「必要性の低い情

報は共有しない」ということである。例えば，連携機関に受入の可否の伺いを立てる段階で，状態

や状況といった基本情報ならまだしも，氏名や詳しい住所，連絡先等の個人を特定できる情報の提

供は必要性が低い。そこで，受入が可能と判断された段階で初めて運用を検討する。困難事例に対

する比較的安全な対応は，若者が同席している間に連絡・仲介・引継ぎを行ったり，当該機関へ随

行しその場で引継ぎを行うなどの踏み込んだ対応である。 

 



５ 若者と出会うまでの準備が成否の鍵を握る  

従来型の訪問支援は「ドアを開けてから」の過程がノウハウとして語られることが多いが，前述

のような現場の特殊性を考慮すると，事前準備に係る作業がアウトリーチの成否の鍵を握るといっ

ても過言ではない。 

この段階で，いかに本人との関係性を築き，受入れ可能な面談の枠組を作れるのか，援助者とし

てのスキルが問われる過程の一つだ。ここでは，情報収集から初回訪問の設定までの留意点をまと

めたい。 

 

（１）若者との関係性の構築を前提としたインテーク 

アウトリーチの実施に当たっては，基本的に保護者等家族との面談がスタートラインとなる。少

なくとも以下の項目については押さえておきたい。 

【インテークの主な項目】 

ア 一般的な相談情報（現状や経緯，主訴，家族関係等） 

詳細な情報が手に入るのであればそれに越したことはない。しかしながら若者同様に保護者も思

い悩み，疲弊している可能性も十分考えられるため，保護者自身の話の流れの中でうまく聴き出す

よう心掛け，あくまでこちらからの問いは必要最小限のものにとどめたい。また，保護者の言動の

特徴や心理的な状態を把握する必要がある場合は，面談を数回に分け，その時々の変化を踏まえ判

断する方が望ましい。 

イ 支援経験やその後の経過 

複数の支援を経験している場合は，過去の援助者がどういった対応，働きかけを行い，その結果，

本人はどういう反応を示したか，言動や状態の変化などを具体的に把握することが重要になる。過

去に関わり方の好例があるのであれば見習い，失敗があるのであれば，同じ轍（てつ）を踏まない

よう対応の際の教訓にする。 

ウ 訪問に対する同意の有無 

インテークの段階で既に保護者が若者から同意を取っているという場合は，その際の具体的なや

りとりを押さえておきたい。例えば，会話が成立しない状況にある家庭において，「嫌だったら嫌

とはっきり言いなさい」といった確認の取り方では，若者が無視していることを保護者が同意した

とみなす場合がある。通常ではあり得ないことではあるが，一刻も早く訪問してもらいたいと願う

保護者の焦りは曲解を生むこともある。  

エ 好き嫌い，得意不得意，興味関心（具体的に） 

若者の価値観にチャンネルを合わせることは，導入の糸口を探る際に必須の過程である。複数の

心理・医療系の専門家のカウンセリングを受けている若者の場合，「どうせあんたも○○って言う

んだろう」と言葉かけや対応の仕方を若者が先読みすることがある。過去の経験から「専門家」の

関わりに不信や諦めを抱く若者に対しては特に，まずは本人の興味・関心から導入を図り，彼らの



価値観にリンクすることが突破口になり易い。 

オ 回避事項（やってはいけないこと，避けるべきこと等） 

若者との関係性が構築されるまでは，何気ない一言が決定的な失敗につながることもある。そこ

で，保護者との間に揉め事がある若者の場合は，そのきっかけとなるキーワードや話題，イジメ経

験など過去にトラウマを抱えている場合は，その内容などについて援助者が把握しておけば，より

円滑に相談活動へと移行することができる。 

カ 生活リズム（起床・就寝時間，習慣，行動等） 

誰しも気分には浮き沈みの「波」がある。初期訪問の成功率を上げるためにはこういった「波」

を読んだ配慮も必要だ。具体例を挙げれば，「昼夜逆転している若者の家庭に午前中に訪問しない」

「本人が楽しみにしている時間帯（定期的に見ているテレビの時間など）は避ける」ということで

ある。援助者の都合を優先してしまい，本人の気分を害してしまっては無意味に導入のハードルを

上げてしまうので注意したい。 

 

（２）若者にとって受入れ易い枠組を設定する 

このように本人との関係性の構築を想定したインテークで得られた情報を基に初回訪問までの

流れを作る。重要なのは，若者にとって受入可能な訪問の枠組を設定することで，保護者等を介し

た間接的な情報のやり取りを通じて，最終的に「一度だったら会ってもよい」程度の同意を得るこ

とを目標としたい。 

 

ア 「活きる」情報の提供で抵抗感を和らげる 

学校に所属する若者や生活保護家庭に対する義務的強制力を背景にした家庭訪問と違い，本稿が

想定する困難事例に対しては，単純に援助者が所属する組織や訪問の目的を告げても拒絶される可

能性が高い。それゆえ，若者の警戒心や抵抗感を和らげるための事前の働きかけが重要となるが，

原則は「具体的なイメージ」を提供することだ。 

対人不安が強い若者の場合であれば，援助者はどういった人物なのか，若者が安心感や親近感を

抱けるようなエピソードに沿って情報提供するのが有効だ。複数の支援を経験した若者であれば，

これまでの援助者と何が違うのかについて明確にすることも効果的と言える。この際の留意点は，

単なる自己アピールにならないことだ。あくまでも援助者を受け入れるか否かの判断は，若者の感

覚，主観であることを踏まえ，若者にとって受入れ易い存在として導入を図ることが望ましい。 

他方，訪問の際の状況を具体的にイメージさせることも抵抗感を和らげる手段となる。援助者が

どういった目的で訪れ，どんな話題・情報を提供し，その際親は同席するのかしないのか，本人は

どういった受け答えをすれば良いのかなど，必要に応じて状況を具体化することで不安を軽減する

ことができる。その際は，①情報を数回に分け伝え，②反応を見ながら，③徐々に発展させていく

ことがコツだ。 

但し，情報を伝え方や伝える人物次第では逆効果につながることがある。特に考慮したいのは，



親子関係の状態で，口論や家庭内暴力が頻発するなど対立構図にある場合，保護者を通じて若者に

働きかけても「敵の回し者」として認識され状況が悪化することがある。 

こういった状況が想定される場合は，関係性が良好な他の家族や過去の援助者などの第3者を経

由した若者への働きかけや，手紙やE－mail，インターネットを使った援助者による直接的な関わり

も検討すると良い。 

 

