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第２部 ディスカッション「支援の現場から」 

～診断、訪問、社会参加・就労支援～ 

近藤直司（精神科医） 山梨県立精神保健福祉センター／山梨県中央児童相談所 

新村順子（保健師）  東京都精神医学総合研究所 

榊原聡（精神保健福祉相談員） 名古屋市精神保健福祉センター ここらぼ 

 

○近藤直司氏ご発言 

 「青年期ひきこもりケースの精神医学的背景と支援（総論）」 

 それでは第２部を始めたいと思います。司会と進行を仰せつかっております、近藤と申

します。私は司会も兼ねておりますけれども、最初に少し、ひきこもり事例の精神医学的

診断とか、この後の流れの総論になるような部分をお話しさせていただくつもりです。そ

のうえで、新村さんには、家庭への訪問という活動についてお話をただく予定です。それ

から榊原さんには、グループ支援とか、それから社会参加へつなげるところの支援につい

てのお話をしていただく予定です。一人ずつ 20～25 分ぐらい話をして、その後、対談形式

で話し合いをしていきたいと思っています。 

 それでは、まず、私の方から、「青年期ひきこもりケースの精神医学的背景と支援」につ

いて、お話をさせていただきます。 

 第１部でも十分話題になったところですが、ひきこもり問題の背景要因についてです。

改めて申すまでもないと思うのですが、確認しておきたいと思います。生物的な要因、例

えば精神疾患であるとか生来的な知的発達のおくれであるとか偏りであるとか。それから

心理的な要因、不安であるとか怖さであるとか、自尊心の傷つきあるいは、あることにと

らわれの気持ちが強くなってしまって動きがとれないとか、希望が持てないとか、落胆と

か、そういう心理的な要因。それから社会的な要因、家族状況ですとか友人関係、学校・

職場あるいは私たちが暮らしているこの地域や国の文化とか社会状況とか経済状況とか。

社会的要因も含めていろんなことが絡んでいるだろうというふうに言われています。 

 こういった問題がさまざまに絡み合って、ひきこもりの問題という現象は形成されてい

るんだろうという、そういうふうに多くの方が考えておられて、第１部のお話を伺ってい

ても、これはすべての先生方に共通していた認識だと思います。 

 この生物的な要因と、それから心理的な要因というのは、御本人さんの抱えておられる

問題なので、これは御本人さんが抱えている脳とこころの問題、あるいはメンタルヘルス
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の問題──齊藤先生もメンタルヘルスの問題という言い方をされていましたので、私も、

御本人さんのメンタルヘルスの問題というふうにまとめておきたいと思います。御本人さ

んのメンタルヘルスの問題をきょうは中心に話していきますけれども、環境要因、社会的

な要因はとても重要だということは最初に申し上げておきます。 

 この、ひきこもりの背景にある、脳とこころ、メンタルヘルスの問題についてお話しし

ていきますが、この後、私は、相談ケースの診断名について述べていくことになりますが、

診断名というのは、専門職の間では通用しやすくても、一般の方もたくさんおいでの、き

ょうのような場では、診断名だけで話を進めていくのは適切ではないと思いますので、後

では診断名を使いますけれども、一般的な言葉遣いで言ったらどうなるかというようなこ

とを最初にちょっとお話ししておきたいと思います。 

 例えば、ひきこもりの背景にあるメンタルヘルス問題としては、幻聴や妄想といったよ

うな精神病症状が起きていて、それで人を避けて外出もしなくなっている、といった場合

があり得ます。これは、もし後で診断名をつけるとすれば、統合失調症ということになる

かもしれません。それから、意欲や活動性が著しく低下していて、半ば寝たきりみたいな

生活が続いているなんていう、これも、統合失調症にも起きやすいし、うつ病でもこうい

うことが起きやすいかもしれません。 

 それから３番目は、対人緊張とか、特定の場面や状況で生じている不安感とか恐怖感の

ために社会的な活動が著しく制限されているなんていう方もいらっしゃる。これは診断名

で言うと、社会恐怖とか社会不安障害とかいうような診断名がつくかもしれません。 

 それから、何とかしなければいけないと思っているんだけれども、失敗したり恥をかく

ことを恐れる気持ちが強過ぎて何一つ行動に移せない、なんていう方もいらっしゃるし、

外出や社会参加を試みようとすると、頭痛とか腹痛とか、さまざまな身体的な不調が生じ

るなんていう方もいらっしゃいます。これは診断名で言うと、身体表現性障害という診断

名がつくかもしれません。 

 生まれつき、学力とか運動能力とか、社会性・対人関係などの面で、同年代の人たちに

ついていけないところがあった。そのために挫折感とか劣等感を抱くような出来事が重な

って、思春期や青年期に至ってすっかり自信をなくしてしまってひきこもっている、なん

ていう方がいらっしゃいます。これは、後で診断名をつけるとすれば、軽度の知的障害を

持った方で、しかもそれを周りが気づかなかったときなどに起きやすい事態です。 

 それから、小さいときから、うんと怖がりで、新しい環境にはなかなかなじめなかった。
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いつもと違う状況とか、予想外の出来事に対処することが非常に苦手なために、今の生活

を変えることや、新しいことに取り組むことに抵抗感が強い、なんていう方もいらっしゃ

います。これは、いろいろ議論のあるところだと思いますけれども、慎重に診断をすると、

広汎性発達障害という診断がつく場合があります。 

 あるいは、尊大で他者を見下すような傾向がある。自尊心が傷つくことには非常に敏感

で、人づき合いや仕事が続かない。家族に依存して生活しているけれども、自分の人生が

うまくいかない、問題の責任は親にあると考えておられて、自ら御自分の問題を解決しよ

うとする気持ちが薄い方もいらっしゃいます。 

 劣等感がうんと強くて、批判・拒絶されることに著しく過敏になってしまっている。他

人と接するような場面を回避して生活する癖が身についてしまっている、なんていうよう

な方もいらっしゃいます。 

 終わりの２つは、後から診断名で説明するとすれば、パーソナリティ障害とか、あるパ

ーソナリティの傾向とかいうような診断名になっていくかと思います。 

 この後は診断名で話をしていきますけれども、ここで述べようとしているのは、例えば

いまご説明したようなことです。 

 ひきこもりを来すメンタルヘルス問題というのは、さまざまなものがあります。これは

カナダの心理学者が、社会的ひきこもり、自ら同年代の集団から距離をとるという状態を

示す、精神医学的な問題にどんなものがあるのかということを、ＤＳＭ-Ⅳという診断シス

テムの中に、あるいはＩＣＤ-10 というＷＨＯがつくった診断システムの中に、どれくら

いひきこもりを来す可能性があるメンタルヘルス問題があるかということを紹介している

ものです。 

 あんまり細かいことは述べませんが、さまざまな精神医学的な問題で、ひきこもりとい

うのは起きる可能性がある。それから、これを見ていきますと、子どもに起きやすいもの

と大人に起きやすいものと、さまざま含まれておりまして、子どもにも大人にも、自ら集

団から距離をとる、対人関係からひきこもる、という状態は起きる可能性があるのだとい

うことを示しています。 

 それからこれは私どもの研究で、実際に青年期においてひきこもり状態にある人を対象

に、その診断を検討したものです。16 歳から 35 歳において６カ月以上のひきこもり状態

が続いている方で、なおかつ相談・支援の経過において、御本人さんが精神保健福祉セン

ターの相談にいらしてくださった方を対象に、ＤＳＭ-Ⅳという診断基準に基づいて診断を
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しています。統合失調症とか妄想性障害、社会恐怖、等々、さまざまな診断に分散します。

