
図７ 親子間の適正距離（ほどよい距離）について 

A	 適正距離の場合
原則として日常的領域中心に交わる。本人の了解がある時のみ相互接近する( ⇨⇦)。

ひきこもる人 親・家族 (親・家族の姿勢例示）

・日常の挨拶はこまめに。

①日常的領域	 ③日常的領域 ・世間話を楽しむ。 
⇨ ⇦ ・話しかけには答える。

②触れられたく ④心の中の ・関心は持つが、批判、叱責、

ない領域（自立・就労など）	 期待、不満、悲しみ 議論・説得は避ける。

出口がない、無力感 不安、失望、怒り、 ・求めがあれば参考意見も。

対人不安 世間体 ・機会は作るが押しつけない。

・自己決定を尊重する。

（訪問サポーターの姿勢

としても有効） 

B	 接近しすぎ (強い反発・無視を招く ) C 離れすぎ (対話の回路を失う )

ト

ひきこもる人 ラ 親・家族 ひきこもる人 親・家族

ブ

ル

４）相談室等への来所について

長期・年長のひきこもる人本人の相談室等への来所は支援の進展であり基本的には望ま

しいが、次の点を留意したい。 
①急ぎすぎや無理矢理の来所は後の支援関係を阻害する。丁寧に来所をすすめ、疑問に

答える中で、本人の同意を前提に来所にこぎ着けることが望ましい。 
②本人の同意によって来所しても、来所が定着するまでには、紆余曲折もあり得る。家

族との共同関係を維持しつつ、時間をかけて来所の定着を待つ。 
③本人が来所するのに月日がかかるが、本人が合意・納得して来所する場合は、通常何

らかの切実な思いを持って来所することが多い。親・家族の話からはうかがい知れなか

った事情などを理解することができるため、有効な支援の取り組みが可能となる。

５）本人との対話のために

ひきこもる本人とはなかなか面接の機会が持てない場合が多い。親との面接を１年以上

続けた後にようやく本人との面接が実現するようなとき、支援者が意気込みすぎないこと

である。本人との対話・支援関係維持のための留意事項を次のように掲げておきたい。 
①変化を急がない・急がせない。本人の、今の「ひととなり」（その人の持ちあじ）「今

の思い」を基礎に本人とつながる。「今のあなたと話をしたい」ということが伝わるとよ

い。変化のタイミングは対話を続ける中でいつの間にか訪れるのがよい。 
②自然な流れの中で、特定支援者以外の対人関係を楽しむ機会も提供する。雑談でよい。
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いつの間にか、親しい人間関係の雰囲気が生まれることが大切である。 
③人に対する不安・恐怖が薄らぐことができれば対話の意義は上々である。 
④希望・要望については、すぐにはできそうにないことでも一緒に考えてみる。

６）支援関係の中断

本人との支援関係が形成された場合、支援関係の継続に留意することが必要であるが、

注意していても中断は起こり得る。

その際は、 ①他の適切な支援者・支援機関へ依頼する、 ②予期しない中断の場合は、 1、2
か月時間をおいて連絡を試みる(手紙など)、 ③中断が予期できる場合は、「気が向いたら
いつでも連絡して下さい」と伝えておく、 ④それでも中断は起こり得るので、他の支援機
関と協力し、将来どこかで支援が再開される余地を残しておく、 ⑤可能であれば一部の家
族との支援関係は維持する、などの対応を取る。