イ 間接的な関わりを通じてアセスメントを強化する 

このように訪問開始前に若者に対する間接的な働きかけを行うことは，アセスメントを強化する

という点で副次的な意味合いを持つ。 

保護者は，あくまでも「親」であり，「専門家」ではない。言うまでもなく，保護者が見立てた

本人情報が必ずしも若者の実像を反映しているとは限らず，仮に保護者自身も何かしらの困難を抱

えているようなケースに至っては，その情報にも偏りなどの影響が出てしまうこともある。他方，

保護者の協力という観点からは，たとえ援助者との間に固い約束事が交わされていても，いざ若者

と向き合うと不安や焦り等が勝り，真逆の行為に出てしまう保護者も少なくない。 

そこで，訪問開始前に複数回の面談を行い，その間の時間的・状況的変化の中で，情報を吟味す

ることは，アセスメントを強化する上でも重要な過程と考えられ，また，「どういったやりとりが

どこまで通じるのか」，援助者が保護者に期待できる協力の度合いをより現実的に把握することは，

支援計画を策定する上でも有益だ。 

 

ウ 支援計画は支援終了までの流れを見据えつつ策定する 

このような過程で得られた様々な情報を基に，訪問目的，訪問形態，時間，頻度・関与期間等の

大枠の支援計画を策定する。 

その際は，①支援終了までの過程全般を見据えた系統的な内容にすること，②現場の流動性を考

慮し臨機応変な対応が可能となるよう複線的計画と合わせてイメージすること，③限られたチャン

スの中で効果的に関わりが持てるよう若者の興味・関心に沿った援助ツール（話題や情報，資料，

道具等）を複数の準備することを心掛けたい。 

以上のような前提となる考え方及び事前準備の過程を踏まえ，実際の訪問ではどのような留意点

が必要なのか，ここからは図５－９に示すように関係性の変容に着眼した関与継続型のモデルを用

い，各段階における援助者の在り方について論じていきたい。 



 

図５－９ 支援過程における段階的移行 

 

 



６ 「ワン・ダウンポジション」から始める「導入期」  

自発的に相談に訪れる若者との「イーブン（対等）」の関係に比べると，相談意欲が極めて低い

訪問現場の若者との関係性は，むしろ援助者の「ワン・ダウンポジション（一段下がった立場）」

で始まる。事前準備の段階での働きかけの結果にもよるが，この段階においては，多くの場合，援

助者は若者にとって「招かれざる客」であり，信頼できる対象とは程遠い存在にある。まずは，若

者が抱える不安や警戒心を解くことから始め，少なくとも援助者は「敵ではない」といった認識を

得ることを目標としたい。 

 

（１）積極的傾聴と「空気」を読んだ対応 

「傾聴」はカウンセリングの基礎で，当事者の話に熱心に耳を傾けることの重要性は訪問現場で

の対応においても変わりない。だが，それ以上に場の「空気」を読んだ臨機応変な対応が求められ

るのも現場の特徴だ。 

初回訪問の際の面談は，若者と保護者，援助者側の3者による設定が一般的だ。多くの場合，保

護者は本人の代わりに現状や経緯，悩み等について話そうとするが，これを援助者が傾聴に徹して

しまうと，思わぬ結果につながることがある。 

相談室のように自発的に相談に訪れ，若者自身が必要性を感じているのならまだしも，信頼でき

るかどうか分からない初対面の人間に過去の失敗や悩み，コンプレックスに触れるような話を暴露

されることは苦痛に過ぎず，「援助者の訪問」=「嫌な思いをする時間」として認識されてしまえ

ば，次回以降に会えなくなる可能性も出てくる。そこで，事前に保護者と話題の方向性を取り決め

ておくか，突発的な話題に対しては，内容を見極め援助者側が別の話題にシフトさせることも必要

になってくる。 

他方，本人対応の際も聴きに徹することでマイナスに働くことがある。答えを待たれている間の

静まり返った時間や会話の途切れた微妙な間は，自己表現が苦手であったり，不安，緊張が強い状

態の若者には，気まずさやプレッシャーとして認識されることが多い。そこで，援助者側が積極的

に話題を提供するなどして雰囲気をつくることも大切で，問いかけの際も「Yes or No」で簡単に答

えられるよう質問を変換するといった配慮も必要だ。 

いずれにしても程度問題であることには間違いないが，場の「空気」をしっかりと読むことを意

識したい。勿論，この「空気」とは場当たり的なものではない。インテークで得られたさまざまな

情報，面談の際の設定，その時々の若者の言動，表情や声，目線，仕草などから総合的に判断しな

がら適切に対応する，というもので，ある種の経験則を問われるスキルでもある。 

 

（２）生活空間という「地の利」を活かす 

相談室対応に比べて訪問現場が有利な点は，眼前に「生活空間」が広がっているということであ

る。訪問の際は，若者の関心に沿った「ネタ」を複数準備する必要があるが，十分に準備ができな

い場合でも部屋には，本やゲーム，写真やポスター，ＣＤ，ＤＶＤに雑貨等々，話題には事欠かな



い。 

この際，注意したいのは，心理学や自己啓発系の本の話題で，仮に部屋にそういった類の物があ

る場合は，若者のコンプレックスなどに触れる可能性があるので，状況が把握できるようになるま

では取り上げない方が無難だ。 

他方，これらの対象物からは，言葉にできない本人の価値観や思い，心理状態や感覚といったも

のを知る手掛かりが得られるので，さりげなく観察すると良い。ごく稀に見立てのために心理検査

やコラージュ，箱庭等を持ち込み，活用を図ろうとする援助者がいるが，多くの場合，関係性を崩

す結果につながっている。あくまで自然な流れの中で，地の利を活かすことが肝心だ。 

 