つまり、ひきこもりという現象は同一であっても、その背景にある御本人さんのメンタル

ヘルス問題はかなり多様であるということを確認したいと思います。 

 それから、情報不足のために診断を保留したケースというのがあります。例えば、非常

にひきこもりやすい方で、１回か２回で来なくなってしまう方なんかもいらっしゃるので、

情報が足りないまま中断してしまうなんていうこともあるのですが、情報不足で診断を保

留した方以外は、基本的にすべての方に何らかの診断、ＤＳＭ-Ⅳ-ＴＲに載っている診断

がついています。 

 このあたりは第１部でも、とても話題になっていたところですけれども、ＤＳＭ-Ⅳ-Ｔ

Ｒの診断基準ですべて基本的に診断がつくというのは、精神障害なのか病気なのかとかい

う、この辺がとても難しい。説明が難しいというか、解釈が難しいところです。精神障害

という言葉も、どこまでを、どの範囲までを指すのかということを明確にしながら議論し

ていかないと、精神障害という言葉からイメージする範囲というのが、人によって違いま

す。第１部でも少し、その辺に混乱があったと思うのですが、ここで述べているのは、齊

藤先生が確認しておられた、ＤＳＭ-Ⅳに載っているものを一応すべて含んで説明したいと

おっしゃっていたのと同じ立場です。 

 きょうはあまり細かくＤＳＭ-Ⅳのことを説明する時間がありませんけれども、もし機会

があれば、一度手に取って中を見ていただくと、これはいわゆる精神障害や病気という範

囲のものだなあというものから、こういうのっていうのは病気とは言わないだろうという

ものまで、かなり広範な問題にわたって診断がつくようにできていますので、ここでＤＳ

Ｍ-Ⅳの診断が全部つくということは、御本人さんが何らかのメンタルヘルス問題を抱えて

いるんだと解釈しておくのが最も適切なような気がしております。 

 次に、これは齊藤先生が先ほど御説明になっていた、齊藤研究班でのひきこもりの定義

です。この後御紹介するような研究も、この定義にのっとって進めております。私どもで

やりましたのは、全国の５つの精神保健福祉センター、こころの健康センターに御相談に

いらっしゃった方々の中で、今の６カ月以上のひきこもり状態が起きているケースを対象

について調べたものです。特に御本人さんが来てくださった事例については、その診断に

ついて調べるというのが私たちに課せられた課題でありました。今、これから御紹介する

のは平成 20 年の 11 月までの時点ですが、５つの精神保健福祉センターで 281 件の御相談

をお受けしていて、この御相談の半分弱は御家族だけの相談であったのですが、残りの半
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分ちょっとは相談支援の経過において御本人さんが来てくださるようになった事例です。

御本人さんが来てくださるようになった 152 ケースを診断の対象にしています。 

 個々の機関では、かなり細かい手順で厳密に診断していますが、まとめるときには、こ

の３つに分類することとしています。第１のグループは、統合失調症とか気分障害、うつ

病とかその周辺ですね。それから不安障害、多いのは対人恐怖、社会恐怖などです。こう

いったものが主診断になって、薬物療法を使うと判断されたものを第１のグループに入れ

てあります。精神保健福祉センターというところは、精神科医や心理の専門家、ケースワ

ーカー、保健師など、関連領域の専門家がずらっと並んでいますので、いろんなことがで

きるのですが、診療機能を持っていないところが多いので、薬物療法を使うという判断を

した場合には医療機関に紹介することになります。ですからこの１番のグループというの

は、恐らく医療機関にも紹介した事例が多いはずです。 

 ２番目は、広汎性発達障害とか精神遅滞──これは知的障害のことです──などの発達

障害が主診断になって、その発達特性に応じた心理療法的アプローチや生活・就労支援が

中心になるだろうというふうに思われたケースです。 

 ３番目のグループは、パーソナリティ障害とか、先ほどの身体表現性障害──身体に症

状が出るとか──といったような問題が主診断になっていて、薬物療法ではなくて、心理

的な、あるいは社会的な支援が中心になるだろうと判断されたものです。 

 ちょっと細かくなりますけれども、１番目のグループというのは、薬物療法を使いなが

ら、病状や障害に応じた心理療法や生活・就労支援が必要だろうと思われるケース。それ

から２番目のグループは発達特性や発達の水準に応じた心理療法的なアプローチや生活・

就労支援が中心になると思われるケース。３番目が、パーソナリティの特性や神経症的な

傾向に対する心理療法的なアプローチや生活・就労支援が中心になるだろうと思われたケ

ースです。この３つのグループに分けて分類していますが、御本人さんがいらした 152 ケ

ースのうち、情報が足りなくて診断保留したのが 27 件。この残りのケースを、今の３分類

に分類しますと、ちょうど３分の１ずつになります。 

 お手元の資料には入っていませんので省略しますが、この１群、２群、３群に分類され

たケースに、それぞれどんな診断がついているかというようなことを細かく書いたところ

について、少しだけ御紹介します。第２のグループに分類された 41 件は、軽度の精神遅滞、

軽度の知的障害とか、それから自閉性障害、アスペルガー障害、特定不能の広汎性発達障

害、この辺をまとめて広汎性発達障害というふうに呼んでおきますが、こういったものが
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比較的多いです。これは後で少し御説明します。 

 というのは、きょう参加している皆様から、事前に多くの御質問をいただいていて、な

るべくその御質問の多くにお答えできるようにと思って考えてきました。お答えできる範

囲のものと、お答えできそうにないものとがありますが、一つ、子どもの支援や教育にか

かわっておられる方たちから、予防的にできることは何かないだろうかという御質問を、

いただいていたものですから、そのことを考えるときには、この発達障害の問題というの

は、早めにかかわりを始める一つのきっかけになり得る問題なので、アンダーラインを引

いておきました。 

 ちなみに青年期でひきこもり状態になっていて発達障害が見つかっているこの方たちは、

ほとんどすべての方が、これまで未診断です。全く気がつかれずにここまで来たというの

が大きな特徴です。このことは、予防的なアプローチを考える上で一つの切り口になると

思いますので、ちょっと触れておきます。 

 この調査は、その後、また数がふえていますけれども、最終的にも、やっぱり今の１・

２・３群は、ちょうど３分の１ずつぐらいに分かれるという結論で終わっています。その

他、いずれの診断基準も満たさないだろうというふうに現場で判断されたケースが１ケー

スだけあったということもつけ加えておきます。 

 基本的にこの定義を満たすケースは、そのほとんどがＤＳＭ-Ⅳ-ＴＲのいずれかの診断

カテゴリーに分類される。これは何らかのメンタルヘルス問題を抱えておられるというこ

とです。薬物療法などの生物的な治療を必要とするケースは全体の３分の１ぐらいで、そ

のほかについては、発達特性とかパーソナリティの問題とか神経症的な傾向を踏まえた心

理療法的なアプローチや就労支援などの、いわゆる心理・社会的な支援が中心になるとい

うふうに判断されたということになります。 

 それからこの、診断がつくというのが、また、いろんな誤解を生む可能性があると思う

ので、もうちょっと説明しておきたいのですが、ほとんどすべてのケースが、いずれかの

診断カテゴリーに分類されるというのは、何らかのメンタルヘルス問題を抱えておられる

ということを意味しています。このことが、ひきこもりという現象が個人のメンタルヘル

ス問題によってのみ生じているということを言っているわけではありません。社会的な要

因が絡んでいるということは冒頭に述べました。それから、診断がつくということが、す

べてのケースが精神科医療、薬物療法の対象だということを言っているわけでもありませ

ん。むしろ、診断がつくことによって、薬物療法以外の心理的・社会的な支援の必要性が
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明らかになる、そっちの方を強調すべきだと思います。それから大事なのは、ひきこもり