いずれにしても、当事者（本人あるいは家族）にとって、様々な理由（事情）があって

中断が起きるのであるから、当事者の心の動き（流れ）や事情を尊重すること、支援者側

は、これまでの支援内容の振り返りをすることを含めて、前向きにかつ柔軟に（おだやか

に）対処することが望まれる。

７）訪問サポートについて

（１）家庭訪問型サポート（訪問サポート）の概要

「筆者が考える訪問サポート（特に方法論）」の概要は次の通りである(詳しくは、竹

中哲夫： 2013参照)。 
①訪問サポートの主目的（主対象、主形態）は、なかなか自宅などから出られない（相

談機関や居場所などに来訪･来所できない）ひきこもる人の家庭を訪問し、ひきこもる人

を家庭や近隣において支援する活動である。 
②本人が相談施設や居場所などに来訪可能になった場合は、徐々に本人来訪型の支援に

切り替えていくことが望まれる。 
③訪問しても、ひきこもる人と会うことが難しい場合（あるいは家族が相談施設などに

来訪できない事情がある場合）、家族と支援関係を結ぶために訪問を行うことがあるが、

これは副次的な活動である。原則として、訪問サポートの対象はひきこもる人本人である

（図８参照）。筆者の場合、訪問サポートの主対象は、「当分の間、相談室などに来所で

きそうにない本人」である（図８のⓒ）。ただし、長期・年長のひきこもる人には、 ⓓの「訪
問に対して拒否的な本人」が多いのが現実である。

（２）訪問サポートのためのアセスメントと対応方針の整理

訪問サポートを開始するためには、事前にひきこもる本人の状況をできるだけ詳しく知

り（アセスメント）、対応方針を整理しておく必要がある(図８参照)。この点が不十分で

あると、場当たり的で目標（当面のねらい）が曖昧な訪問を繰り返すことになりかねない。

（３）訪問サポートの進め方

訪問サポートも万能の支援方法ではない。特に長期・年長のひきこもる人の場合、訪問

の同意に年月を要することがある。訪問が始まってもなかなか成果らしいものが見えない

こともある。支援者はもちろん家族も気長に対応することが望まれる。 
① 訪問の開始以前の取り組み: ひきこもる人の支援を目的とする訪問には、「同意に

関するルール」を設定することが望ましい。「同意ルール」は、「説明と同意のルール」

と言い換えてもよい。「同意」には、「不同意や同意の保留を尊重する」ことを含んでい

る（浅井篤： 2011 参照）。訪問の受け入れ依頼に対して「積極的同意(歓迎)」はまずない
が、筆者の場合、少なくとも「消極的同意」(「来るなとは言わない」「こっちは話がな

いけど、来たいなら好きにしたらいい」など)を得ることが訪問開始の基本ルールである。

また、訪問への不安・疑念が強い本人の場合、訪問に先立って、葉書・手紙で訪問者の自

己紹介、「訪問の趣旨の説明」などをある期間続ける（手紙を出すことにも事前了解が必
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要である）。このような準備をしてもなお訪問受け入れに強い抵抗のある当事者の場合、

「訪問時間は５分以内にします。」とか、「玄関先で挨拶をするだけにします。」など訪問

の条件を緩和する(本人から見るならば、受け入れたくないという抵抗感を少しでも和ら

げる)ことも重要な対応になる。「短時間お邪魔して、なぜ訪問したいのかを説明するだ

けです」という条件によって訪問を受け入れる人もいる。いずれにしても筆者は、「この

方法なら訪問を受け入れてもらえる」という定石というものはないと思っている。

図８ 訪問サポートに関わるアセスメントと対応方針の整理（例示）

１）親と複数回面談し、「現状」が、 ⓐ～ⓔ（例示）のどの状態かを判断する。注 1.
２）ひきこもる本人への継続訪問、親への継続訪問のいずれの場合も、本人の同意が

必要である（多くの場合、消極的同意である）。注 2.
３）本人が拒否する場合は、あえて訪問はしない（あるいは中止する）ということがこ

の図の前提（立場）である。

４） ⓐ～ⓔに対応する方針は、例示であり、現実の事例は、もっと多様であり、それぞ
れに支援内容の工夫を要する。
 

(↙現状の例示)