（３）目標は「敵ではない」存在としての謙虚な出会い 

家族間に不和や対立がある場合の導入の際の留意点については，前述の通りであるが，往々にし

て，突発的な出来事は起こる。日頃の親子間の葛藤が強い場合，面談の際に保護者が突然，本人に

怒鳴り出すといった事態も十分にあり得る。その際，援助者が保護者に任せ推移を見守るのか，あ

るいは保護者を制止してでも仲裁するのか，判断力が問われる場面だ。原則的には，まずは場を分

けるなどして本人との個別対応に持ち込みたい。 

他方，本人の問題発言に対する心構えも必要だ。不適応状態の長期化・深刻化は，物事の捉え方

や考え方に偏りを生じさせ，反社会的な発想や言動を生むことがある。初期面談の際は，対人緊張

や不安，混乱等の影響でこういった側面が強化され問題発言につながり易い。これを安易に援助者

が諭すために否定したり，自らの考えを提示することは，時として関係を崩す要因になる。逆に「話

してくれてありがとう」「君の味方だよ」といった言葉で真摯な姿勢を表現すると，イマドキの若

者には「ウザい」「見下してる」といった否定的な感覚として受け取られる場合もある。そこで，

「○○君は△△と思うんだ？」と否定も肯定もしない言葉で受け止めるか，「言うよねぇ～」など

その場を気まずくしない流行り言葉を用いて受け流すなど状況に応じた判断が必要だ。 

この際，援助者側が若者に早く気に入られたいとか，理解してもらおうといった思いが先行して

しまうと無理な条件の枠組を作ってしまったり，保護者対応に不備が生じて支援環境を損なう可能

性もある。こういった観点からも導入期の目標は，「敵ではない存在としての謙虚な出会い」をイ

メージすることから始めたい。 

 

（４）会えなかった時の丁寧な対応がその後の「信頼」を生む 

「本人が同意したにも関わらず，訪問しても会えない」，「何度か会えたがその後部屋から出て

こなくなった」援助者にとって，最も悩ましい事態の一つである。以下に会えなかった場合の基本

的方針とアプローチ手法について例示したい。 

ア「ひきこもる」権利を尊重する 

たとえ承諾を得た訪問であっても，援助者は自室にこもる権利を侵害してはならない。「顔を出

してくれるまで」と言って持久戦に持ち込んだり，「帰るから」と告げておいて実際には待ち伏せ



したり，「出てこなければこちらから」と言って強引に押し入るといった無理強いは，自傷行為や

家庭内暴力，あるいは支援への不信やトラウマを生み，その後の自立の機会まで奪い続けるリスク

がある。 

そこで援助者側は，会えなくても無理せずに撤収することが原則で，まずはアプローチの方法に

再考を加えることが肝心だ。その際は「いつ来るか分からないから不安」といった心理的負担をか

けないように「○日後の△時ぐらいに出直してみるね」と具体的に日時を指定したり，他方，迷惑

をかけたと自分を責めるような生真面目な性格の若者であれば，「また■■の用事で近くに来る時

にでも顔出してみるね」といった配慮を持った語りかけで次の機会に備えたい。 

 

イ 必要以上の保護者対応は行わない 

「せっかくなので」と言って保護者と延々と話し込む援助者もいるが，多くの場合，良い結果に

つながらない。保護者との関係が極めて良好ならばその限りではないが，猜疑心から告げ口されて

いると感じたり，長時間家庭に滞在されることで心理的に追い込まれる若者もいる。そこで，保護

者から求められても可能な限り，電話や別の場所での面談に切り替えるように心掛け，その場で話

す必要があるのであれば，会話は「本人に聞かれていることを前提」に最大限配慮した内容にする。 

 

ウ 発展性を持たせた援助ツールを活用する 

手紙やE-mail，電話等の間接的な働きかけは使い方次第で高い効果を発揮する。複数の支援を経

験した若者には，「会いたい」「話を聞かせて」といった内容の繰り返しは効果が薄く，「このま

まじゃ人生ダメになる」「ここまで時間かけてきたんだよ」といったネガティブな内容の手紙では

若者を不快にさせるだけで破り捨てられるのがオチだ。 

対応の方向性としては，援助者の訪問がポジティブなイメージとなるように工夫を凝らす。例え

ば，援助者側のイメージが十分に伝わっていないようであれば，援助者の人柄や考え方，価値観を

推察できるようなエピソードを盛り込んだ内容にする。もしそうでない場合は，本人が興味・関心

を抱いている内容から話を展開するのが基本的なスタイルだ。 

その際のコツとしては，その日に起きた出来事や話題性のある内容を扱うことで，「自然体」を

意識することだ。それから次回が楽しみになるような発展性のある話題，例えば連続ドラマのよう

にストーリーが進展するものを盛り込むと読んでもらえる可能性が高まる。その他，不安な気持が

和むような絵や写真といった視覚的な工夫を凝らしてみたり，会話を苦手とする若者や場面緘黙な

どが見受けられる若者には交換ノート等を用いた交流がうまくいく場合もある。また，現代的なツー

ルで言えば，インターネットを通じたチャットやオンラインゲーム上でのやりとりから本人と価値

観のチャンネルを合わせ，現実の訪問へと発展させる方法もある。 

 