の背景というのが、個々、非常に多様であって、その原因や方針、それから、どこまでを

目標にできるかということを一概に論じることは適切ではないということを示していると

思います。 

 ひきこもり問題の対策。これは少し総論的な話になりますが、心理療法的なアプローチ

は、恐らくすべての人に必要でしょうし、ひきこもっているという問題の性質上、訪問す

るという活動が大事になる場合もあるでしょうし、３分の１ぐらいは薬物療法が有効な方、

必要な方がいらっしゃったし、場合によっては入院治療が必要になる方もいらっしゃるか

もしれない。あるいは、少し支援が進んだ段階では、グループの経験や、場合によっては

宿泊の体験が有効な方がいるかもしれない。それから就労を考えていくときにも、一般就

労を目標にできる方もいらっしゃるし、障害者の雇用制度を活用する方もいらっしゃるで

しょうし、福祉的な就労が目標になるような方もいらっしゃるかと思います。つまり、い

ろんな方がいらっしゃるので、目標設定もかなり幅広く捉えておくべきだと思います。 

 それから御家族に対する支援の重要性は第１部でも強調されていまして、そのとおりだ

と思います。あとはもう少し社会的な取り組みということも、いろいろに必要だと思われ

ます。そう考えると、これはかなり包括的な対応を考えていかなければいけない問題なん

だろうというふうに思います。 

 それから、これは齊藤先生がお示しになっていた図です。この出会い、評価の段階、そ

れから御本人さんに会える手前は、御家族への支援は非常に重要になる。それから御本人

さんに何とか出会う、個人的な１対１の関係を定着させていく、集団と出会う、何らかの

社会参加を模索していくという、こういう階段状の図をお示しになっているわけです。 

 先ほど御本人さんがいらっしゃったケースが 152 ケースあったわけですが、この方たち

が精神保健福祉センターの相談支援によって、その後どうなったかということを、ちょっ

とだけ御紹介しておきますけれども、初回相談から、一般就労とか週３日以上のアルバイ

トとか、福祉施設への通所、進学など、社会参加に至ったケースは、152 件のうちの 16％、

24 件です。これは非常に少ない数字で、驚かれる方もいらっしゃるかと思いますが、少し

説明が必要だと思います。これは、この調査の期間内に社会参加できた人が 16％だという

ことで、齊藤先生のお示しになったこれを使うならば、社会参加という最終的な支援段階

まで短期間でスムースに進むことができた人が 16％という数字だと思います。 

 もう少し時間をかけて丁寧に支援していったときにはどうなるか。この図でいいますと、
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グループ支援や社会参加の段階ですね。この段階のことを後で榊原さんが話してくれます

けれども、あの段階まで至った方たちを丁寧に支援すると、プログラムによっては８割以

上とか７割以上とかいう方たちが、就労とか就学とか社会参加につながっている、そうい

うプログラムが全国の精神保健福祉センターの幾つかから把握されています。16％という

数字はかなり悲観的ですけれど、もっと時間をかけて丁寧に支援していくと、何らかの社

会参加に至る方が、少なからずいらっしゃると思われます。ただし、ここは何度も強調し

ますが、齊藤先生もおっしゃっていたとおり、すべての方が一般就労に至るということで

はなくて、その方の抱えておられる問題に応じた社会参加ということが強調されるべきだ

と思います。 

 私の話はここまでにしたいんですけれども、幾つかいただいている御質問の中で、多分、

この後は出てこない話題が幾つかあると思うので、それを２つだけお話ししておしまいに

したいと思います。 

 一つは家族支援の問題です。この後、訪問のことと、グループ・社会参加の支援あたり

が中心になっていきますので、特に御本人さんが登場する前の御家族の相談をどう進める

のかというようなことに触れる機会がないと思いますが、この重要性は第１部でも話題に

なったとおりです。主に私たちのような現場では、まだ御本人さんが登場する前の御家族

の相談というのを、この３つぐらいに分けて考えて実践していると思います。 

 １番目は、御家族の相談を、御本人さんに会えるまでのプロセスととらえて、主に御本

人さんに来ていただくとか、あるいはこちらから訪問したときに会ってくださるまでのプ

ロセスの手順や手段を話し合うというような家族相談をしていると思います。 

 それから２番目は、御本人さんに会えるかどうかはそれほど重視せずに、家族関係を調

整したらどうだろうかという発想で御家族と会っている場合があります。家族関係が変わ

ることで、御本人さんにも何かいい影響が生じるんじゃないかという、そういうアプロー

チです。 

 それから３番目は、御家族が御本人さんの心理や抱えておられるメンタルヘルス問題と

か、御本人さんが置かれている状況などについて理解を深めて、適切な働きかけができる

ように助言したり指導したりするという、こういうやり方を心理教育的なアプローチと言

いまして、これを御家族のグループで実施したときに家族教室という言葉を使います。現

場では、このようなアプローチを個々に使い分けてやっているということになろうかと思

います。あんまり具体的な話をする時間がなくて済みません。 
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 それから、もっと早い時期に何かできた可能性はあっただろうか──子どもの支援をす

