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第３部 鼎談 ｢ひきこもりについて～ひきこもりの多様性と支援を考える～｣

ライフステージから見たひきこもり支援（要旨）

竹中哲夫（日本福祉大学名誉教授）

はじめに

この鼎談で私が報告するテーマは、「ライフステージから見たひきこもり支援」である。

ひきこもりは、10 代後半から 50 代に及ぶ問題であり、それぞれの人のライフステージに

応じて状態像や支援課題が変化する。その意味で、ひきこもり支援は、多様な年齢の当事

者に対応した多様な配慮が必要になる。このことをひとくくりにして｢ライフステージに

対応したひきこもり支援｣と呼ぶことにする。

それぞれの支援者・支援施設の事情で、重点的な支援対象をある年齢範囲に定めること

はあろうが、多くの支援者・支援施設の取り組みを総合するとそこに｢ライフステージに

対応した支援｣の姿が浮かび上がる。そこでこの報告では、「ライフステージに対応した

支援」についてその大枠と具体的内容を概観し、今後の支援の充実のために必要な課題を

整理してみたい。その際、「4 つの時期区分」をして、「10 の支援課題」を例示する。

１ 「ライフステージに対応した支援」を論じる前提

１) ひきこもる人の葛藤と思い

ひきこもる人と語り合ってみると、様々な思いが複雑に重なって、社会への意欲が冷え

込んでいき、ひきこもり生活から抜け出せない状態であることが分かる。社会への不安・

恐怖・自信喪失感があり、それらが社会に出たいという気持ちをふさいで、少なくとも表

面上は、社会に出るという話そのものを拒否する心境になっている人もいる。

表１は、ひきこもりの青年が，時折、支援者や家族に打ち明ける内容の例示である。親

が心配するのは当然と思いながらも｢心配そうにされるのはいや｣なのである。他方では、

自分の健康面（普通にやっている面）は認めてほしいのである。自分の現状に心を痛めて

いるだけに、友人関係は、境遇の違いを思い知らされる辛い場面になりがちである。たま

にアルバイトをしても軽く見られていることに傷つくことが多い。与えられた作業につい

て行けないこともある。また、「外に対して関心を(もちたくても)もてない。」「興味が(わ

くことを願っているけれども)わかない。」「外へ出なければと思うけれども、出て行きた

いと思えない。」「（変わりたいけれども)変わりたくない(変わるのが怖い、変われそうに

ない)」という葛藤に悩む青年もいる。これらの葛藤に配慮（理解･共感）しつつ、慎重に

支援関係（葛藤を和らげる、心を温める関係）を築いていく必要がある。

表１ ひきこもる人の葛藤(思い)の例示

(a)「言っておきたいことがあります。必要なとき以外は、話しかけないで。必要なと

き以外は、そばにも来ないで。人の様子を見に来ないで。心配そうな顔をしないで。私

のことをよその子だと思って」(中学生、女性、以後ひきこもりへ)

（b）「（両親が何でも黙って聞いてくれるとしたらいいたいことは？）一つあります。

私は、登校拒否はしていますが、その他は普通の女の子です。家の手伝いもします。テ

レビも見ます。好きなアイドルもいます。少ないけれど友達もいます。登校拒否をして
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いるためすべて認めてもらえないのです。」（高校生、女性、不登校）

（c）「いろいろ心配してくれていることは分かります。でも私は、イベントなどに連

れて行ってもらっても外に対して関心をもてない、興味がわかない。話したい、外へ出

ていきたいと思えない。一人でいる方がよいです。今の自分から変わりたくないです。

だからあまり人の集まるところには誘ってほしくありません。病院のデイケアにも行き

たくありません。そっとしておいてほしいです」(20 代後半女性、自宅ひきこもり)