エ 生活パターンに合わせた訪問内容に変える 

若者の生活パターンに合わせ日時や回数を変えることが功を奏す場合もある。典型例は昼夜逆転



のケースだが，午前中の家庭訪問はそもそも論としておかしい。また，家族間の不和など対立状態

がある場合，家族がいない時間帯であれば，会えるケースもある。 

他方，訪問の内容にも検証が必要だ。若者の心理的な状況によっては単独訪問に切り替えたり，

援助者側の対応に不備があったとすれば，ペアを交代することも必要だ。あとは訪問の理由に工夫

が必要な場合もある。「心の相談」といった若者にとって抵抗のある支援目的を全面に押し出すの

ではなく「情報提供」「家庭教師」等々，本人が受け入れ易い内容や表現に変えることがその工夫

に当たる。もちろん，それが全くの偽りになってはならないし，援助者の限界を踏まえ，実行可能，

継続可能な範囲に止めるよう留意したい。 

 

（５）若者の心理状態に配慮して約束は交わす 

約束を守ることは人間関係を円滑に保つ上での基本である。相談支援の場面でも同様であるが，

特に限られた人間関係の中にある若者との約束には注意したい。いくつもの予定や仕事を抱える援

助者と異なり，ひきこもる若者にとって家族以外との約束は唯一のものかもしれない。それが破ら

れるとなると相対的に落胆の度合いも大きい。導入段階では特に信頼を得る切り口の一つであるた

め，約束した内容や訪問の日時などはメモを取るなどして必ず守るように心掛ける必要がある。 

他方，この段階で若者側に安易に約束をさせることは，避けた方が良い。例えば「ピアノが弾け

る」という話題が出たとしても，「次回聴かせて」と約束を取り付けてしまうと，その後，会えな

くなる場合がある。援助者に認めてもらおうと虚偽の内容を告げてしまったり，弾けたとしても完

璧にこなそうと自らプレッシャーでダウンしてしまう若者もいるためだ。そこで，もしこの段階で

約束を交わすのであれば，「もしタイミングが合ったら」「○○君の都合が良い時に」といった曖

昧な表現や幅ある言葉で，ダメだった時の理由を含ませておくと無理が来ない。 

 



７ 若者から信頼を得て関係性を適正化する「安定期」  

適切な関わりを続けると若者が抱えていた不安や警戒心が和らぎ，ワン・ダウンポジションの関

係性も徐々に軌道修正される。この過程で若者との間に本来の意味での「援助者」としての関係性

を築き，適性化することで，若者が抱える様々な困難にアプローチする。この段階の目標は，生活

場面から得られる詳細な情報を基により精度の高いアセスメントを行い，困難の解消に向けた安全

かつ確実な「第一歩」を支援することだ。 

 

（１）効果的に「関係性」を構築するための話題のつくり方 

関係性を構築していくに当たっては地道な関わりが重要であることは間違いないが，援助者にも

無制限に時間があるわけではない。そこで，参考程度ではるが効果的な関わりについて，いくつか

の視点を提示したい。 

ア 「主役」であることを意識させる：家庭での活動では第三者との関わりが必要になる。長時間

家族と話し込んだり，玄関先でコソコソ話すことは嫉妬心や猜疑心(さいぎしん)をあおり，関係を

こじらせる原因になる。そこで，若者以外への対応は極力少なくし「特別な存在」として優先され

ていることを感じさせるのがコツだ。 

イ「意外性」を活用する：格闘技好きの若者に対して，「俺の兄貴は東大卒のプロボクサー」と言

えば若者は「ウソだろ！」と疑いを持つ。だが，その疑わしい話題が事実であることが証明されれ

ばその意外性の分だけ信頼が生まれ距離感が縮まる。ただし，関心に沿うだけでなく，この種の話

には「オチ」が必要で，笑えたり，ほっと安心できる程度の内容にすることが重要だ。 

ウ「秘密」を共有する：若者が悩みを打ち明けやすい環境を作るためには，援助者側の「秘密」を

共有することが効果を発揮する場合がある。「実は俺△△なんだけど，これ○○には内緒ね。」と

いった話によって若者は自分が信頼されていると感じられる。ただし，内容は深刻なものは避け，

笑い飛ばせる程度にするのがコツだ。 

エ「発展的な話題」を共有する：発展的な話題の共有は関係性の構築に役立つ。基本的に若者の興

味・関心がある話題が前提となるが，連続ドラマの話，ゲーム，アニメ，釣りや音楽など毎回話題

の展開が期待できるものが望ましい。若者が次回の訪問を楽しみになるように話ができれば理想的

だ。 

 

（２）カウンセリングが若者に与える「負」の影響 

カウンセリングの原則は「肯定」と「共感」であり，援助者の受容的な関わりは孤立する若者に

とって他者との結びつきを実感できる唯一の手段となる。こういった性質から問題の改善を伴わな

い状況下で恒常化・長期化すると，時として援助者への依存を生み，間接的ではあるが状態を悪化

させることもある。現場でよく出会う事例は，このマイナス面の影響を受けた「ネガティブコミュ

ニケーション」による孤立の深化だ。 

通常のコミュニケーションには否定もあり，内容によっては流されたり，無視されることもある。



会話が苦手な若者が受容的な関わりを求めようとすると，誰もが一度は耳を傾けてくれるような悩

み相談をするしかない。繰り返すうちにより強い反応を求めてしまい，最終的には「死にたい」「殺

したい」といった極端な内容でしかコミュニケーションができなくなる。こうなるといずれ周囲か

ら敬遠され，ますます孤立が深まる。 

とりわけ思春期から継続して孤立状態にある若者は，それだけでも社会性を養うための経験の機

会を失っているわけで，「否定されることのない」コミュニケーションの影響も大きい。こういっ

た観点からも援助者はメンタル面，環境面での諸問題の改善に並行し，社会適応に向けたトレーニ

ングの場や機会を意識的に提供していく必要がある。 

 