基本的には、本人の来所面談実現を ← 
視野に、了解を得る準備をする。来所に

ついての説明のための訪問はあり得る。

ⓐていねいに誘え

ば相談室などに来

所できそうな本人

当面、訪問を計画するが、近い将来、 ← 
本人が来所できるよう準備する。

訪問期間は、比較的短期と予想される。 

ⓑ近い将来、来所

できそうな本人

（訪問サポートの主対象）

ⓒ当分の間、来所で 
きそうにない本人

→ 当分の間、訪問を行う前提で、

訪問の了解を得る働きかけをす

訪問期間は長くなる可能性があ

る。

る。 
ⓓ訪問に対して 
拒否的な本人

→訪問以外の方法（手紙、葉書、メール、電話な

での連絡･交流の了解を得るよう働きかける。訪

け入れについて、親からのおだやかな勧めを含む。 

ど）

問受

ⓔ（本人ではなく）親と面談す 
ることを前提に訪問する場合

（特例的対応）

→（１）親の来所面談が難しい場合。 注 3.
(２）本人が、「家庭訪問をしてもよい

自分は会わない」と言っている場合。 注 4.
が、

注	 1．親との複数回の面談なしに、「訪問依頼を受けて、とりあえず訪問してみる」
という方式は、この図では想定していない（本人の状況理解を優先する）。

注 2．この図では、訪問は「基本的には、本人への訪問である」ことを前提にしてい
る。親に会うことが前提の訪問（ ⓔ）は特例である。この場合も本人の同意を前
提とする。ただし、筆者の場合、同意には「消極的な同意」（「短時間なら会う」、

「一度だけなら会う」、「仕方がないから会ってやる」など）も含む。

注 3．親の健康障害などにより、相談室などに来訪できない場合。
注 4．長い間本人との訪問面談の可能性を追求したが実現しない場合の特例的対応。 

② 援助者の最初の訪問：最初の訪問では、「やっとこちらの名前だけ伝えて帰ってき

た」ということも多い。お互いが名乗ることができれば成功である。顔を見ることができ

たら、自己紹介をし、ひきこもる本人に重荷にならないような、ちょっとした会話（いわ

ゆる世間話）を試みる。「やっと少し会話ができた」ということで十分である。ここまで

来ると「またおじゃまさせて下さい」ということばかけに「はぁ・・」と曖昧であるが強

い拒否ではない応答(つまり消極的同意)が返ることが多くなる。 
③ どのように訪問活動を進展させるか（サポートの内容）：本人と話ができるように

なると訪問の一番大切な時期にさしかかる。しかし成果を急ぐことなく、本人のペースを
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尊重し、話したいときは話を、話したくないときは、のんびり過ごすとか散歩をするとか、