る現場で働いている我々にできることは何だろうかという御質問をいただいているので、

これについて少し述べます。さっきお話ししたように、未診断のまま、ひきこもり状態に

陥っている発達障害の方が少なからずいらっしゃるので、その方たちの早期把握、早期支

援ということはできるかもしれないというふうに思います。 

 この方たちの多くは、内向的で受け身的なタイプで、知的障害、精神遅滞があったとし

ても、多くの場合それも軽度で、よく見ないと気がつかない程度のものが多いので、そう

いう発達の問題に、早期に気づけるかどうか。これは、早ければ母子保健、あるいは児童

福祉、小学校あたりの課題になります。 

 それから、中学校や高校でも、こういう発達の問題を持った方の特別支援教育が今始ま

っていますけれども、きょう、第１部でも話題になっていた、不登校のまま卒業する生徒

さんとか、進路が決まらないまま高校を中退する生徒さんとかいう方たちのケア──これ

は伊藤先生が提案しておられましたが、私も重要だと思います。特に教育という現場を離

れた後、うまく次の相談支援機関に結びついていけるかどうかということを考えると、教

育分野と医療・保健・福祉機関のネットワーク、つながりというのは、地域単位で必要だ

ろうと思います。 

 私の話はここまでにしたいと思いますけれども、もう一度、この齊藤先生の図をごらん

ください。これを改めて眺めてみると、ひきこもりケースに対する支援というのは本当に

いろんなものが必要だし、いろんな段階が必要だし、息の長い支援が必要になる。短い単

位で見ると十数％しか社会参加できないけれど、長い単位で見ると、もっとたくさんの人

が社会参加できる。これを実際の現場でどんなふうにしたら、この体制が整えられるんだ

ろうかということが、一つ、この後の重要なテーマになると思います。 

 一つのアイデアは、こういう機能を持った機関がネットワークするというアイデアがあ

ると思うんですが、これは後のお二人がどう思っておられるか聞いてみたいと思うんです

けれども、僕自身の感触で言うと、最初の時期にかかわっていた人が、やっと２段目の時

期にステップアップするときに、また違う機関に紹介するとか、２段目から３段目の時期

にステップアップするときに、また違う機関に紹介するというイメージでネットワークを

捉えているとすると、これは、ひきこもりケースの場合は難しいのではないかと思います。

だとすると、これを一貫して支援できるような、相当重装備な支援システムが必要になる

かもしれないし、実際、それを、だれがどこでできるのかということを考えると、これは
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かなり大きな課題だと思っています。 

 この後、新村さんが、この出会いといった部分、それから榊原さんが、このグループの

支援や社会参加のところを話してくださいます。どうも御清聴ありがとうございました。 

 

○新村順子氏ご発言 

 「ひきこもり事例への支援の実際 ―家庭訪問を中心として―」 

 東京都精神医学総合研究所の新村順子です。よろしくお願いします。お手元の冊子に載

っておりますように、私の職種は保健師でして、今は東京都精神医学総合研究所 精神保健

看護研究チームというところに所属しております。日ごろは、精神保健看護に関する、例

えば長期在院ですとか、そのような、看護に関するテーマについて研究していて、私自身

は保健師ですので、どちらかというと地域の精神保健に関する問題に力を置いて仕事をし

てきています。 

 ひきこもり事例への支援については、保健師としての臨床においても、また、研究にお

いても、親御さんの相談グループにかかわらせていただいたり、また、保健所のひきこも

りグループの評価のところでかかわらせていただいたり、そういう何らかの形でずっとか

かわってきた経過があります。 

 きょうの私の役割は、タイトルにもありますように、家庭訪問支援の、御本人と出会う

という、本当に最初のステップのところですね、家庭訪問支援の実際について、若干の研

究の結果とか考察を含めてお伝えして、皆様に、ひきこもり支援の具体的イメージを豊か

にしていただいて、後半のディスカッションのよい刺激になることと理解しています。 

 さて、現在のひきこもりの相談支援機関ですけれども、御本人の年齢が学齢期のうちは、

教育や児童福祉領域が中心となり、学齢期を過ぎると保健所や精神保健センターが中心機

関となっています。先ほどのお話にもありましたように、この、学齢期を過ぎて青年期へ、

移行する期間が、先ほどのお話ですとすごく手薄になっているのではないかというような

ことだったと思います。事例の特性とか必要性によって、小児精神科とか、そういった専

門医療機関やサポートネットなどの民間ＮＰＯがかかわっておられると思います。また学

齢期にあっても、保健所や精神保健センターが重層的にかかわることもあります。 

 このように、公的、民間、いろいろな機関や職種がひきこもり事例にはかかわっていま

すが、私のきょうの話は、保健所や精神保健センター、一部、児童相談所なども含んだ、

地域精神保健領域でのお話を中心にさせていただきたいと思います。きょうは、御家族と
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か御本人とか、また、いろいろな教育とか、そういった多領域の方がいらっしゃっている

と思いますけれども、私の話をもとに、おのおのの立場でいろいろ考えていただくきっか

けにしていただけたらなあと思っております。 

 これは全国の保健所や市町村で、どれくらいのひきこもり事例の相談を受けているのか

をお示ししたものです。ひきこもりについての、伊藤先生たちがつくられたガイドライン

が出されたのが 2004 年になります。ひきこもりについては、翌年、2005 年から、保健所

と市町村の活動報告においても件数がカウントされるようになりました。現時点では 2007

年度が最新となっています。黄色が来所相談で、年間延べ２万 9,000 件、２万 5,000 件、

２万 3,000 件ぐらいで推移しています。緑色が訪問で、年間延べ１万 3,000 件、8,600 件、

１万件。ピンクが、ひきこもりの方へのデイケアということで、この３年間では年間 8,900

件、4,400 件、6,600 件と推移しています。 

 次に、先ほどのスライドで示したひきこもり事例に対しての支援が、精神保健福祉相談

全体に対してどれくらいの割合で行われているのかをお示しします。こちらが相談の延べ

件数、こちらが訪問の延べ件数になります。緑が全体の数でして、ピンクのところがひき

こもり事例の支援数になります。見ておわかりのとおり、非常に少なくて、全体の２～３％

の割合を示しております。残念ですが、まだまだ支援の量としては多くないんじゃないか

なあというふうに思います。 

 もう少しイメージを具体的にしていただくために、参考として、東京都のある保健所の、

昨年のひきこもり事例の相談件数を御紹介します。Ａ保健所は、東京都の西部の郊外にあ

ります。対象人口は約 70 万人。保健師は 16 人ですので、１保健師が４万人弱を担当して

います。訪問、相談、電話などの件数はスライドのとおりです。実際は、地域とか保健師

個人の力量によって偏りはあるんですけれども、数字上では保健師１人が約１事例はひき

こもり事例の相談を受けており、面接は１人について２～３回、電話相談は４～５回行わ

れています。訪問についても──訪問はちょっと実数がわからないということだったんで

すけれども、単純に１回は行っているということになります。一応、このＡ保健所という

ところは、保健師の相談とか訪問といった地区活動は比較的熱心にやっておられるところ

です。 

 このように、保健所などのひきこもり事例への支援は、今のところすごく量的に多いと

いうわけではありません。まだまだ潜在されている方が多いんじゃないかなあと思ってお

ります。ただ、地域の状況をお聞きしていますと、ここ数年、東京都の各保健所では、ひ
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きこもりの相談やグループを立ち上げたり、就労とのパイプを強くしたりと、力を入れて