（３）悪循環を断って前に進むための「認知行動療法」 

認知行動療法は，「認知」と「行動」の関連に着眼した心理療法で，行動に影響を与えている考

え方や価値観などの認知的問題の修正によって行動の客観的な改善を図る際に役立つ技法である。

無論，相談室での心理療法のように形式に従った導入は難しいが，訪問の中で起きるさまざまな変

化の中で応用的に用いることで，本来の有効性を発揮する。 

たとえばいじめ被害などからひきこもり状態に陥った若者の場合，「誰とも仲良くなれないかも」

と否定的思考を抱くことがある。その否定的な考えは外部との接触を避けさせる方向に働くため経

験の機会が失われる。これが長期化するうち強められ，「絶対に無理！」といった強い否定的思考

を生み，悪循環をより強固なものとする。 

しかしながら「第三者」である援助者が若者から信頼を得ることができれば流れは変わる。若者

は実際に共有された事実から「絶対に無理！」という頑なな考え方に「絶対ではないかもしれない

…」と修正を加えることができる。 

実際，困難事例に対して高い改善率を収めているNPOを分析すると，学習や遊び，宿泊型の生活

訓練，ジョブトレ等，さまざまな場面で応用的に取り入れられている。 

 

（４）ソーシャルスキルトレーニングは生活場面に組み込む 

ソーシャルスキルトレーニング（以下「SST」という。）とは，対人関係や生活上に必要な技能

を身に付けさせるための訓練法で，認知行動療法の一技法として扱われることもある。近年は学校

現場でも活用される技法だが，堅苦しい活動や面倒なやりとりを嫌う若者を想定した場合，この技

法をいかに日常の活動や生活場面の中に取り入れていくか，といった視点が必要になる。 

こういった観点から言えば「遊び」を通じたSSTの実施は有効な手段の一つである。特に小集団

で行うテレビゲームやスポーツは，若者が構えることなく楽しみながら行える上，ソーシャルスキ

ルに関わる言動の問題も表出しやすいため，絶好のツールと考えられる。 

その際は，①「何をどう改善すべきなのか」援助者側が先に目的意識を持つこと，②助言に頼り

過ぎず，援助者が身近な「モデル」として模範を示すこと，③他の若者との交流を通じて自然な気

づきをコーディネートすること，などに留意しつつ対応すると効果が高い。セミナー形式で礼儀や



社会人としてのマナーまで教え込むといった方針ではすぐに息が詰まってしまう。あくまでもの他

の場や機会で学べることは扱わず，必要最小限に止めるといった方針が適当である。 

 

（５）展開期以降の流れを見通した計画的な働きかけが重要 

長期化・深刻化したケースの若者に対して，ありきたりな説明で支援段階を進めるきっかけを作

ることは難しい。学齢期の暴力事件の後，7年間のひきこもりを経験した成人男性の実例を挙げる

と，就学時には，学級の担任，生徒指導の関わりに始まり，事件後，校長，教頭，養護教諭，臨床

心理士，教育相談員，適応指導教室指導員，フリースクール支援員等が対応に当たった。卒業後に

学校側の関わりが途絶えてからは，家庭内暴力を伴う混乱期を迎え，その後，警察，看護士，内科

医，精神科医，複数の親類，民生委員，果てには宗教家までが関与している。こういった状況にあ

る若者に対して「○○が必要だから△相談所に行こう」といった端的な働きかけを行っても具体的

行動は見込めない。 

こういったケースにもより効果的な提案が行えるよう，援助者は様々な技法を身につけておく必

要がある。例えば，ブリーフセラピーにおける「シーディング」は現場での実践的応用が可能な技

法と言える。この技法は，予め相談の過程のある状況で変化・発展するような「話題のタネ」を共

有し，その状況に至った時にその変化の過程を確認したり，話題を展開させることによって，効果

的な助言・指導につなげるといったものだ。 

身近な例を挙げれば，お笑い芸人が番組の前半で起きたハプニングなどの「キーワード」として

拾い，番組の後半などに類似した出来事や発展した話になった際に再び引用して笑いを取ることが

ある。笑いの「質」を高めるという意味では身近な事例として挙げられる。 

現場での応用例を考えると，若者にとって次の目標や行動のモデルになる可能性がある話があれ

ば，予めその人物の話題を笑い話や別の話のエピソードとして共有し，その後，関係性がより発展

した段階や興味関心が高まってきたタイミングで「実は●●さんは・・・」と話を展開させること

で共感を生み，より効果的に働きかけが行えるというわけだ。 

 

（６）保護者への助言には「積極的な待ちの姿勢」が有効 

我が子のひきこもり歴が5年，10年に突入した保護者に対して，「今はエネルギーを溜める時期」

「信じて待ちましょう」といった根拠に乏しい美談で対応しようとすれば，無力感から絶望を生み，

思わぬ結果を招くこともある。そこで筆者は，対応の視点として「積極的な待ちの姿勢」を提唱し

ている。矛盾に満ちた言葉に思えるが，概して言えば「できることをやりながら待ちましょう」と

いった姿勢を指す。 

 保護者にとって苦しむ我が子を目の前にして何ら手立てもなく「待て」と言われる程，苦痛な

ものはない。そこで，まずはできることを具体的に提示する。内容としては，支援に役立つ若者の

様子や生活場面の情報を提供してもらうことや家庭の中でのストレスを減らすといった方向性が多

いが，ある程度の行動力がある保護者であれば，次の支援段階で必要となる資料の収集など，実行



可能なものを依頼することもある。「お母さんの集めてくれた資料のおかげで」といった言葉かけ

ができる内容であれば，有用感から心理的な安定にもつなげられる。 

他方，保護者には見えにくい支援過程や内容を具体的に説明することも効果的だ。保護者の共感

が得られるような関連深い事例を用いて「今は◎◎の例で言えば，○○を目的に関わる時期で，我々

は××ができるように■■を使って対応します。」といった具体的な説明ができれば，保護者も安

心と希望が持てる。加えて，「この段階では△△が起こるかもしれませんが，きちんと定着できる

ように●●まで様子を見守って下さい」といった現実的に予想される変化への対応を示すことも重

要だ。焦りが強い保護者の場合，一時的な変化に対して一気呵成に働きかけたり，支援を中断して

しまうこともあるので，配慮したいところだ。 

 