柔軟な取り組みが必要である。趣味の話、好きなテレビ番組の話などはよい対話材料であ

るが、それもあまり深入りしない方がよい。相手が話しにくそうにするときは、さりげな

く話題を変える心遣いが必要である。問わず語り、自然な対話の展開が望ましい。話を深

めることより、親しいくつろいだ雰囲気が生まれてくる方が大切である。 
④ 様々なトラブル・迷うことへの対処（スーパーバイザーの活用）：訪問中に様々な

トラブルや迷うことがある。通常は、事前の訪問活動の打ち合わせの内容（合意事項）あ

るいは活動マニュアルで処理できるが、スーパーバイザーを活用する必要も生じる。 
⑤ いつどのように訪問を終わるか：訪問活動のみで本人が元気になり、復学・社会活

動・就職などに向かうことは少ない。本人が居場所に出るようになる、何とか相談室に通

えるようになるなどの時期を迎えたときに、本人の了解を得て、徐々に訪問を終えること

が多い。訪問サポートは多様な支援の一環であり、訪問サポートだけで支援を完結させよ

うと意気込みすぎない方がよいであろう。 
⑥ 訪問サポートの限界と工夫：訪問サポートは、ひきこもる人たちの援助において有

効な方法であるが限界もある。ひきこもる人が訪問を受け入れなければ成り立たない。ま

た本人の了解を得て会い始めたものの関係が全く進展しないということもある。訪問の中

断も少なくない。これらの限界をあらかじめ十分了解していないと、援助者や家族が期待

過剰になったり、失望落胆することがある。訪問サポートは、それぞれ有効な多くの援助

方法の中の一つである。訪問ができない場合は、他の支援方法を選択する必要がある。親

・家族・親族などからの本人への働きかけを工夫するという対応もある。葉書・手紙・メ

ールによるサポートもある。居場所の紹介、相談室の紹介、その他の本人が関心を持ちそ

うな情報提供を続けることも有益な支援方法である。葉書・手紙・メールの交流は、それ

だけでも有意義であるが、このような働きかけを続けているうちに、訪問が可能になるこ

ともある。いずれにしても、「なんとしても訪問で成果を上げよう」と思いすぎることが

「同意ルール」の軽視（強引な訪問）につながることに注意しなければならない。

８）居場所の活用について

（１）居場所の意義とあり方

相談室での面接、訪問による面接などと合わせて、居場所における支援（個別相談、グ

ループ活動による支援など）は、ひきこもり支援の重要な手法の一つである。ここでは、

ひきこもる人を対象とする居場所の意義やあり方を検討する。

ひきこもる人などをメンバーとする居場所のあり方は、開設の経緯、運営する人、集う

人､地域により多様である。ひきこもる人を主な対象とした居場所は、一般的には、表３

のような特性や位置づけ（留意点）がある。当事者たちにとって、くつろぎ楽しめる、自

分らしく居られる、良い出会いがある、望むならばより広い社会につながる機会もある開

かれた場所としての居場所の増加が期待される。

表３ 居場所の意義とあり方

１）広い意味の居場所は普遍的な意味を持ち、おそらく人は誰でもその人の居場所を

持っているか、持ちたいと願っている。それぞれの人にとって親しみのある一つの小空

間・小社会として機能する。客観的な「場」と主観的な「心の場」の両方を意味する。

２）居場所の性格は多様であり、休息できる場所、自分らしくいられる場所、何もし

ないで安心してくつろげる場所、楽しめる場所、自分の生活テンポや個性が尊重される

場所、好きなことができる場所、同じ関心や課題をもつ仲間との出会いがある場所、仲

間との共感が生まれやすい場所、などの特徴がある。居場所は、自己にも他者にも安心

して寛容でいられる場所であるとよい。居場所を趣味や社会参加（ボランティア活動・

アルバイトなど）の活動拠点とする人もいるが、くつろぐことが主目的の人もいる。

３）居場所は多様な形態をとる。自分の部屋（個人空間）、家庭（自宅）、近所の広場
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（公園・空き地・たまり場）、学校、会社、喫茶店、趣味の集いなどがある。一人が複