（d）「スポーツで海外遠征が重なり、A 国にも滞在しました。あちこち呼ばれて賞賛を

受けました。一番がんばった時代です。帰国して、さあこれからはどうして暮らそうと

考えたのですが、何も思い浮かびません。こんなはずではないと思っている内にひきこ

もり生活に移行していました。壁をたたき、胸をかきむしるほどの苦しみを味わいまし

た。」（20 代後半男性、カウンセリングでの発言、2 年ひきこもった後アルバイトへ）

（e）「学生時代の友人に誘われ、数年ぶりにグループ旅行をしました。はじめは楽し

かったのですが、話題が、仕事、趣味、家族、職場の人間関係になると全く話が合いま

せん。結局境遇の違いを見せつけられ、惨めな、さんざんな思いで帰ってきました。以

後つきあいをしていません。｣（30 代前半男性、自宅ひきこもり）

（f）「親は働け、働けといいますが、そんな簡単なものではないです。アルバイトを

してずいぶん馬鹿にされてきました。名前も呼ばれないのです。高校中退がたたってい

ます。給料は安くても、『君がいるおかげで助かっている。君は重要なメンバーだよ』

といってもらいたいのです。存在感がほしいのです。・・・今回は、せっかくよい仕事

があったのですが、作業のテンポが速過ぎて、疲労が蓄積しました。そのうち意欲が減

退し自宅にこもってしまいます。｣（30 代後半男性、自宅ひきこもり）

２）ひきこもり支援の４つの要素（主体）と相互関係

このような出口をふさがれた状態にあるひきこもる人たちの支援には、本人をはじめ多

様な主体および社会資源が有機的に結びつき、長期的・包括的支援態勢を築く必要がある。

図１ ひきこもり支援の４つの要素（主体）と相互関係
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②親・家族の支援

本人、親・家族、支援者、社会資源・制度の 4 者（主体）が適切にかつ緊密に

結びつくことにより包括的支援が実現する。

図１は、ひきこもる本人という主体を中心に多様な主体と社会資源が総合された状態を



- 3 -

示している。なお、長期的とは「ライフステージに対応する支援」ということでもあり、

この報告の中心的キーワードである。

３）ひきこもる人の個別の諸事情・状態像（アセスメント）と支援の選択

ひきこもる人の状態像の多様性と多様な支援をどのように組み合わせるかということ

は、支援関係者の基本的課題の一つである。図２は、ひきこもる人の個別の諸事情と諸事

情をを考慮しつつ支援内容（あるいは支援内容の組み合わせ）を選択する作業を模式化し

たものである。

図２ ひきこもる人の個別諸事情を考慮した長期・総合支援方式のイメージ図

ひきこもる人の個別の諸事情 状態像 年齢、精 神 家 族 健康度 困 難 地域特

（ひきこもり状況）の例示 （右の諸 性別、医 学 状況 （生活 度（不 性、学

－アセスメント－ 要素の全 ひきこ 的 診 （ 高 力・社 安 ・ 校・職

可能な支援 その人を知る 体的まと もり期 断 齢化、会生活 対 人 場環境

内容の例示 支援ニーズを知る め・関連 間など 経 済 力・希 関 係 ・社会

－多様な支援方法－ づけ） 問 題 望 な 困 難 資源状

どんな支援方法があるか など）ど） など）況など

①家族・本人カウンセリング、訪 （支援目的、支援方法、関与する支援者、

問サポート、手紙サポートなど 支援の場、支援期間など）

②家族・本人支援ソーシャルワー 必要かつ可能な支援方法の選択

ク、親の会、兄弟姉妹の会など 支援方法の組み合わせ

③居場所・当事者会・作業所など －支援実践－ －支援評価－

（何をなしつつあるのか、

④就労準備支援、就労支援（職業 何をなしえたのか）

紹介、ジョブコーチなど） 支援の経過・課題

⑤精神科的治療（精神療法・薬物 各支援の効果・課題

療法・精神科デイケア・入院等） 諸支援の総合的効果・課題

２ ライフステージをどう区分けするか

この報告では、支援内容にライフステージという時間軸を加えることになる。ライフス

テージの区分には多様な基準にもとづき、多様な区分の方式が考えられるが、一つの試案

として、ひきこもる本人と主たる生計維持者（通常父親、母親のこともある）の年齢を中

心に「ひきこもり状況の類型」を想定し、「各類型に必要な支援」を検討することにした。

図３は、「ひきこもる人の年齢と親の年齢による類型」と「必要とされる支援」の見取り

図（概念図）である。

図３を参照しつつ、とりあえず、常識的・便宜的にライフステージを４期に区分してみ

た。ひきこもり期間は、ひきこもり開始年齢がまちまちなので、必ずしも年齢とは比例し

ないが、概して、年齢が高い群では、ひきこもり期間は長くなっているであろう。
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図３「ひきこもり状況」と「支援」の関係(社会復帰支援と生活経済支援)の見取り図

【子ども（ひきこもる人）の年齢・ライフステージ（例）】

〔←第1期〕 〔第2期〕 〔第3期〕 〔第4期→→〕

(15,6 歳~20 歳頃） （20 歳~35 歳頃） （35 歳~40 歳頃） （40 歳~50 歳以後）

15，6 歳（学籍保持の場合も）30 歳（学籍なし）40 歳 45 歳 50 歳

不登 20 歳 ＊

校支 社会 生活・就労支援が 中核となる時期 （条件によ って伸び る→）

援の 不登校

時期 支援も 親亡き後 の支援

親の経済的困難 の支援 （準備）(実施)

(ライフ プラン)