８ 若者が抱える困難に多面的にアプローチする「展開期」  

援助者による安定的な関わりによって，若者が抱える悩み等が共有されると，心理的負担は徐々

に軽減される。この段階に来れば，環境調整を含む多面的なアプローチが可能となり，困難解消に

向けての行動もより発展的なものへと移行できるようになる。その際は，適応までの一連の流れを

見据えた上での働きかけが重要となり，個々人の状態に応じた折衷的な援助手法を用いつつ，段階

的に移行を図ることで，より効果的な支援を展開したい。 

 

（１）中間的なトレーニングメニューで必要経験を補う 

社会的な孤立状態が長期間に及ぶ若者，とりわけ学齢期から５年，１０年とひきこもる若者に

とって，カウンセリングのみで自立を達成することは難しい。社会性などの適応能力の発達のため

には，学校や社会生活の中で得られる多様な経験が糧となるため，孤立によって得られなかった経

験を一定程度補う過程が必要となる。 

但し，この過程には，「質」が問われてくる。そもそも孤立状態にあった若者にとって外出の際

の不安や抱えるストレスは一般的な若者に比べて相当に強い。そのため，「人と会わせること」「活

動に参加させること」等，社会参加までの一過程を単純に目的化した働きかけが繰り返された場合，

苦手意識や精神症状が強められたり，関係性の崩れや若者の疲弊からその後の働きかけが難しくな

る。 

そこで，活動に移る際は，「外出先で出会う人々とコミュニケーションが取れるのか」，「遭遇

する出来事に対して適切に認知し対処できるのか」，「外で受けるストレスをうまく解消できるの

か」等，外部環境との適応段階で想定すべき課題へのケアを行うことは必須であり，また，その活

動を通じて若者自身がどういった気づきを得て，どういった行動や意識の変化が表れるのか，さら

にはその変化がどのように次の行動につながっていくのかといった内容の部分についても，事前に

検討する必要がある。   

高い改善率を収める当該分野のＮＰＯの取組を分析してみると，個別対応から小集団活動，集団

活動に至るまでの過程は系統化され，最終的な目標につなげるために一つ一つの行動に意味づけや

目的が設定されている。また，その活動内容も若者の状態によっては，既存の支援メニューに当て

はめるのではなく，個々人の興味・関心，趣味等から中間的なトレーニングメニューを設定し，小

集団活動の際のグルーピングの際も「状態」「性格」「共通点」等を検証しマッチングが行われる

など，効果性を高めるための工夫が重ねられている。 

 

（２）「段階的移行」によって安全かつ確実な前進を生む 

中間的トレーニングメニューの実施に当たっては，本稿の骨子の一つである「段階的な移行」が

重視される。こういった考えを心理療法に求めると行動療法における「シェイピング」が一例とし

て挙げられる。この手法は，目的とする行動を達成するために，スモールステップを設け段階的に

目的の行動に近づけて行く方法である。 



相談機関に通いたいと思っているひきこもりの事例で説明すると，①援助者とメールでやりとり

をする，②援助者と電話で話をする，③援助者と自分の家で会う，④援助者と車で相談機関の外観

を見に行く，⑤援助者と相談機関へ入る，といった具合にスモールステップに分け，徐々に目的の

行動に近づけていく。 

実践に当たってのコツは，「いかにして余分な負担を減らせるか」にある。ある目的を設定した

若者が「同級生や近所の人に見られたくない」といった思いを持っているのであれば，極端な話，

ファーストステップは人通りの少ない夜出かければ良い。それでも不安を持つ若者であれば，使用

する車の後部座席に外からは様子が伺えないように日よけ等の仕掛けをしたり，車の中で流す音楽

を本人の好きな曲やリラックスできる曲にするなどの細かい工夫も凝らしたい。あとは，目的の行

動に移った際にきちんと成功体験を設定することで，「出かけて良かった」と思えるような体験内

容にしたい。 

 

（３）悩みを聴く際の真摯な姿勢が若者の心を開く鍵 

この段階まで関係性が発展すると，若者の悩みや不適応の根本要因にアプローチする機会も増え

る。対人トラブル，異性問題，家族関係，勉強や将来の不安などから，虐待や犯罪被害，自殺企図

に関わる深刻なものまで，多様である。 

留意点としてはまず，悩みの大小に関わらず「適切に受け止めること」である。たとえば性的な

虐待など他言できない深刻な問題を抱えている若者は，援助者が本当の悩みを打ち明けるに値する

かどうか，反応を確かめるためにあえて軽微な悩みを繰り返し相談することがある。この際に「そ

れくらい自分で考えれば？」といった対応に出れば，若者から信頼を得られずにサインの発信を思

いとどまらせてしまうこともある。 

次に打ち明けられた悩み（特に被害的体験）に対しては，解決に向けた「具体的な方針を示す」

ことも必要だ。たとえばいじめ被害に合い，インターネットの掲示板に誹謗中傷を書き込まれてい

るとしよう。このような現在進行形のケースでは「辛かったね」といくら慰めたところで何の気休

めにもならない。まずは被害拡大を防ぐために掲示板管理者等に削除依頼を行うなどの緊急措置が

必要で，若者には具体的な解決方法と援助者が協力できる内容を伝えると効果的だ。 

その場では方針が示せない問題であった場合は，「すごく大事なことだから一番良い方法を調べ

てみるよ。」などといった声掛けできちんと誠意を示すとともに，具体的な回答の期日を示すなど

して若者が見捨てられたと感じないように十分に配慮したい。 

 