きていらっしゃいますし、また、2007 年度以降の統計では、全国的にもひきこもり事例の

支援数は恐らくふえてきているのではないかと推測しています。また、地域ですと、この

ほか精神保健センターもかなりの相談の数を担っておられると思います。 

 保健所等では、主にスライドにあるようなメニューが提供されています。個別の相談か

らグループ支援、地域のネットワークづくりまでが一応は網羅されています。 

 きょうは、その中でも、家庭訪問のことを中心にお話ししていきたいと思います。ひき

こもり事例への家庭訪問については、教育、保健、児童福祉、医療、民間支援機関の方な

どが、それぞれの立場に立った方法で行ってきた経過があります。家庭訪問は、最近、ア

ウトリーチ型支援の一つとして注目を浴びています。しかし、やり方によっては訪問が非

常に本人にとって侵入的になり、かえって外傷体験になってしまうことも少なくありませ

ん。訪問を実際に行っている方々は、この辺の難しさを感じながらも、日々、工夫しなが

ら実践されているのが現状です。 

 ひきこもり事例への家庭訪問については、経験としてこのような方法がよいと語られる

ことが多く、研究的に具体的な方法や手順を評価したものは、ほとんど見られていません

でした。そこで今回、ひきこもり支援のガイドラインの作成に当たり、私たちは、歴史的

に家庭訪問を業務として担ってきた保健所等の地域保健領域または児童福祉領域を中心に、

訪問についての質問紙調査と経験者によるグループインタビューを行い、その結果をガイ

ドラインの下敷きとしました。これからする家庭訪問についての話では、そのガイドライ

ンに基づいた手順や方法を提示していきたいと思います。 

 家庭訪問の目的は、その訪問がどのような経過や理由で導入されたかにより異なってき

ます。スライドに挙げたのは、地域精神保健領域において、ひきこもり事例への家庭訪問

がどのようなときに行われるのか、主なものを示したものです。１つ目は、御本人の身体

や精神状態が悪化し、生命の危険や安全性の検討が必要とされるときです。２つ目は、も

しかしたら医療を受けた方がよいかもしれないというエピソードがあり、御家族や関係機

関からその判断を求められる場合です。３つ目は、家族自身も御病気があり健康状態を崩

していたり、または家族との相談は継続しているんだけれども、そのままでは家族が御本

人に向き合うことがどうしても難しく、支援者が直接本人の状況や気持ちを確認した方が

よいと考えられる場合などが含まれます。 

 上の１～４は重複していることが多く、いろいろな組み合わせで起こっています。また、
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最初に御家族から相談が入ってから、実際に家庭訪問に至るまでの時間というのは、例え

ば御本人の安全性の確認を、１時間後にしなければいけないという場合もあれば、家庭訪

問に至るまで数年かかるという事例もあり、期間は事例ごとに異なっています。 

 次に、訪問時に実施しておくべき準備や支援を、訪問前、訪問時、訪問後の３つのプロ

セスに分けてお示しします。まず、訪問前に援助者が実施しておくべき準備や支援ですが、

本人や家族が今までどんな生活を送っていらしたのか、また、相談や治療の経過などは、

訪問の前に丁寧にお聞きし把握することが必要です。発達障害などが疑われる場合には、

発達歴の確認なども重要になります。できるだけ複数の御家族に会われておくことも、家

族内の状況がどのようになっているのか、より正確に把握できることにつながります。ま

た、本人の好きなことや興味を持っていることをあらかじめ聞いていると、訪問して本人

と会ったときに、相談関係づくりに活用することができます。 

 次に、訪問することを事前に家族や本人に伝えることが挙げられます。基本的には、家

族・本人の了解を得た上で訪問することが推奨されます。しかし、ひきこもり事例の家族

の中には、相談していることを本人や、例えば夫にも伝えられないという御家族も多いの

です。 

 じゃあ、同意はとらないで訪問してしまおうと、すぐに次へ進むのではなく、本人に相

談や訪問のことをどうやったら伝えられるのか、ご家族と一緒に考え、実際にやってみて、

その反応をまた一緒に検討するというプロセスに時間をかけることが大切です。その結果、

家族内のコミュニケーションがふえ、家族全体の機能が回復してくるのを意図します。 

 家族が、本人と会話する機会がどうしても持てないときには、例えば援助者が手紙を書

いて、本人の部屋に置いてもらうなどの手段をとることもあります。ここにどの程度時間

をかけるのかは、結構、悩むところです。事例の状況によって、また援助者の力量によっ

て違ってくると思います。 

 命が危ないかもしれないといった緊急性の高い状況の場合には、同意を得ないまま訪問

に行くこともあります。しかし、なるべく訪問に来た経過を本人に伝えること、同意をと

っていく努力をすることが大切となります。本人の立場に立って、やってよいこと、やっ

てはいけないことを考える姿勢が求められます。 

 次は、訪問の目的を家族と共有することです。訪問して、本人に会ってもらったらすご

くよくなるかもしれないという期待を、知らず知らずのうちに御家族が抱いてしまってい

る場合があります。訪問して本人に援助者が出会うことは、支援のプロセスで言えば本当
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に初めの一歩に当たります。このことを御家族によく理解していただき共有しておくこと、

例えば、「きょうはＡさんがどのように生活されているのか知ることが目的です。Ａさんに

お会いできなかったとしても無理やり会うことはしませんし、初めて行って会えないこと

は多いんですよ」と、あらかじめ伝えておくと、御家族の方は、当日、本人が部屋から出

てこなくても、そんなに落胆されたり、焦ってしまうこともないのではないかと思います。 

 また、家族が面接の場所に来られる来所相談と異なり、家庭訪問のときには、援助者は

基本的には本人の気持ちを尊重した発言や行動をとることを、あらかじめ御家族に了解し

てもらうことが大切です。例えば、本人が嫌だと言えば、無理やり会うことはしないとい

ったことを伝えておくことです。 

 あとは、午前と午後、どちらに訪問に行くのがいいのか。家の居間で会うのがいいのか、

御本人のお部屋で会うのがいいのか。どんな服装で行くと本人に安心感を持ってもらいや

すいか。新人の支援者さんだったら、ベテランさんとペアで行く方がいいのか、男女どち

らがいいのか、といったことも、事例の状況に合わせて設定しておくことが大切です。 

 このように、事前にかなりいろいろな方面に配慮をした上で訪問に行っていることがわ

かります。しかし、どんなに打ち合わせをして行ったとしても、予想外のことが起こるこ

とも多々ありますので、臨機応変に対応できるゆとりを持っておくことも必要になります。 

 訪問時です。まず、本人に会えたときですが、援助者に本人が会ってくれたことに対し

て感謝の気持ちを伝えること、援助者自身の自己紹介などが最初に必要になります。自己

紹介はなるべく率直に本人にお伝えすることがベストのようです。本人の表情や雰囲気、

部屋の様子などから、本人の状態、生活状況の把握を行います。昼間だけどカーテンがず

っと閉められているんだなあとか、散髪には行けているようだなあとか、結構おしゃれな

んだなあとか、いろいろなことがわかります。 

 また面接時間ですけれども、会っていきなり１時間話が弾んでしまうというようなこと

も時にはあるのですが、初回については５～10 分で十分という方が多かったです。むしろ

初回に長く話しすぎると、そのことが後で負担になってしまうことがあるようです。また、

スライドにはありませんが、本人は訪問中、援助者が本当に自分の話を聞いてくれる人な

のか、味方になってくれる人なのか、すごく気にしていらっしゃいます。例えば「お母様

の言うこともわかるけれど、御本人なりに○○といった理由があるのではないか」といっ

た、本人の立場に立った発言や対応が、どれくらい訪問の場でできるかが、本人と信頼関

係をつくっていく上でも大切となります。 
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 次に、会えなかったときですけれども、同じ会えない場合にも、スライドにあるように、