(40 歳） （45 歳）現役労働者（55 歳） 退職（65 歳） 年金生活 （75 歳）

(45,6 歳） （50 歳）現役労働者（60 歳） 退職 （70 歳）年金生活 （80 歳）

【親(主たる生計維持者)の年齢（子どもの年齢＋25歳 と ＋30歳の場合を例示）】

＊条件：本人の健康、親の健康、親の経済力、社会的包括的支援の存在など含む

各段階の特徴を簡潔にまとめると以下のようである。

〔第1期〕思春期・青年前期（15，6歳前後から20歳前後）

不登校支援、復学支援（専門学校などへの進路変更も含む）が可能であり、現実の課題

となる時期である。精神障害などの問題(疑い)がある場合は、精神科医療につなげること

が課題となる。居場所への参加支援、段階的な就労支援なども必要である。

〔第2期〕青年期（20歳前後から35歳前後）

ひきこもっているとは言え、本人の気力・体力も相対的に旺盛な時期である。社会参加

に向けての支援(家族関係調整、社会生活支援、就労に向かう支援、多様な人間関係形成

支援）が重要な課題となる。精神障害などの問題がある場合は、精神科医療につなげるこ

とが課題となる。

〔第3期〕青年後期・壮年期（35歳前後から40歳前後まで）

原則として第 2 期における支援と共通の支援を気長に続ける必要がある。ただし、この

時期には、｢長期・年長ひきこもり（ひきこもり期間 5 年以上・年齢 30 歳以上）｣に該当

する人が多くなり、本人の社会参加への意欲が減退している場合も少なくない。親の高齢

化が進み、退職・年金生活に移行する時期であり、家族の生活・経済課題が深刻になるこ

ともあるので、これらの面からの支援が課題として浮上する。

〔第4期〕壮年期・高年齢期（40歳前後以後から50歳以上）

第 3 期の年齢層の人の支援は多くの困難が伴うことから、第 4 期に加わる人の増加が予

想される。第 3 期の支援活動が活発に継続されている場合は、引き続き支援効果が期待で

きる。しかし、支援活動が滞ったり中断されたりしている場合、本人（および家族）の意

欲も低下していることが多く、本人が新たに諸活動を再開することが難しくなる。家族の

生活・経済問題が深刻になる可能性も高い。ひきこもっているままで生きていける支援も

必要になる。現行の保健医療・福祉制度の活用と制度の改善、新たな制度の立ち上げが必

要となる。さらに、親亡き後の生活保障・ライフプラン（仮に「長期生活（人生）・経済

設計」と呼ぶ）も課題として浮上する。
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３ 各ステージにおける「支援課題（例示）」と支援内容

ここで各段階（ステージ）における支援課題を例示し考察する。なお【例示２】【例示

３】【例示４】は、〔第1期〕にまとめて掲げたが、各時期に共通する内容である。

１） 〔第1期〕思春期・青年前期（15，6歳前後から20歳前後）

【例示１】不登校児の経過の長期把握と支援

いくつかの統計によると、ひきこもる人の半数前後は不登校の経験者でもある（境泉洋

他：2010、2011 他参照）。不登校とひきこもりには深い関係があると推定できるであろう。

不登校状態にある児童・生徒を、卒業したからといって、そのまま忘れてしまってはな

らない。卒業後の経過を把握し、ニーズを知り、当事者の希望をふまえて、必要な支援を

用意しなければならないであろう。例えば、卒業後も少なくとも１年ごとに手紙を書いた

り、訪問したりして、連絡を取り、現状やニーズを把握することが望ましい。連絡に応答

があり、支援ニーズがあれば、相談に応じ、「支援ニーズ」を「多様な社会資源」につな

ぐことが望ましい。このような取り組みは、広く学校関係者の課題であるが、スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーを積極的に活用することによって対応できる部

