
ひきこもり状態にある人々の支援：地域においてまずできることは何か 

国立精神・神経センター精神保健研究所 

伊藤順一郎 

【ひきこもりという状態をどのようにとらえるか】 

ひきこもりの状態にある人々のことを考えるにあたって、抑えるべきポイントと考えている点は

以下の 3 点です。 

① 「ひきこもり」は広い意味でのこころの健康（メンタルヘルス）の問題ととらえることができま

す。そしてそれは、「人と人との関係性の問題」として考えるべき事がらです。その人の長

所や能力を生かせる関係性が失われてしまった状態が「ひきこもり」であるということもで

きます。 

② 地域社会のなかで孤立しているのは本人だけではなく、家族も同様です。しばしば家

族も、自分達の抱えている困難について誰にも相談することができずに、困惑の度を深

めている場合があります。 

③ 「ひきこもり」からの回復のゴールは、ご本人がこころの健康を次第にとりもどしていくととも

に、地域社会の中で新たな自分のあり方をとりもどしていくことにあると考えます。そして、

自宅以外の場に、安心できる自分の居場所を見つけ、人との交流の場を見つけ、学

ぶ場、働く場、社会に貢献する場を見つけていくことが回復の過程といえます。これは、

同時にご家族も、家族自身の望む生活のあり方を見出していく過程でもあります。 

 それはまた、本人にとっても家族にとっても、「ひきこもり」という状態の中で失ってしまっ

た、希望や、自分自身に対する肯定的な感覚、地域社会とつながっている感覚などを

再び見出していく過程であるともいえます。このような回復の過程は、失われてしまった、

「人と人との関係性」を再びとりもどすなかで、生じてくるものなのです。 

 

【早期支援の必要性と、現在の支援体制の問題点】 

支援という観点から考えると、ひきこもりの長期化は、家族関係のねじれ、深まる本人の挫

折感、あるいは就学・就労などの社会復帰の糸口・チャンスの減少などを招き、ひきこもり



からの回復をより一層難しくする傾向があるように思われます。多くのひきこもりが 10 代から

20 代前半に生じていることを考えれば、この年代の人々やそのご家族がアクセスしやすい支

援が必要に思われます。 

しかしながら、現状の支援体制には以下のような問題点があります。 

・ ひきこもりと不登校は、本来連続して考えるべき問題であるにも関わらず、高校生年代

以降の教育系の支援、すなわち学校以外に通う場所の選択肢がきわめて乏しい。 

・ 高校生年代から大学生年代の子を持つ親のアクセスできる相談窓口が大変少ない。

アクセスできても、家族自身の生活のあり方について、積極的に相談にのることのできる

場所がさらに乏しい。 

・ 家族支援から本人との出会いを模索するアウトリーチの支援につなげることのできる支

援機関が乏しい。 

 

【まずできることは何か】 

 以上のような状況の中で、「ひきこもり」の支援の再構築を考えた場合、高校・大学年代

にある人々の支援、しかも、①予防的な関わり に力を入れるとともに、②“失われた時間”