援助者が来ているのを気にしている──例えば、来る前に、「いつ来るのかなあ」などと家

族と会話していたり、本人の部屋のふすまが訪問中、少し開いていたりといった行動が見

られる場合と、何も訪問についての会話がなく、訪問時も物音一つしていないといった場

合、あるいは本人がとても不安になっている場合には、閉めたドアの向こう側から、「こち

らに来るな」などの言葉を援助者に向けてくる場合もあります。来ているのを気にしてい

るなあと判断したときには、ドア越しに声をかけたり、メモを残したりすることも、本人

との関係をつくっていく上で有効です。いずれにしても、会えなくても御家族が落ち込ん

でしまわれないように、変化には時間がかかって当然なのだという意識を共有することが

必要になります。 

 訪問後です。まず、支援目標に沿って訪問の評価を行い、次の支援の方向を検討するこ

とです。例えば本人へのグループ支援を導入したいといった目的があるときには、次回の

訪問時には少し本人との会話にその話題を出してみることを試みる、といったことが必要

になります。このような大枠の評価を行いながら、次回訪問の約束などをするのですけれ

ども、なかなか連絡がスムーズにとれず、アポイントをとりづらい状況の場合には、訪問

終了時に次回の訪問日時を決めてしまう方がよい場合もありますし、本人が、かえってそ

れが気になってしまう場合には、わざと日時をぼかして決めておくという場合もあります。 

 また、本人に会えなかったとき、そのまま訪問を継続するのか、家族の来所面接に切り

かえるのかといった判断があると思いますが、訪問前後に、援助者の訪問に関心を持って

くれるような言動が見られるときには、多くは継続され、家族が援助者と会うように無理

に本人にプレッシャーをかけるようなことがあるときには、訪問は一たん打ち切り、家族

の来所相談に切りかえるといった判断もあります。大事なのは、会えても会えなくても、

そのことを題材に、相談内容をより具体的にしながら継続していくことです。話題が具体

的になると、できているところ、変化してきているところも、おたがいに見えやすくなる

ので、健康の側面に注目したストレングスモデルの支援が展開しやすくなります。そして

また訪問前の段階に戻って、次の訪問、またはほかの支援につなげていくという流れにな

ります。 

 これは、御家族の相談から本人が相談場面にあらわれるまでの支援のプロセスの例を、

わかりやすくフローチャートのように図示したものです。まず、御家族が来所され、相談

が始まります。状況により、ほかの御家族とも面接をします。その間、基本的な情報の聞
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き取りや御家族の状況の把握をしていきます。御本人に、訪問前に１回は来所相談を提示

してみる場合が多いようです。そこで御本人に、相談していることをお伝えできなかった

り、本人が来所を拒否された場合には家庭訪問が検討されます。本人にどのように訪問の

ことを伝えたらよいのかを検討したり、手紙を出したりするプロセスを経て、明らかな拒

否がない場合には訪問を実施します。訪問しても本人に会えないときには、この例の場合

は、訪問で家族相談を継続していきました。その間、例えば訪問時間を本人に会えそうな

時間帯にずらしてみたり、侵入的にならないよう配慮しながら、本人とのやりとりを試み

るといったことを繰り返して、御本人と会うことができたという例です。 

 今までお話ししてきたように、ひきこもり事例への家庭訪問支援については、いろいろ

な、よい点や効果があると思います。特に、本人や御家族の状況を、訪問して支援者が直

接知ることができ、アセスメントがより確実なものになります。また、家庭という、本人

のホームベースで支援を行うので、より本人のペースを大事にして出会うことができ、本

人と信頼関係をつくることも、よりしやすいのではないかと思います。 

 反面、気をつけなければいけない点もあります。特に自覚しておいた方がよいのではな

いかと思う点をスライドに挙げました。１点は、通常、家庭訪問は単独で行われることが

多く、支援状況がほかの人に見えにくく密室化しやすいという特徴があります。２点目は、

先ほど訪問前の準備のところでも触れましたが、御家族が訪問することに非常に期待を持

ってしまう、もしくは援助者にすべて委ねてしまう気持ちになってしまうことがあります。

密室化しやすい状況も手伝って、援助者も期待に応えようと、ふだんのやり方以上のこと

をしようとする気持ちが働きやすくなります。例えば、本人の了解なく部屋のドアを開け

てしまうなど、援助者が無理をしてしまう状況が生まれることがあります。 

 このようなことへの対策として、スライドにあるようなことを挙げさせていただきまし

た。１つ目は、訪問を複数で行うことです。事業所によっては、引きこもり事例の場合に

は、必ず複数で訪問する体制をとっているところもありました。ただ、人員や財政的な裏

づけがないと、なかなか難しいことであると思います。しかし、難しい局面での訪問や、

親と本人、別々の対応が望ましい場合には、複数での訪問を積極的に検討する必要性があ

るのではないかと思います。 

 また、事例検討会を持って客観的な評価を定期的に行うことも大切です。訪問の記録を

回覧するシステムをつくる、ふだんもスタッフ同士の中で言語化を心がけ、１人で抱え込

まないようにする、ということが挙げられます。また、訪問中の家族相談を丁寧に行い、
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その中で家族内のコミュニケーションをふやすなどの試みをし、御家族の健康度の回復を

支援することが必要です。御家族自身が少し元気になられることで、「援助者に全部お任せ

してしまいたい」という気持ちから、「これだったらやれる。むしろ家族の方が上手にやれ

る」というふうに変化し、支援者と家族が、目的や見通しを共有しながら、本人へ支援を

していく体制を組むことが可能となります。 

 ひきこもり事例の方への支援は、人とのつながり、社会とのつながりの回復・再生をお

手伝いする作業です。回復していくためには、さまざまな社会資源が必要ですが、場所や

仕事を用意するだけでは、やはりなかなかつながっていかない。やはり、そこにいる人と

のつながりを育てていく、つながれる支援者も育てていく、という視点がないと難しいの

ではないかと思います。例えば、きょうお話しした家庭訪問についても、家族との相談技

術、訪問時の、本人と家族の両方に配慮した対応、また、最後に申しましたように、密室

化しやすい状況で難しい判断を迫られる場合などがあり、支援者の質を担保するには、そ

れなりのサポート体制や教育・研修体制の必要があると思います。 

 私の話は最初に申しましたように、地域精神保健領域の家庭訪問の話が中心でしたが、

各領域にも共通に言えることがたくさんあったのではないかと思います。これを機会に、

皆様と、家庭訪問について、共通の、コアの部分を検討していく場が設けられたらいいな

あと思っております。これで私の話は終わります。御清聴ありがとうございました。 

 

○榊原聡氏ご発言 

 「ひきこもりの人の就労・社会参加」 

 こんにちは、名古屋市精神保健福祉センターここらぼの榊原です。ポスターには精神保

健福祉士と書いてありましたのに、きょうのプログラムでは精神保健福祉相談員と書いて

あります。精神保健福祉士が間違いではありませんが、精神保健福祉相談員という仕事が

あることも知っていただきたくて、変更していただきました。よろしくお願いします。 

 私からは、ひきこもりの人の就労とか社会参加についてお話しするようにと言われてい

ます。略歴にもありますように、私はひきこもりの人のデイケアを 4年間担当していまし

た。その後は、ひきこもりの人たちを支援していらっしゃる団体さんとのおつき合いをさ

せていただいております。 

 レジュメのとおりですが、きょうお話しすることとして、４つほど題を挙げさせていた

だいています。まず、精神保健福祉センターの高頻度のグループ。齊藤先生の研究班での
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調査に関することです。それから、ここらぼのデイケアというのは、研究班の調査とは別