分が大きいのではなかろうか。

なお、この時期の支援は復学支援に限定されるものではない。訪問サポート（手紙サポ

ート：手紙・葉書・メールによる関係形成を含む）を継続し、（信頼できる）フリースペ

ース・居場所につなげること、居場所で軽作業が用意されている場合、軽作業につなげる

ことも有益である。ひきこもり期間にもよるが、あまり長期間でない場合は、社会に対す

る親和性はそれなりに維持されていることもあり、訪問サポーターが、散歩、町歩き、図

書館の利用、商店での買い物、コンサートや映画鑑賞、短期アルバイトなどに誘うことも

できる。ひきこもり期間が長く（2、3 年以上）、訪問を受け入れない人の支援の場合、手

紙・葉書・メールの交流からはじめて、時間をかけて関係形成をする工夫が必要である。

不登校問題（その後のひきこもり問題）について、学校が、学校後の支援を引き受けて

いる学校外の支援者・施設・機関（社会資源）と連携する必要がある。また、学校外の、

ひきこもり支援に関わる諸機関・施設も学校と連絡を取り、相互に力を合わせて取り組む

ことが望ましい。このようにして、不登校人口がひきこもり人口に移行する流れを把握し、

その流れを減少させるための積極的な支援が求められている。

【例示２】ひきこもり支援の独自の困難

「ひきこもる人の一定数は、ひきこもり期間が数年程度以上に長期化しており（従って

年齢も 20 歳代・30 歳代を超えることが多い）、たまに外出はするものの、ほとんどの時

間を家の中で過ごし、家族に対しても必要最小限の関係しか持たず、多様な社会資源があ

ってもそれを使う意欲・気力に乏しいこと、あるいは拒否的にさえなる」（この傾向は、

第 2 期、第 3 期、第 4 期に進むに従って深刻になることが多い）。ここに「ひきこもり問

題の独自の難しさ」「ひきこもり支援の独自の困難」がある。ひきこもり問題の独自の難

しさを踏まえた支援のあり方を次の３点にまとめてみた（表２）。

表２ ひきこもり問題（支援）の独自の難しさ

①家族･支援者の根気強い誘いにもかかわらず相談室などを訪ねることが難しい。支

援者の訪問サポートを受け入れないばかりか、支援者からの手紙・葉書を拒否したり、

手紙が届いても読もうとしない事例もある。その意味では、訪問サポートや手紙（サポ
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ート）を受け入れ(返事も書ける)、さらに進んで多様な社会資源（相談室、居場所、作

業所など）を利用するようになれば、ひきこもり支援は「一つの大きな山」を越したこ

とになる。

②有効な支援関係形成までの道が険しく、「万策尽きた」「ありとあらゆることを試

みたが事態は好転しない。むしろ険悪になった」と家族が訴えるような状況になること

もある。このような困難な状況においてもあきらめることなく、さまざまな工夫をしな

がら長期的な支援を継続する中で、本人の動きが少しずつ見えてくることもある。

③精神障害などの問題(疑い)がある場合は、精神科医療につなげることが課題となる。

しかし、第 1 期においてもそれ以後においても、本人が自己の状態を認識し（いわゆる

「病識」を持っており）、治療を受けたいという意欲を持っていることは少ない。ある

いは意欲はあっても身動きが取れないこともある。

【例示３】「ひきこもる人へのゆるやかな（今より少し自由になる）支援目標」

支援者にとって、支援を受け入れないあるいは拒否する人に対する支援は、矛盾した面

を持っている。それでも支援をするか、支援をあきらめるか。前者は支援の押しつけにつ

ながりかねない。後者は、支援の放棄（支援者の責任放棄）と紙一重である。筆者の場合、

「ゆるやかな支援目標の設定」(表３参照)によってこの難問を乗り切ろうと考えている。

表３ ひきこもる人へのゆるやかな（今より少し自由になる）支援目標（例示）

①極端な不安や抵抗なしに、家族との交流ができる。

②日常生活の中に小さくても楽しみを見つけることができる。ペットの飼育、パソコ

ン、新聞、テレビ、音楽を聴く、等多様な方向に少しでも楽しみを見つけることは

大切である。こうした楽しみを発見できるよう支援する。

③極端な抵抗や不安なしに、家族以外の一人（できれば二人）と交流ができる。

④極端な不安や抵抗なしに、友人（異性も含む）や知人と交流できる。

⑤極端な不安や抵抗なしに、ある程度自由に地域社会との交流（買い物、公共機関の

利用、居場所・当事者会・趣味のグループへの参加、デイケアへの参加など）がで

きる。

⑥極端な不安や抵抗なしに、また、短期間（半日、1 日だけでもよい）であっても何

らかの仕事（家事手伝い、家業手伝い、ボランティア、アルバイト）ができる。

⑦極端な不安や抵抗なしに、健康管理上・生活維持上必要な対応をとることができる。

医療機関、福祉機関などを訪れ、自分の状況を話し、援助を求めることができる。

【例示４】回復過程の支援ーひきこもっているとき以上に慎重な支援をー

ひきこもっていることは、ひきこもる人にとって、不安に駆られやすい状態であるが、

一面では、安心できる（とりあえず外の危険に身をさらさないで済む）状態でもある。

支援によってあるいは自己努力によって、回復の過程をたどり始めたときは、新たな大

きな不安・葛藤・緊張に直面する時期である（「大丈夫だろうか」「また失敗するのでは

なかろうか」「慣れないことが多いが何と思われるだろうか」「人の目が気になる」「とに

かく疲れてくたくたである」などなど）。大切なことは、支援者・親の双方が、「ひきこ

もりからの回復」が始まった時期に安心してしまわないで、慎重な支援を継続することで

ある。

居場所に出る、友達（異性を含む）とつきあい始める、アルバイトを始める、学校に通
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い始めるときの不安・心配・疲労感を十分受け止め、発生したトラブルの解決を支援する