の短縮化のための早期からの支援 の充実に取り組むことがもっとも費用対効果の良い方

法ではないかと考えます。 

 具体的には、以下のような取り組みの検討を提案したいと思います。 

A) 中学生・高校生およびその家族、関わる教職員に「ひきこもり支援」について周知する

取り組み 

・ 学校が相談の最初の窓口として機能するように、先生方に「ひきこもり」に関する研修

の実施 

・ 都道府県・政令市のホームページに、圏域の相談窓口の情報を公開 

・ 中学卒業時に、高校以降の不登校・ひきこもり支援の窓口・資源の情報などを保護

者・生徒向けに配布 

・ 中学校に、不登校経験者の卒業後 1 年間のフォローアップ体制を確立 



B) 早期支援のために既存の支援機関の機能拡充 

・ 「適応指導教室」を高校生年代向けにも拡充 

・ 若者就職支援センターに心理カウンセラーなどを配置、ひきこもり支援の窓口機能も

持たせる 

・ 精神保健福祉センターのひきこもり支援機能の強化（アウトリーチ、デイケア、家族支

援） 

・ 地域活動支援センター、就労移行事業、グループホームなど、障害者自立支援法の

法内施設の弾力活用 

C) ひきこもり早期支援の充実のための取り組み 

・ 「ひきこもり地域支援センター」の設置 

・ 都道府県・政令市の相談窓口の明確化 

・ アウトリーチによる支援、家族支援のできる人材の育成 

D) 出口としての就労支援の充実への取り組み 

・ 障害者雇用による就労支援制度の弾力的活用。すなわち、短時間就労、短期間就

労、グループ就労などの機会の創出、トライアル雇用、職場実習、ステップアップ雇用

などの制度活用の検討。 

E) 都道府県・政令市レベルでのひきこもりに関わる人々のネットワーキングの構築 

・ 官民（医療・福祉・就労）、当事者、家族協働のネットワーキング 

・ ケースマネジメント機能の強化、合同研修会の開催、新規社会資源の創設などを検

討 

・ ひきこもり地域支援センターに事務局的役割を期待 

 

【バリアの解消にむけて】 

 ひきこもりにある人々は、こころの健康の問題があり、また包括的な支援が必要であるに

もかかわらず、本人の医療機関等への受診・相談には時間がかかり、まして障害者認定と

なると心理的な抵抗も強くあります。しかしながら、家族も含めた支援を早期に始めること



が、回復への一助となり、ひいては社会的コストを減らすことにも役に立つでしょう。 

 このような観点からも、ひきこもり状態にある人々にも、一定のアセスメントの結果により、

既存のサービスが活用できるよう、制度の弾力的な運用の工夫が求められるところです。ま

た、同時に、ひきこもりの支援をしているＮＰＯなどが、障害者自立支援法などの弾力的な

活用により、支援活動を維持できるよう、制度の規制緩和を実施していくことも必要に思

われます。 
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ひきこもりという状態の  
捉えかた・・・私の場合