に、名古屋市の精神保健福祉センターが自施設のひきこもりの人のデイケア利用者に協力

していただいた追跡調査についても少し御紹介しようというものです。あとは、この研究

班のガイドラインに向けて、就労・社会参加に向けた本人の取り組みと支援のフローチャ

ートを作成するのにかかわらせてもらいましたので、その御紹介をしたいと思います。そ

して最後に時間があれば、さまざまな社会資源を使いこなすといった話も、少しできれば

いいかなと思っています。 

 まず、本題に入る前に、精神障害という言葉に関して少しふれます。齊藤先生や近藤先

生がお話しになっていたのですが、準備してきた絵だけ見ていきたいと思います。まず、

日本には、精神障害者と言ったときに、法律の言葉として大きく２つ言葉の定義がありま

す。 

 １つは、障害者基本法にいう福祉の対象となる精神障害のある方で、障害者手帳を持っ

ている人ということになります。この方たちは、就労でいくと障害者雇用率の算定が可能

になる人たちです。それから、もう一つは精神疾患のある人。精神保健福祉法でいう精神

障害のある方です。ここで言う精神疾患は、さきほど齊藤先生や近藤先生がおっしゃって

いた精神疾患と同じ範囲で、医療の対象となりうる方たちです。障害者自立支援法の通院

医療費公費負担制度の対象にもなります。ここには統合失調症以外の、いろいろな精神疾

患が含まれています。 

 就労に関して言うと、障害者雇用をされることができる方は、実は障害者手帳をもって

いる方より少しだけ範囲が広いです。最後に、精神保健。精神保健の対象となる方という

のは、精神障害のある方だけでなく、地域に住んでいらっしゃる住民全体が対象になりま

す。だから保健所や精神保健福祉センターでは、精神疾患の診断がつくつかないに関わり

なく、心の健康に関する御相談をお受けしています。 

 さて、それでは、障害という範疇に属してしまうと、それだけであとは、障害者手帳を

持っている人向けのサービスを使って生きていくことになるのかというと、少し違います。

例えば疾患のある人は、疾患のない人向けの──先ほどの図で言うと住民全体向けのサー

ビスも使うことができますし、病気のある人向けのサービスも使うことができます。選ぶ

ことができるわけです。これが、大事なことでもあり、悩ましいことでもあります。こん

なことを頭に留めておいていただきながら、話を進めていきたいと思います。 

 1 つめの精神保健福祉センターの高頻度グループです。先ほど近藤先生もお話されてい



 19

たように、研究班の調査で個別の面接相談を継続しているだけでは、なかなか就労や社会

参加に至らないことがわかってきました。それなら、週に何日か実施する頻度の高いグル

ープワークを利用するとどうだろうかと考えたわけです。そこで、全国の精神保健福祉セ

ンターで、週２日以上の頻度で実施されているグループについて、ある年度を選んでもら

って、その年度に利用していた人たちが、その後どうなったかというのを、数字で教えて

もらう調査をしました。 

 ただ、この調査には限界があります。というのは、どの年度というのをそろえていない

ものですから、追跡の期間がまちまちであるということや、グループの特徴によって、齊

藤先生のスライドの支援の段階で言う、いろいろな回復の段階の方が混じっていらっしゃ

ると考えられるからです。したがいまして、十分に統制がとれていない限界のある調査で

あるということを念頭に置いていただく必要があります。それでも、頻度の高いグループ

を使った後に、みんなどうなっていくのかというイメージはつかんでいただけるのではな

いかということです。 

 御協力いただいたのは、７つのセンターです。黄色のところが就労・就学している人で

す。グループの利用者のうち、その後に就労している人が、50％いる、75％いる、100％い

るというふうに示しています。緑色が訓練を使っている人、水色が働くこと以外の活動を

している人、桃色が家事などをやっている人です。利用者の 50％以上が就労に至っている

グループが３つあります。就労以外にも、いろいろな活動に取り組んでいる人たちがいる

グループがあります。ただ、就労も、何を就労とするかという問題があります。この調査

で言う就労は、就職に至ったということです。続いたかどうかは問題にしていません。グ

ループを利用して就労に至った人がどれくらいいるだろうかという観点からみたら、この

ぐらいまでは行っていたということです。 

 やはり、皆さん、就労に関心があるのではないかと思いますので、就労に至っている人

の割合が高い、４つのセンターのグループについて、もう少し御紹介をします。 

まず、山形県のグループです。こちらは９割近い方が、就職とか、学校に行くというとこ

ろまで行っています。山形の特徴は、「自施設における」とスライドに書いてありますけれ

ど、山形県のセンターで個別の相談をしていた方たちでグループを構成していらっしゃい

ます。だから、利用者の人たちのことを、よくわかっていらっしゃる。また、山形は利用

期限がありませんでした。だから時間をかけた支援ができたのではないかと考えられます。

それから、規模は 20 人ぐらいのグループです。対象は 15 歳から 25 歳ぐらいと、少し若め
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の方たちでした。ほかのグループはもう少し年齢層が高いので、就学というのはあまりな

いのですけれど、就学している人がいらっしゃるのが、山形の特徴でした。また、割合と

しては２～３割で、それほど多くはないですけれども、就労・就学以外の、家事とか訓練

とかの、ほかのところに行っている人もいらっしゃったということです。 

 次に、静岡と名古屋です。静岡は静岡県のセンターです。静岡県と名古屋がまとめてあ

るのは、とてもよく似たグループであったからです。利用期限として１年以内の期限を設

定していて、期間中、メンバーの入れかわりのないグループでした。学校みたいな感じの

グループになります。対象は 20 歳から 30 代にかけてで、山形と比べると、とても短い期

間です。規模はやはり 10 人から 20 人ぐらいの、小規模のグループです。就労や社会参加、

自分がこれからどういう働き方をするかといった課題を達成することを目的としたグルー

プだったのですけれども、静岡県も名古屋も、一緒にこれから課題に取り組んでいくため

の仲間づくりを重視したプログラムをグループを開始した冒頭の時期に配置していました。

これも本当にそっくりでした。それから、特に名古屋の方かも知れませんが、障害者雇用

や就労以外の活動への参加についても、スタッフの側に意識があって、いろいろ勧めてい

たということがあるかもしれません。 

 それから広島市です。さまざまな精神医学的な問題を持つ人たちを対象とした大規模デ

イケアとスライドにあります。定員 70 人の大規模精神科デイケアという形態です。もちろ

ん統合失調症の方も、かなりの割合でいらっしゃいますが、精神保健福祉センターのデイ

ケアということもあってか、統合失調症の方が半分ぐらいで、ほかにも、いろいろな精神

疾患の方が御利用になっていらっしゃったと思います。広島市さんは、思春期・青年期の

心理的発達をもう一度やり直そうという心理的な目的から、対人関係のこととか、病気の

ことを理解するとか、あるいは社会参加とか、大変幅広い目的を持ったグループになって

いました。利用期間については、６カ月というのが一つの単位でしたが、延長が可能で最

長５年まで使えます。静岡県や名古屋よりは長いけれど、山形と違って、一応、期限があ

ります。今申しましたとおり、大変幅広い目的をやろうとしていらっしゃるグループだっ

たので、プログラムの内容も多彩でしたし、サブグループに分かれて運営をされていまし

た。 

広島市は利用者の全員が家事をするようになっていました。よく考えると、家事は、元気

になってくると、皆さん、やっていそうですけれど、高い割合のグループは多くありませ

ん。グループ利用後の把握をしているかどうかという問題が、調査ではあるのではないか
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と思っています。広島市の場合はグループにいろいろな疾患の方がまじっていらっしゃる