数の居場所を持つことが多い。短時間活用する居場所も長時間活用する居場所もある。

４）ひきこもる人は通常、自室、自宅以外の居場所が極端に少ない人でもある。特に

（他者･仲間との自由な出会いの可能性がある）小社会としての性格を持った居場所を

失っていることが多い。自室など限られた空間以外のどの居場所にも居づらくなった人、

どの居場所でもくつろげない人、どの居場所の「入場券」（自由に出入りできる資格の

ようなもの）も失った人である可能性が高い。入場券とは、学校や会社や趣味の会など

に「所属感」「承認感」がある、地域社会に知り合いがいて「所属感」「受け入れられ

感」「仲間意識」がある、などを意味する。自室などは「所有感」ということもできる。

ひきこもる人の自室は、他者との交流が少ないか、交流を閉ざした場になりがちである。

５）ひきこもる人は、自室、自宅以外の場所には不安や恐怖感が強いため、まず居場

所に出かけることに大きな抵抗感がある。居場所は、魅力がある半面、新しい場面、新

しい出会い、新しい活動など、不安や恐怖を誘発する場(小社会)でもある。

６）居場所への誘（いざな）い役としては、ひきこもる人と何らかの意味で親しい関

係にあり、居場所にも何らかの関係を持っている人が、自然である。紹介するとか一緒

に出かけるとか、ただ見学するだけとか、の多様な誘い方式がある。

７）ひきこもる人のなかで、そろそろ誰かと関わりたい、家以外に身の置き場がほし

い、少し仲間と活動してみたい、などの思いを抱きはじめた人が、居場所に誘う対象者

となる。ただし、居場所の情報を提供するだけで、しばらく対象者の中に興味・関心が

育つのを待つ場合も多い。そのうち、本人が居場所に立ち寄ることも期待できる。「ぶ

らっと立ち寄る人」を自然に受け入れる仕組みがあることも居場所の大切な機能である。

８）支援の場としての居場所には、支援者がある程度意識し計画した様々な個性、お

よび支援者が意識し計画しない偶発的・自然発生的な個性がある。したがって、ひきこ

もる人がある居場所に親しめるかどうか（相性が良いかどうか）は、一概に言えない。

「居場所の個性」と「対象者の思いや個性」の相性の善し悪しは、予想できない面もあ

る。相性は、「入ってみなければ」、「受け入れてみなければ」分からない部分でもある。

９）居場所には、集まる当事者たちのグループの特性により様々な集団関係（グルー

プ・ダイナミックス）が生じる。まとまりがあったりなかったり、小グループに分かれ

たり、グループごとの暗黙の勢力争いが生じたり、一部の人を排除する動きが生じたり

もする。親しい雰囲気、和気藹々の雰囲気も生じるが、それだけではない。これらも集

団がある場の自然の成り行きである。なお、支援者は、メンバーの安全や安心に対する

破壊的な動きがあれば(事前に予想される場合も)、それを緩和するよう適切に配慮する。

１０）居場所に来ても仲間と関わらない人は多い。支援者は、関わらない（一人でい

る）自由を尊重しつつ、その人が、自然に、適度に、仲間と関われる、仲間から受け入

れられるように配慮する。このようなことは時間（月日）がかかることも十分留意する。

１１）居場所の支援者は、メンバーの主体性や個性を尊重し、相互尊重の雰囲気､くつ

ろいだ楽しい雰囲気づくりを工夫する。通常、居場所のルールは緩やかで、個性や自由

を尊重したもとする。居場所では、時折、イベント、集団活動､学習会などが計画され

るが、参加･不参加･周辺で観察するなどの自由と主体性が尊重されることが望ましい。

１２）居場所は、多くの場合、家庭と社会の間にある通過点という位置づけである。

他の相談支援の場との連携も大切である。ただし、当事者によっては、その居場所が当

面唯一の身の置き場､くつろげる場であることも少なくない。その場合、居場所からの

「卒業」を急がせないという配慮も大切である。

（２）長期・年長のひきこもりと居場所の活用

これまでに触れてきたように、長期・年長のひきこもる人は、支援関係を形成し、維持

することが難しい人たちでもある。居場所の利用においてもいくつかの課題がある。 
①居場所に誘う前に、支援者（個別支援）との関係形成に長い年月を要する。 
②居場所に出向くようになっても居場所での人間関係に抵抗があり、特に集団の中に溶

け込むことが難しい。居場所の支援者との個別の関係を形成することがまず導入期の課題
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である。 
③自己評価や集団の中の位置づけに敏感であり、外見以上に悩んでいることがある。居