ことにより回復が徐々に軌道に乗る。3 か月~1 年くらはこの支援が必要である。例えば、

本人がアルバイトを始めたとき、支援者や家族には、「これから先も行きつ戻りつの経過

がある」と予想する慎重さが必要である。「もう大丈夫」「よかった」と家族が喜びすぎ

ることが本人の負担になることも少なくない。回復過程は、支援の難しさ（デリケートな

配慮を要する）を痛感する時期でもあると予期しておくことが安全である。

２） 〔第2期〕青年期（20歳前後から35歳前後）

【例示５】就労に向かう支援

第 2 期において、まず関係者が着目することは、就労をどのように実現するかというテ

ーマであろう。ここでも標題を「就労支援」とせずにあえて「就労に向かう支援」とした

のは、「ひきこもり状況→就労支援→現実の職場における就労の実現→ひきこもり問題の

解決」というように状況が直線的に進むことは少ないからである。

就労への道は多様であり、「ひきこもり状況→訪問サポート（手紙サポート）→相談室

への通所→並行して精神科治療→居場所への参加→地域社会への関わり→就労支援（居場

所・作業所などでの就労支援、家庭内での就労支援：いわゆる内職）→現実の職場におけ

る就労の実現→職場における対人関係トラブル等への支援→家族関係の改善・修復→ひき

こもり問題の緩和あるいは解決」というような長く紆余曲折に富んだ道のりをたどること

が多い。

家族も支援者も本人も、このような複雑な道のりについて理解を深めておく必要があろ

う。そうでなければ、就労支援が円滑に進まないことにより、あせり、失望感、あきらめ

などの思いに襲われるからである。就労支援は重要な取り組みであるが、就労支援だけが

独立に果実を生むのではなく、総合的な支援の流れの中に位置づけられた「就労に向かう

支援」が、他の支援の果実と呼応しつつ、一定の果実を生んでいくものであろう。

まずひきこもる人本人が相談機関や居場所、共同居住施設に関わるまでの道筋をつける

までが大きな支援課題である。その後もそれぞれの当事者に合った、それぞれの当事者に

与えられた機会を活かしながら、その後の道を支援者と共に気長に切り開いていくことに

なる。これまでの様々な支援事例に目を通すと、就労への多様な道筋が見えてくる。

【例示６】家庭内暴力の解決に向けた支援

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

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。

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。

（１）家庭内暴力は、家族にとって大変なショックでありかつ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。

（２）「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。
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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，時には力の弱い弟や妹を含めて）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数家族においても、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次のように連絡する。

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

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。

【例示７】家族間葛藤（争い・拒絶）の緩和と和解の支援

ひきこもり期間が長くなりかつ年長化（特に、30歳以上で、5年以上ひきこもる人）す

ると、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。

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。どうしたら家族間葛藤が

緩和されるのか、あるいは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ったり、家

族会議などにより解決（緩和）を模索する場合の留意点のいくつかについて述べる。

（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。｢どうしたら家族の争いを避けることができるかに

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さえできない場合は、親の側が

一方的に妥協した状態に入ることもやむを得ない。この休戦自体が難しいのであるが、休

戦ができるとその先の話し合いの道が開ける。

（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
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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。結論は家族成員の納得と自己決定による。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）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い