（４）非常事態は不適応行動を修正するための「教育機会」 

精神疾患，発達障害，自殺企図への対応に関しては他の章ですでに論じられているため，最後に

「パニックや暴力」に遭遇したときの対応について触れておきたい。あくまで参考までに。 

ア 動揺せずに心を静める 

援助者が若者の言動に動揺していては適切な対応はできない。また，援助者がうろたえたり，感



情的になっている様子が伝わると，自暴自棄を招いたり，暴力行為をエスカレートさせる危険性も

ある。 

イ 周辺状況を把握し，物理的な安全を確保する 

衝動的な行動が起きやすい状況にあるため，周囲の状況を速やかに確認し，物理的な安全を確保

する。たとえば刃物や危険物などがある場合，若者とその危険物の間に徐々に回り込む。２階であ

れば窓側に立つなどして，衝動的な行動に移った時にカバーできる態勢を取る。ただし，危険物を

目視しながらの移動や急な動きは若者に刺激を与えるため，声かけを行いながらゆっくりと行動す

る。 

ウ 行動の意味を分析し，具体的な対応を図る 

（ア）「場」を変える 

その行為を誘発した人物が同じ部屋にいる場合，その人物を別室に移動させるか，もしくは「○

○君，一緒にあっちの部屋に行ってみないか？」「○○，ちょっと出掛けようぜ。」といった声か

けで場所を移動させることで落ち着かせる。 

（イ）行動の言語化と意味づけ 

若者が落ち着いた後には，何故そのような行為に至ったのかを一緒に考える作業も必要になる。

自尊心が低い状態にある若者の場合は，暴れたことを過度に悔やみ自暴自棄になる恐れもあるため，

その状況に至った経緯の言語化とその行為を意味づけすることによって，次はどうすれば防げるの

かを共有する。 

（ウ）表現の変換による認知の軌道修正 

事態が収束しても，相手への怒りが強い若者の場合，安易な反応には注意した方が良い。たとえ

ば「○○を殺す。」といった具体的な発言に対し，単に「殺すなんてダメだ。」という反論は，憎

しみの対象である相手を擁護する発言と捉えられ逆効果になることがある。こういった場合は，「殺

したいほど辛い思いをさせられたんだな。」といった具合に表現を変換する。つまり，「殺す」と

いう言動には同調せずに，その結論に至った経緯の方に意識を戻すことで，若者が抱えるつらさに

のみ共感するというわけだ。 

エ 状況に応じた約束を交わす 

若者の混乱が収まりある程度の気持ちの整理ができた時点で，負担にならない程度の約束事を交

わす。たとえば「次にカッとなったら必ず○○を思い出すように。」，「今度◎◎と言われたら△

△と返せ。」，「□□をやってもだめだったらその場から離れようぜ。」といった具体的な対処法

を含む約束が望ましい。 

 

（５）専門機関への誘導には当事者の抵抗感等に配慮する 

精神科等専門機関を受診することは，本人のみならず保護者にとっても容易なことではない。日

本には未だカウンセリング文化が定着しているとは言えず，精神疾患や発達障害に関する一般社会

の理解も高くはない。 



そこで，誘導の際は，①言語化による困難の共有・整理，②精神疾患や精神科等に関する誤解や

偏見の解消，③自己決定を前提とした第３者情報の提供，④必要に応じた仲介，などに視点から効

果的な対応を目指したい。 

①，②については，いわゆる「心理教育」に当たるものだが，コツとしては，「鬱は心の風邪」

といった表現に象徴されるように，観点を変えるなどして本人が受入れ易い表現で状況の整理を行

うことだ。特に「心の病」を受け入れ難いと思う若者には，不安等の検証を行った上で，「心は体

の一部」⇒「根拠のない不安は体から来るもの」⇒「体の症状を回復させる」といった方向で整理

すると抵抗感が薄れる場合がある。他方，保護者の一部には，かなり以前の精神科のイメージ等か

ら「薬漬けにされるだけ」「一生病院に閉じ込められる」「結婚や就職ができなくなる」といった

誤解や偏見を抱いている者もいる。こういった場合は，新薬の登場など精神医療の発展の経緯や早

期治療の有用性など具体的な説明によって予め偏見を解く必要がある。 

③に挙げるように，受診は当事者の自己決定を助けるという方針で対応するが，病院選択につい

ては，援助者側が医療機関の情報を収集し，必要に応じて予めコンタクトを取ることも考慮したい。

レントゲン等客観的証拠を基に診断する内科や外科に比べ精神科での診断は，担当医のカウンセリ

ングスキルに左右されるため，力量の差が出易い。また，誘導したとしても「ひきこもり」「家庭

内暴力」のキーワードを出した時点で他の病院に回されたり，わずか５分，１０分程度の問答で診

断を行い，十分な説明もないまま，複数の薬を渡すといった病院もあり，当事者に精神医療への不

信を抱かせる要因の一つとなっている。こういった病院に当たると情報提供した援助者に対しても

ネガティブな感情が及ぶ可能性があるので留意した対応が必要である。 

④の仲介については，当事者が自分の状態について表現能力を持たない場合に限るが，当事者と

医師との間に入り，相互のコミュニケーションを助ける。対人不安が強い若者の場合，医師を前に

すると何ら言葉が発せなったり，問診に応じられても緊張で内容の吟味もなく返答してしまうこと

がある。一方，保護者が代弁する際も，関係性の崩れから状況の一部のみが特化され伝わったり，

勝手な推測で若者の状態を伝え，誤診を生んでいるケースもある。そこで，医師に伝えるべき内容

について本人がメモに起こすことを援助したり，当事者の了解が得られれば援助者が代行で文書に

起こすなどして，医師とのコミュニケーションを助ける。但し，この過程には，援助者側に一定程

度の精神医療の知識がある求められるため，臨床心理士等のバックアップが得られるようにしたい。 

 