場所に出向くようになってもその後相当期間、居場所での振る舞い方や集団関係の悩みを

受け止める支援関係が必要である。 
④居場所に出向くようになっても、従来の個別的支援を継続し、併行支援形態を取るこ

とが、望ましいことが多い。 
⑤以上のような配慮をしつつ居場所利用を進めるならば、長期・年長のひきこもる人に

とっても、居場所は、他の支援手法では得がたい有効な取り組みとなる可能性がある。

３ 家庭内暴力の解決に向けた支援

ひきこもりの経過中に家庭内暴力が起きることは、まれなことではない。特に長期・年

長のひきこもる人の場合、本人が長い間、主に家庭内にとどまっているため、長い経過中

に家族関係が悪化し、些細と思われるようなきっかけから家庭内暴力に進むことが少なく

ない。家族と本人が別居している場合も、多額な金銭を要求し、これを拒否すると、実家

に乗り込んで暴力をふるったり、訪問中の親に暴力をふるうこともある。

１）支援者の助言による家族および身近な人（協力者）による対応

ここでまず、家族および身近な人による「家庭内暴力への対応」について要点を述べる。

この段階にある家族は大きな不安や困惑した気持ちを持っていることが多く、支援者の協

力が大切であることが多い。

（a）家庭内暴力は、家族にとって大変なショックであり、恥ずかしいことに思われる

ため、家族の中だけで解決しようという気分にとらわれやすい。しかし実際は、家族内で

解決することは難しく、家族の外に応援を求めることが解決のきっかけになることが多い。

（b）「家庭内暴力」は、原因は何であれ現象的には「狭い家族関係の葛藤の中で起こ

る暴力」である。親も判断力を失い、場当たり的に対応することが多い。家庭内暴力の解

決のためには、まず次のような対応が必要になる。 
①暴力を甘んじて受けたりせず、暴力の被害を最小限に食いとめる。危険な時はとにか

く逃げ出す。その場の感情に流されて、暴力に対して暴力で対応することは厳に慎む。感

情に駆られて対応した後は気まずさと後悔にさいなまれることになる上に、親・本人いず

れかの感情の暴発による最悪の事態（傷害事件など）を招く危険もある。 
②家族の一員（通常母親、力の弱い弟や妹の場合もある）への暴力が始まった時には、

残りの家族全員が集まって暴力を止めることが望ましい。ただし、母親を取り囲んで保護

するのはよいが、本人を力で取り押さえることは、一層の反抗と怒り、暴力を誘発し、危

険である。また、日頃、結束が乏しい家族においては、現実問題としてこのような場面で

結束することは至難である。 
③暴力が家族の手に余る場合は、信頼できる人（友人・親戚・支援者など）に事情を伝

え、協力態勢をつくる。通常は、第三者が来訪するだけで（本人への説得などはしなくて

も）初期の家庭内暴力はその場では止まるものである。ゆっくり世間話をして帰ってもら

えばよい。第三者の協力は、こじれてからではなく、暴力が始まって間もなくがよい。

２）家族の避難について

手を尽くしても、長期間（長年月）暴力が収まらず、家族が身の危険を感じる（実際

に負傷することもある）場合は、辛い選択であるが、家族（特に暴力の被害者になりやす

い母親、力の弱い弟や妹など）が一時アパートなどに避難する必要がある。実際に筆者が

関わったいくつかの家族においても、アパートなどへの避難を助言するという危機介入的

手段をとったことがある。本人が知っている別宅に避難する場合もあるが、避難した母親

を捜し出すという面では、意外に行動的になる当事者もいるので、本人が知らないアパー

トなどへ避難することが安全である。この場合、避難の直後に、手紙、あるいは第三者を

通して ①②のように連絡する。避難は適切に運べば、本人の成長につながる可能性がある。 
①「あなたと家族双方にとって、あなたの暴力が危ないので避難せざるを得ない。あな

- 14 



たが二度と家族に暴力を振るわない、暴言も言わないと約束するならば、避難を中止する。」 
②「避難中もあなたのことを心配しているので、必要最小限の生活の世話はする。月々