うのでは、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。

【例示８】恋愛・結婚・子育て問題への支援

第 2 期に多い課題として、恋愛・結婚問題（あるいは異性問題）・子育て問題を取り上

げておきたい。ひきこもる人たちは、異性との出会いを言う以前に、人との出会いが決定

的に少なく、かつ、定職・定収入がないため、恋愛・結婚・子育ての機会から阻害される

可能性の高い人たちでもある。これはひきこもり支援において正面切って議論されること

が少ない難問でもあるが、多くの当事者（本人・家族）にとって、切実・深刻な問題であ

る。恋愛や結婚は、高度に個人的で主体的選択(基本的人権)に属することであり、他者が

あれこれ干渉・介入することではないであろう。しかし、恋愛や結婚を望んでいても適切

な機会がない若者が少なくないとすれば、そこに何らかの私的・社会的支援の必要性が浮

上することもまた否定できない。

筆者は、この問題を積極的に検討し、多様な恋愛・結婚のかたちを受けとめ支援するこ

とができないか、と考えてみたいと思う。現代社会では、「男性が外で働き、女性が家事

・育児をする」だけでなく、「両方が働き、家事・育児を分担する」ことがある程度常識

化している。これをさらに進めて、「女性が外で働き、男性が家事・育児をする」へ、さ

らに状況に応じては、「女性が外で働き、男性が家事・育児をする。男性が社会生活や育

児に抵抗（難しさ）がある部分は、第三者（支援者、ホームヘルパーなど）が支援する」

というしくみなどを検討することである。従来の性別分業役割意識の枠を超えた検討が必

要である

３） 〔第3期〕青年後期・壮年期（35歳前後から40歳前後まで）

【例示９】「働き方の視点の変革」と多元的活動論

（１）ひきこもる人と働くことの難しさ

第２期とも共通の課題であるが、ここで「働き方」という視点を取り上げておきたい。

ひきこもる人（当事者）の親・家族、さらに支援者も、ひきこもる人がやがてはある程度

継続的に働いてなにがしかの収入を得ることを（表だって、あるいは、心密かに）期待し

ている。ひきこもる人本人も、いつかは働いて収入を得ることを願っていることが少なく

ない。しかし、ひきこもる人にとって、家から外に出ること、家族以外の誰かとつきあう
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こと自体が大変な困難を伴うことであり、継続的に働いて収入を得ることは夢のまた夢で

あることも少なくない。働くことに対する抵抗感が想像以上に深刻である事例が少なくな

い。しかし、ひきこもる人は、長く働かないことによって、ますます社会的疎外感を深め、

気力・体力を喪失し、家族関係も不安定にしてしまいがちである。このことがさらに働く

ことに対する抵抗を強める、という好ましくない循環が生じる。

問題は、ひきこもるあるいはひきこもりがちな当事者に適合する（手を出してもよい）

仕事が少ないことにもある。また、当事者に適合した働き方が社会的に十分受容され、評

価されていないことにもある。

このような問題を克服するためには、「働き方の視点の変革」が必要である。

「働き方の視点の変革」とは、端的に言えば、雇用型の就労だけではなく、多様な働き

方(ボランティア活動、家事・家業手伝い、その他)を構想することである。さらに進んで、

このような多様な働き方を社会が受容・評価する（所得保障にもつなげる）ことである。

樋口明彦（2007）の「多元的活動」論は、この問題を考えるための示唆に富んでいる。

「今日、働くことは必ずしも雇用を意味するわけではない。賃金という名目にとらわれ

ず、人間が従事する社会活動全般を視野に収めるならば、労働の含意は思いのほか広くな

る。リク・ヴァン・バーゲルらは、現代社会における労働概念の中に、①家事・介護・看

護・育児などの無償労働から日曜大工仕事までを含む『自給自足的な仕事』、②親戚・友

人・隣人間での手助けや地域におけるボランティア活動などの『コミュニティ活動』、③

法的規制の及ばない範囲で金銭を伴った財やサービスをやりとりする『インフォーマルな

交換活動』、④法的規制が及ぶ『正式な雇用』という４類型を見出している。」

「依然として、資本主義社会の中で雇用という働き方は大きな部分を占めているものの、

そのような枠にとどまらないオルタナティブな働き方＝生き方の可能性があらわれつつあ

る。アンドレ・ゴルツは、なかばユートピア的な自らの社会構想として、自律的な『多元

的活動 multi-activity』があらゆる成員に可能な社会を提示している。」

上に引用した樋口の「多元的活動」論は、現実問題としては手の届かない「ユートピア

的社会構想」のように見えるが、その含意するところは、大いに味合うべきであり、ひき

こもる人の支援において、小規模ではあるが実際に行われていることでもある。当面この

ような構想をひきこもる人の家族・支援者の間で共有するだけでも視界が少しは明るくな

り、可能な手立てがおぼろげながら見えてくるのではなかろうか。「ひきこもる人が働く

ことに関する支援」は、今後ますます、このような「社会構想」（つまり働くことの視点

の変革）とつながっていくのではなかろうかと思う。

4） 〔第4期〕壮年期・高年齢期（40歳前後以後から50歳以上）

【例示１０】「ライフプラン」をめぐる支援と課題

（１）ライフプランをめぐる支援の概要

残念なことであるが、支援体制の現状では、第 3 期までにひきこもり状態が解決せず、

第 4 期に移行する人たちがいる。第 4 期にある人たちは、ひきこもり期間も長くなり、家

族の問題も深刻になっていることが多い。この時期においても、親・家族、あるいは熱心

な支援者は、本人の社会復帰に向けての支援を継続したり、新規に支援を開始したりして

いる。しかし、多様な課題が未解決のまま積み重なってこの時期に押し寄せてくるため、

当事者も支援者も苦しんでいる場合も少なくない。さらには、本人も親・家族も社会復帰

支援をあきらめている場合もある。本人も親も健康を害していることもある。家族の生計

が苦しくなっている場合も少なくない。「高年齢化（親も本人も）するひきこもり問題」
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「親亡き後のひきこもり支援」「ライフプラン支援」という問題が切実さを帯びてくる。