（６）ネットワークを活用することで支援の「質」を高める 

ア 「知ること」から始まる他機関との連携 

言うまでもなく連携の前提は「知ること」である。他機関の目的や役割について知らなければ連

携は成立せず，諸制度についても知らなければ活用のしようがない。そこで，援助者は，少なくと

も主要な支援情報については収集し，一元化しておくことを心掛けたい。 

例えば，虐待やその疑いが認められる場合は児童相談所，ドメスティック・バイオレンスが認め

られる場合は配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所等，金銭的なトラブルや親族間の争いごと



がある場合は法テラスや家庭裁判所など，「悩み」や「問題」毎に整理しておくと効果的だ。 

諸制度についても同じで，当面の生活すら危うい貧困家庭には，生活福祉資金貸付制度や生活保

護制度，進学費用が工面できない学生には各種奨学金制度，雇用保険を受給できていない若者には，

職業訓練と生活保障のための給付制度等，年々形を変えるものもあるため，事前に情報収集を行い，

活用できるものがあれば積極的な運用を図りたい。 

 

イ 多元的なネットワークは若者だけでなく援助者を支える 

本稿では「アウトリーチはその後の支援過程と一体のもの」という前提に立ち話を進めてきたよ

うに，若者が抱える困難の解消に当たっては，一担当者，一機関で担えない問題も多い。そこで，

他機関との連携による支援が重要性を持つわけだが，援助者は少なくとも「機関レベル」，「市民

活動レベル」，「個人レベル」の３元的なネットワークとのつながりを意識したい。 

ここで言う「機関レベル」は地域に限定したものではない。前項で専門機関について述べたが，

ＮＰＯ等民間組織においては，それ以上に優劣の差が激しい上，専門性を有する支援団体が地域に

存在するとは限らない。こういった場合，無理に地域にあるＮＰＯの支援を活用しようとすると時

として若者の不利益につながってしまう。 

他方，全国的な視野での誘導を考えた方が結果につながる場合も少なくない。ひきこもり状態に

ある若者の中には，コンプレックスや比較の対象になり易い，同級生や知人がいる地域では，最初

の一歩が踏み出せない若者もいる。また，仲間と共に暴走行為や窃盗などを繰り返していた若者の

場合，同じ地域に戻ると仲間からの強い勧誘に合い，自立が阻害される場合もある。こういった観

点からも全国的な視野でネットワークを意識すると支援の幅が広がり，「質」も高まってくる。 

次に，社会性を養うという観点からは，援助者が所属する組織内部の活動だけでなく，外部の市

民活動の活用は有益なものとなる。ボランティア，自助グループ活動，各種イベント，フリースペー

ス，スポーツクラブ，サークルなど市民活動レベルの活動は，活用の仕方次第で効果的な援助手段

となる。より円滑な誘導と活用を実現するためにも，連携する可能性のある主要な団体とは「顔の

見える」関係を構築しておきたい。 

三つめに個人レベルを挙げたのは，援助者自身への配慮である。前述のようにアウトリーチには

さまざま素養が求められるが，現実的にすべての知識，能力を身に付けることは難しい。そこで「分

からないことがすぐに聞ける」「迷ったら気軽に相談できる」といった頼りになる存在が身近にい

るかどうかで，援助者の負担が大きく変わってくる。 

 



９ 関係性の再調整行い援助者としての役割を終える「終結期」  

多面的なアプローチによって若者が抱えるさまざまな困難が解消されると，学校や社会への参加

も定着に向かう。援助者はあくまで「支援のために」若者が置かれた環境の中に介入したわけで，

当然のことながら，使命が達せられたこの段階には，関係性を再調整し，援助者としての一定の役

割を終える必要がある。その際のキーワードは「移行」，「分散」，「離脱」で，支援期間の終了

の日を見越しつつ計画的に対応する。 

 

（１）主たる活動の場と自力への「移行」を図る 

この段階で寄せられる相談は「必要最小限」の助言にとどめ，若者が自ら考え行動することを促

す。「あの時は△△だったのに今では自分だけで○○やれるようになったね。」といった具合に共

有された経験から若者の心理的成長や行動の変化を言語化することで，「今回は自分でやれるかも」

といったポジティブな思考を引き出す。また，日常的な活動の場も援助者とは関連の薄い「場」へ

シフトさせ，そこでの定着を支援する。 

例えば援助者の面談の日時とサークルなど新たな活動の場での行事が被(かぶ)るのであれば，た

とえ若者が援助者との面談を優先しようとしても別の日を設定する。こうすることで意識的に優先

順位を変えていく。 

 

（２）若者が適切に関われる人間を増やすことで「分散」する 

親子関係が崩れている家庭などの場合，可能な限り家族関係の修復を行う。すぐにケンカになる

親子の場合，援助者が仲介役となり適切な意思表示の方法や簡単なルールを決めたり，家庭内のス

トレス要因を取り除くなどして深刻な対立を生まないように関係を修復する。また，段階的移行の

過程でも実践するが，外部に同世代や他の援助者との関わりを設け，そこでの関係がうまくいくよ

うに支援することで，若者が適切に関われる人間を増やす。このように徐々に若者に適切に関われ

る人間が増えれば，たとえ援助者への依存が生じていたとしても，相対的に分散されその度合いも

弱くなっていく。 

 

（３）援助者としての「離脱」を図ることで距離を取り直す 

もし携帯やE－mailで相談を受けている場合は，そのやりとりの回数や内容を若者の状態に応じ

て調節し減らしていく。もちろん，すべての関係を断つ必要はないが，少なくとも支援期間中のよ

うな深い関係からは徐々に離脱を図っていく必要がある。この際も展開期から終結期にかけて若者

が納得できるような合理的な理由を伝えておくか，事前に話し合いを持ち，援助者に見捨てられた

と思われないよう配慮する必要がある。 

 

以上のような観点を欠くと，支援終了後に状態の悪化を招いてしまったり，援助者への依存から，

本来あるべき家族機能も損なわれてしまう。「援助者」としての最後の仕事は，この関係性の再調整

を通じて，若者と保護者，家族，さらには周りで支え合う人々との「つながり」を深めることだ。 
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