の生活費は送る（振り込み、あるいは他の人を介して届ける）。緊急と思う場合は携帯電

話（親の番号は非通知）に連絡すること。家族が応対できない場合も○○さん（本人が一

目置いている叔父さんなど）が対応してくれる。」

家庭内暴力については、精神科病棟などへの入院という対応もある。しかし、入院とい

う支援方法については、関係者の見解が分かれるところであり、慎重な検討が必要である。

３）家族の避難にまつわる難問

家族、特に母親は、客観的には危険がせまっている状況にあって、何度も避難のことを

考え、持ち出す荷物まで用意した時点においても、容易に避難には踏み出せないことがあ

る。肋骨を折るような暴力を受けても、「そのうちきっと分かってくれる。親として子ど

もを見捨てるようなことはできない。」「今の仕事を放棄するわけにはいかない。」という

ような考え方に戻ってしまう。ここには、他の家族・親族あるいは世間の目(見えない圧

力)への気兼ねや恥の意識、仕事や交友関係を維持したいなど様々な割り切れない事情や

複雑な心境がある。これらは、親として社会人としてもっともな心境であるが、ここに支

援上の難問が生じる。

支援者側は、「客観的状況判断ができていない母」「その甘さが子どもの暴力をエスカ

レートさせてきた」という思いを持つこともある。しかし、現に母親がこのような迷いを

持つ以上は、その気持ちを尊重し、避難の必要性を明確に伝えつつも、避難の方針は、（少

なくとも当面は）中止せざるを得ない。この場合、危険と背中合わせではあるが、本人を

いたずらに刺激しない方法（図７：「親子間の適正距離」参照）などを活用しながら、注

意深く状況を見ていくことになる。また、危険な事態が起きた場合のために、保健所や警

察（生活安全課）などに事前相談（事前準備）をし、親への訪問支援や緊急時の対応を依

頼することも必要である。

基本原則は、「親を傷害などの被害者にしてはいけないし、若者本人を加害者にしても

いけない」であり、この視点から入念に取り組むことになるが、確実な解決方法とは言え

ない悩みと不安が残る。

４ 長期・年長ひきこもりと「家族間葛藤」の緩和・和解支援

ひきこもり期間が長くなりかつ年長化（特に、長期・年長のひきこもる人）すると、先

に触れた家庭内暴力だけでなく、多様な家族間のトラブルが生じることがある。この家族

間トラブルの緩和・和解の支援も家族支援の重要な一環である(詳しくは、竹中哲夫： 2011
参照)。事情を分かりやすくするために、簡潔な創作事例を示す（このほかに、財産問題

が絡む事例もある →５の【創作事例１】参照）。 

① A 子さん：中学時代の不登校・ひきこもりに対して、両親が心配のあまり登校を強
制した。その後、不登校・ひきこもりは解決したが、両親との交流を拒否し、親子間の和

解が難しくなった。大学を卒業し就職するが、帰省時も両親との会話を拒否している。 
② B 夫さん： 20 歳代に家庭内暴力が激しく、弟妹にも暴力がおよび、弟妹が数年間、
親戚の家に避難した。弟妹は、兄がアパートに離れ住むことを条件に家に帰った。その状

態で数年が過ぎたが、アパートでひきこもっている B 夫さんが、弟妹の了解を得て、家
族と同居したいと要望し始めた。しかし、兄が帰ることに強く反対する弟妹と折り合いが

付かず、事態は、膠着状態になっている。 
③ C 男さん： C 男さんは、 30 代半ばまで､家族がそっとしておいたため比較的波風なく
ひきこもってきた。ところが妹に縁談があり、兄のひきこもりに悩み始めた。見かねた父

親が C男さんに詰め寄ったため、父子間で口論と暴力が起きるようになった。そのため、
このままでは、家族の安全確保が難しいという不安定な状況に至った。

これらの事例においては、状況は入り組んでおり、すっきりと解決することはまずない。
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どうしたら家族間葛藤が緩和されるのか、家族が和解できるのか、状況を慎重に見極め、