すでに、2007 年度青少年健康センター・シンポジウムの畠中雅子のレジメ「ひきこも

り・ニートとライフプラン－ひきこもりのお子さんのライフプランを立てる－」には、次

に抜粋するような項目が掲げられている（このシンポジウムでは斎藤環も重要な問題提起

をしている）。

「１ 親の資産を整理する

①まずは親の資産を洗い出す

②（省略）

③親の資産で、お子さんは何歳くらいまで生活できるか、計算してみる

④（省略）

⑤「親の資産の管理は誰に委ねるか」を具体的に決めておく

２ 親の資産を増やす方法・遺す方法

①一時払終身保険に入って、特定のお子さんに財産を遺す

②（省略）

③（省略）

④自宅を賃貸併用住宅に建て替える

⑤金融商品型リバースモーゲージを活用する」

当時、このような議論に触れた筆者は、「ひきこもり対応問題はここまで来たのか」と

いう感慨を覚えたものである。しかし、ひきこもる人の親の病気や親亡き後の生活は、大

変重い課題である。筆者自身が関わっている相談の中にも、本人は 50 歳近く、父親は、80

歳近いという家族がある。このような家族を想定すると、畠中のいうような「ライフプラ

ン」の取り組みが、現実的課題となることは十分理解できる。しかし、理想論という批判

もあろうが、筆者には、「社会生活支援が充実すれば、将来ライフプラン的支援に移行す

る人を少なくすることが期待できる」という願望がある。逆に言えば、「社会生活支援が

未確立の現状では、やむなくライフプラン的支援を必要とする人が増えてしまうであろう」

という懸念である。

（２）ライフプランを有効にするための第三者支援機能の活用

親による世話が難しくなった場合、何らかの形で、ひきこもる人のライフプランを設計

することになるが、その際、「第三者支援機能」の多面的な活用が重要になることがある。

財産は残したあるいは生前贈与したが、その財産をどのように活用するのかが難問になる

当事者がいる。お金はあっても病気の時に病院にも行けない、様々な必要が生じたときに

役所に手続きに行くことができない、何よりも日常必要品を購入するために外出すること

ができない、必要が生じたときに業者などの人と交渉することができない、などの課題が

生じるからである。ここに第三者支援の必要性が浮上する。なお、斎藤環（2007）は、「ひ

きこもりを生き延びるために」として、第三者の役割に関わって、「両親からの生活費支

給を早い段階で中止し、第三者（治療者、支援者など）から定期的に生活費を貸し与える

システムを構築する」という独自の提案をしている。

さて以下、親による支援が難しくなる事情や必要な支援課題を整理する。

a)親の病気・親亡き後に本人が直面する苦境ー「親による世話」の内容ー

ひきこもる人の多くは、長年、親による多面的な世話を受けている。「親が世話をして

いる」という一言の中には次のような内容（例示）が含まれている。

①日常生活の世話（衣食住特に食生活の補助・買い物・通信連絡の補助）

②経済生活の保障（親の収入から本人の生活に必要な経済的負担をしている）

③こころのケア・話相手（情緒不安定になりがちな本人の世話，暴力への対処）

④社会復帰・就労などに向けた世話（本人が受け入れない場合も含めて世話をする）

⑤病気の時の看病（本人が医者にかからないことが多いので親が無理をして看病する）

これらの世話の内容はかなり重いものである。親・家族によるこのような世話ができな
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くなったときに、第三者による支援を活用しなければならない。