それは、「人と人との関係性の問題」とし
て考えることのできる問題です。

その人の長所や能力を生かせる関係性
が失われてしまった（と、本人が考えてい
る）状態が「ひきこもり」であるということも
できます。

「ひきこもり」は広い意味でのこころの
 健康（メンタルヘルス）の問題ととらえ
 ることができます。



地域社会のなかで孤立しているのは
 本人だけではなく、家族も同様です

しばしば家族も、自分達の抱えている
困難について誰にも相談することができ
ずに、困惑の度を深めている場合が
あります。

家族への支援も含めて行われることが、
大切です。



回復のゴールは、こころの健康をとりもど
 していくとともに、地域社会の中で新たな
 自分のあり方を見出していくことです

「ひきこもり」という状態の中で失ってしまった、希望や、
自分自身に対する肯定的な感覚、地域社会とつながっ
ている感覚などを再び見出していく過程です 。

自宅以外に、安心できる自分の居場所を見つけ、人
との交流の場を見つけ、学ぶ場、働く場、社会に貢献
する場を見出していくことが回復の過程には必要です。

同時にご家族も、家族自身の望む生活のあり方を見出
していく過程でもあります



現在の支援体制の問題点  
ーS市の事例から



S市の強み：義務教育年代（“不登校”）
 には、厚みのあるサポートがある

窓口・・・小学校・中学校が窓口・事例の振り分け機能をもつ

教育関係の支援

適応指導センター、適応指導教室
・・・ゆるやかな枠組みの中で、居場所機能・学習機能
・・・訪問活動もおこなう
・・・進路相談会開催（本人、保護者を対象）

子供相談支援センター（S市独自。適応指導教室になじまな
い子供対象）・・・・相談機能 ＋ 就労支援

児童相談所・・・暴力・虐待などで家族全体を支える場合

発達相談支援センター・・・発達障害の可能性がある場合

親子こころのクリニック、精神保健福祉センター

・・・精神科医療のサポートが必要な場合

NPO・社会福祉法人・・・居場所、学ぶ場、働く場、家族支援



S市の課題１：高校生年代以降の
 サポートが手薄になってしまう

窓口・・・・高校、サポート校は窓口機能がない？
教育関係の支援

適応指導センター、適応指導教室・・・義務教育対象者のみ
子供相談支援センター（S市独自。適応指導教室になじまない子
供対象）・・・・20歳ころまで継続支援

児童相談所・・・18歳が支援の限界
発達相談支援センター・・・発達障害の可能性がある場合
親子こころのクリニック、精神保健福祉センター

・・・精神科医療のサポートが必要な場合

NPO・社会福祉法人・・・かなりの役割が期待されている

☆高校生年代以降の新たなサポートがない。情報の窓口も乏しい。



S市の課題２：アウトリーチ（訪問）
 によるサポートが不十分

いずれの機関も訪問に十分時間をとることが
出来るスタッフが不足。

家族や本人が通えなくなると、サポートが失われる

訪問活動によるサポート（家族支援、本人との
関係作りのかかわり）の技術習得の場が乏しい。



“地域において、まず、出来  
ることは何か”の提案



ミッション：
 ひきこもりを遷延化させない対策を！

ひきこもり事例は長期化すればするほど支援が困難に
なる（家族関係の捻じれ、深まる本人の挫折感、就学・
就労など社会復帰の糸口・チャンスの減少）。

①予防的な関わりの充実・・相談しやすさづくり

②早期（10代後半）に支援可能なシステムづくり

早

 期

 支

 援

時間の経過

「失われた時間」を短くする

支援が入らない事例は回復に
時間がかかる



中学生・高校生およびその家族、関わる教職員
 に「ひきこもり支援」について周知する

高校・サポート校が相談の最初の窓口として機
能するように、「ひきこもり」に関する研修の実施

都道府県・政令市のホームページに、圏域の
相談窓口の情報を公開

中学卒業時に、高校以降の不登校・ひきこもり
支援の窓口・資源の情報などを保護者・生徒向
けに配布

中学校に、不登校経験者の卒業後1年間の
フォローアップ体制を確立



早期支援のために既存の支援機関の
 機能を拡充

「適応指導教室」を高校生年代向けにも拡充

若者就職支援センターに心理カウンセラーなど
を配置、ひきこもり支援の窓口機能も持たせる

精神保健福祉センターのひきこもり支援機能の
強化（アウトリーチ、デイケア、家族支援）

地域活動支援センター、就労移行事業、グルー
プホームなど、障害者自立支援法の法内施設の
弾力活用

アセスメント、意見書などの簡略化



ひきこもり早期支援の充実のため  
の取り組み

「ひきこもり地域支援センター」の設置
2009年度からの新事業

ひきこもり支援コーディネーター

都道府県・政令市の相談窓口としての役割

地域ネットワークの事務局機能

アウトリーチによる支援、家族支援のできる
人材の育成

研修事業を積極的に展開



出口としての就労支援の充実への
 取り組み

障害者雇用、障害者自立支援法による就労支
援制度の弾力的活用

短時間就労、短期間就労、グループ就労などの機会
の創出、

トライアル雇用ばかりでなく、職場実習、ステップアッ
プ雇用などの制度活用の検討

就労移行支援事業、ジョブコーチなどの活用

若者就職支援センターの 支援内容の拡大

地域若者サポートステーションのとりくみ



支援の充実のために  
バリアの解消にむけて



高校生年代以上の人々がアクセスしや
 すい仕組みづくり

従来の支援の内容を、少しだけ拡充する

高校生年代に、適応指導教室のフォローアップを

制度の柔軟な活用を可能にする

障害者自立支援法
地域活動支援センター、就労移行支援事業

障害者雇用わくぐみ

若者サポートステーションなどの情報の普及



医療もサポートの一端をにないます

病院で待っているばかりの医療ではなく、多職種
のチームが積極的に生活の場に訪問しサポート
する医療（児童精神科）

月に10-15回

月5-10回

月に1-5回

全くでない

訪問活動を行うことによって、
“ひきこもり”からの最初の一歩
の踏み出しに貢献できる。

本人の外出頻度



アクセスしやすく、役に立つ、
 仕組みづくりの鍵

窓口は多様に、数多く

教育、福祉（生活支援）、医療、保健、就労など、さま
ざまな領域が窓口に

窓口のお知らせを、インターネット、メディアで広報

多領域をつなぐネットワーカー（ケースマネ
ジメントをする人）を育てる。さまざまな制度
を弾力運用する。

ゴール（出口）は、社会再参加を見据え、働く
場、技能を学ぶ場、などにつなげる



ご清聴ありがとう  
ございました。
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