時間をかけた注意深い対応が必要である。以下、「支援者が仲介して、家族成員と別々に

話し合う (同じ日に、別の日に )、家族会議を行う、などにより解決（緩和）を模索する場
合」の留意点を述べる。

（１）話し合いを始めるに先立って、家族間の争い、親子間の争いを、少なくとも当面

は、休戦にできるとよい。ただし、休戦については、親子の争い状態を考えるならば、親

の方が妥協するほかない場合が多い。｢家族の争いを避けることに専念したいので、当分

の間、働けとか将来どうするのか、などは一切言いません。協力してほしい｣などと申し

出るのである。このような話しかけができない場合は、親の側が一方的に休戦状態に入る

こともある。さいわい休戦ができると話し合いの可能性が期待できる。

（２）このような工夫をしても、ひきこもる本人が、和解の話し合いの場に出てこない

場合も少なくない。本人に、話し合いの場に出てもらうためには、「本人にとっても話し

合いの場に出ることが長い目で見て利益になる」ことを十分理解してもらう事前の準備が

必要となる。また、もともと家族と本人の間にわだかまりや争いがあるので、｢和解｣の話

をすること自体が困難であることもある。本人あるいは双方から信頼されている支援者が

間に入って調整する必要があるが、支援者にとっても双方から信頼される関係を築くこと

は難題である。家族成員の全員でなくても、ひきこもる人本人からは仲介をすることにつ

いての了解を得ることが必要であろう。

（３）こうして、なんとか話し合いの場を持っても、｢和解する｣することを前提とした

話し合いができず、お互い言いたいことを言い争うという場面をつくるしかない場合もあ

る。言い争いも一歩前進と割り切るほかないであろう。この場合も、ひきこもる人の「顔

がつぶれないよう」配慮するのも支援者の仕事である。

（４）（可能な限り）関係する家族全員の意向の確認が必要である。どのように話し合

いを進めたいか、どこに到達したいかについて、争いの渦中にある家族全員の意向を確認

しておく必要がある。和解の話し合いの中に財産問題・住居問題などが含まれそうな場合

は、争いの渦中から距離を置いている家族成員の意向も何らかの形で確認する必要がある。

支援者は、話し合いの世話役、仲介者、助言者であっても、結論を方向づける立場ではな

い。解決のための選択肢の提示、有効と思われる解決のヒントを提示することは必要であ

る。しかし、結論 (方針の選択 )は家族成員の納得と自己決定による。支援者から見ると、
最善の選択ではないと思う場合も、よく話し合った上での結論(方針)は尊重し、その結論

がよい結果に結びつくよう支援する必要がある。なお、支援者は、長期的には、家族自身

の問題解決の力（復元力）が高まるように支援する（エンパワーメント）ことが望ましい。

（５）ひきこもる人に、はじめから理性的な態度を求めることには無理がある。長年ひ

きこもっている本人の考え方はかなり偏っている可能性が大きい。気に入らないと大声を

上げる場合もある。支援者は、話したい内容は制限せず、威嚇的な態度だけは極力抑える

よう場面を取りなす必要がある。できれば「おだやかに話す方があなたの利益が守れると

思います」と事前に打ち合わせておくとよいであろう。

（６）支援者は、話し合いが短期間で（性急な）結論に至らないように配慮する。各家

族成員が十分考えるゆとりが必要である。和解すべき課題にもよるが、数回の話し合いが

必要であり、半年くらいの時間を要することもある。むりやり結論に同意させられたと思

う人がいると、結論（合意）が破綻することもあり得る。主張することも保留することも

必要である。支援者にも長い話し合いに立ち会うだけのこころの準備が必要である。

（７）ひきこもる人をもつ家族が葛藤を深めていくプロセスと、葛藤から回復していく

プロセスは、様々であるが、ある程度共通する部分を取り出すと図９、１０のようになる。
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