b）必要となる支援内容と支援者が克服しなければならないひきこもる人の状態

第三者がひきこもる人を支援するという場合、支援者としては、福祉・保健・労働など

の行政職員や NPO（ひきこもり支援施設）職員、開業している社会福祉士など、医師・PSW

・心理士・保健師など医療関係者、弁護士など法律関係者、などが考えられる。ここでは、

「これまでにひきこもる人と支援関係を築いてきた支援者」と「今後の多様な制度対応な

どに対応する新たな支援者」との連携・共同作業が大切である。

（親の病気・親亡き後の第三者支援の内容例示）

親の病気や親亡き後の第三者支援には次のような内容が考えられる。

①日常生活の世話（衣食住・買い物・通信連絡の補助）。

②経済生活の保障（親の遺産の管理、生活保護法による保護費の受給）。

③こころのケア・話相手（情緒不安定になりがちな本人の世話）。ここでは親を亡くし

て、様々な意味で気落ちしている本人を少しでも慰めるという課題がある。

④社会復帰・就労などに向けた世話（本人が受け入れない場合も含めて世話をする）。

⑤病気の時の看病（本人が医者にかからないことが多いので、医療機関と連携する。訪

問医療などを活用する）。

⑥年金制度、生活保護制度を活用する。

⑦成年後見制度（法定後見制度、任意後見制度）の利用を検討する。

⑧日常生活自立支援事業の利用を検討する。

⑨その他利用できる制度の利用を検討する。

以上（①～⑨）からも明らかなように、ひきこもる人に必要なライフプランには、金銭

的な対応だけではなく、生活全般にわたる多様な支援が必要となる。

（支援者が克服しなければならないひきこもる人の状態）

これら（①～⑨）の支援が有効に実施されるためには、支援者はひきこもる人の次のよ

うな状態を克服しなければならない。

①支援者に会いたくない、会わない、拒否する。

②行政や社会福祉協議会に出向きたくない、出向くことができない。

③行政や社会福祉協議会の職員が訪問しても、会いたくない、会わない、拒否する。

④医師の診察・往診を受けたくない、拒否する。

⑤就労支援などにおいては、まずハローワークに行きたくないか行かない、行っても就

労の意思を表明しない。

以上（①～⑤）からも明らかなように、ひきこもる人を多面的に支援するためには、ひ

きこもる人が社会生活や人間関係に対してもっている様々な抵抗や困難にどう対処するの

かを考えておかなければならない（これらのことはひきこもり支援の課題そのものでもあ

る）。特に、ひきこもりが長い年月にわたる人には様々な障害が併発する可能性があり、

支援者に重い課題を投げかけることになる（中垣内正和他：2010 参照）。

４ ひきこもり支援の課題・論点

これまで述べてきたことを踏まえ、今後のひきこもり支援の課題あるいは論点を大づか

みに掲げておきたい。

（1）憲法的視点・人権的視点・社会問題としての視点の必要性

ひきこもる人（特に長年月ひきこもっている人）は、憲法的視点から見るならば、健

康で文化的な生活から阻害され、幸福を追求する機会を奪われる可能性の高い人たちでも

ある。これは、基本的人権が十分守られていない状態であるといえよう。このような人が

少なくとも二十数万人規模で存在することは、日本社会が内包した大きな社会問題であり、

ひきこもり支援は、社会保障・社会福祉の避けがたい課題であり、官民の取り組みの連携
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・総合化が必要である。その際、ある特定の年齢段階に限定された支援ではなく、ひきこ

もる人およびその家族のライフステージを展望した長期的支援の構築が望まれる。

（2）「ひきこもり支援の独自の困難」の理解を広げる必要性

ひきこもりの特効薬的解決方法、どの当事者にも短期で奏功する支援方法は現時点では

見当たらない。これは、ひきこもり問題が、教育問題（不登校・高校中退問題）、生活問

題、労働問題、障害問題、家族問題、疾病問題などを複雑に内包しているだけではなく、

当事者の特性上、社会との関係形成が非常に難しいという意味では他の問題に還元できな

い「独自の困難」をもっているからである。また、ひきこもる人は、さまざまな事情で、

社会とうまくやって行けず、支援を拒否するように見えることもある。このような人々を

支援するにおいては、彼らを社会に向けて誘うだけではなく、社会の方が彼らに大きく歩

み寄る必要がある。特にアウトリーチ型の支援は、ひきこもる人への社会からの接近（歩

み寄り）という意味を持つ働きかけでもある。

（3）親・支援者の課題再認識の必要性

ひきこもり問題をめぐって、労働観の見直し、恋愛・結婚問題、ひきこもり支援のため

の法制度の活用と新たな法制化（あるいは現行法制度の改善）の課題、ライフプラン議論

など、多様な問題が浮上しているが、これらの問題に関する親・支援者の積極的な姿勢（考

え方の変革）が期待される。特に支援者には、日常の支援活動だけではなく、ライフステ

ージを展望した支援体制が確立するよう発言し行動すること(ソーシャルアクション)が求

められている。また、これらの諸課題に積極的に対応するために十分な学習・研究と合意

形成が望まれる。

（4）支援方法論の一層の充実と支援者の養成・確保などの課題

ひきこもり支援は、制度的基盤の充実がなければ成り立たないが、いわゆるソフトの部

分である有効な支援方法論の研究・開発も必須の課題である。官民の垣根を越えた支援者

のネットワーク形成も重要な課題である。また、支援をになう各分野の支援者の養成確保

も欠かせない課題である。これらの支援者が長く働き続けられる支援施設・機関の整備も

欠かせない。
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