ことで、家事参加や訓練を使うことも回復のゴールだという意識を持ちやすかったのかも

しれません。 

 今申し上げました３つのグループを、齊藤先生のひきこもり支援の段階の中で考えてみ

ます。まず山形は、個人療法の段階から始まって、集団との再会の段階、社会参加の段階

と一貫して支援をしていきます。静岡や名古屋は、一番最後の社会参加の段階をやってい

ます。ただ、冒頭のところで、集団との再会の段階に若干配慮しています。広島市のグル

ープは、グループでやれる集団との再会の段階や社会参加の段階を全部カバーしようとし

ていらっしゃいます。なお、今回御紹介していない、ほかのグループは、転帰の点であま

り目立っていなかったようにみえますが、おそらく、集団との再会の段階を担っていらっ

しゃったのではないかと推測します。 

 まとめますと、精神保健福祉センターの頻度の高いグループは、山形に見られるような、

個別支援からグループ支援へと継続的なステップアップを図ることができた人たちとか、

静岡や名古屋のように、比較的早い時期からグループに参加することができた人たちを対

象にして、丁寧に支援をしていくと、ある程度、社会参加を促進することができそうだと

いうことが、少し見えてきたのではないかと思います。 

 次に、うちのデイケアの方です。うちのデイケアは 2004 年から 2007 年までやっていま

した。2008 年の春に、利用者の追跡調査をしました。図がわかりにくいと言われておりま

すので、少し説明します。うちのデイケアが終わった後に、就労しているかどうかと、支

援機関を使っているかどうかという状況が、どのように推移していくかを示した図です。

ここの線が、デイケアが終わった時点のラインです。うちのデイケアは３月に終わったん

ですけれど、４月、５月、６月で、１年、２年、３年と右の方に推移していきます。オレ

ンジ色が就労していた時期、緑色が支援機関を利用していた時期で、１人の人について、

オレンジと緑が重なるようにして表しています。例えばこの人で見ると、ずっと支援機関

を使わずに仕事をしていたけれど、この時期になって支援機関を使うようになったと見て

いただくといいと思います。 

 上の方が、支援機関をあまり使わずに、終わってすぐに、就労に至っている人たちです。

その下は、支援機関を使いながら、直後ではないけれど、だんだん就労に至っている人た

ちです。さらにその下は、就労を目指しながら、あるいは今すぐ一般の会社で働くのは難

しいなと思いながら、作業所などでトレーニングをしていたり、福祉的な就労をしていた
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り、あるいはデイケアなどで活動されていたりという人たちです。一番は、就労もしてい

ないし支援機関も使っていないという人が、これだけいらっしゃるということです。この

ように、これからの働き方を考えるというデイケアをやった後でも、デイケア終了後の就

労に至るプロセスというのは、人さまざま、いろいろあるということです。 

 これは、先ほどと同じ絵ですけれど、水色は集団に属した活動とあります。働くこと以

外の活動に取り組んだということで、これを見ていただくと、水色の働くことや支援機関

の利用以外で集団に属した活動をしていた時期のある人たちは、働いている人のところに

もいるし、働いていない人のところにもいらっしゃいます。先ほどの支援機関の利用と違

うのは、集団に属した活動というのは、就労の、前段階にはなっていないし、必ずしも替

わりの活動にもなっていないという印象を受けるということです。 

 それからここらぼのデイケアを利用してどうでしたかというのも訪ねています。いろい

ろな感想があります。役立った点については、働くことについて考えるデイケアだったの

ですが、利用者の皆さんは、人との出会いというものに、とても意味を感じていました。

ここで生活リズムということを言っていらっしゃいますし、ここでは体力とあります。通

っていて、シャキッとしたということです。それから、人との出会いを通じて、考え方が

広がったりや、不安が減ったという感想がありました。また、相談をすることや、いろい

ろな情報をもらったということがあります。それから、自分の課題とか病気についての理

解が深まったという感想もありました。 

 いいことばかり言っていてもいけませんので、デメリットとして何があったかという話

もします。いろいろありますが、注目した方がいいのは、ここかと思います。うちが１年

間というコースでしたので、継続フォローがないということを、デメリットとして挙げて

いる方がいました。 

 三つめの、就労・社会参加に向けた本人の取り組みと支援のフローチャートです。研究

班のガイドラインに載っていくもののプロトタイプです。これはレジュメにも資料をおつ

けしています。 

 このフローチャートに、触れておこうかと思います。 

その前に、全体の構成を説明した方がいいかもしれませんね。この図の左側は就労の準

備の段階、右側がより具体的に社会参加とか就労に移行していく段階と、大きく２段階に

なっています。上の段は本人が頑張っていらっしゃること、下の段は支援機関が頑張って

いることになっています。 
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 最初の入口のところですが、自分が働きたいとか、働くことについて何かやりたいとい

う気持ちがあるということです。ここで動機が何もないのに無理やり働かせようとしても、

やる気がないことは、あまりがんばれません。だから、ここは丁寧にやった方がいいと思

います。一方、不安をすごく感じていらっしゃる人たちですから、やりたい気持ちを不安

が覆い隠していることもあります。そういう意味でも丁寧に導入をしていくといいのでは

ないかと思います。 

 次のところも、自分に向いていることを探すタイプの自分探しを勧めているように受け

取られてしまうのは本意ではありません。働き方や生き方のモデルは一つではないという

ことを、いろいろと知ってもらうといいのではないかという趣旨です。だから、そういっ

た意味でも、仲間とか先達とか──うちのデイケアでは終了していった利用者の人たちを

ＯＢとかＯＧと呼んでいましたが、そういった人たちとの出会いというのは、大事ではな

いかと思います。 

 その下に、「自分にできることを知る」というのがあります。働くことに向かっては、今

だと、まず職場に入ってしまって、そこに適応するように支援するという流れになりつつ

ありますが、職場に入るにしても、最低限の準備はあった方がいいです。毎朝、決まった

時間に起きられるかといったところから始まるのですけれど、今、自分にできることは何

か、何かの活動をしていく上での生きにくさの特徴、こういう場面だったら自分はとても

やりやすい、そういう、自分の特徴を知っていくことが、準備の一つとしてあるといいと

思います。 

あともう一つ、こんな生き方もいいかなあとか、今、自分はこうだとか、それをわかっ

て、では一体そのために何が使えるかということも、知っておくといいということです。

この社会資源の情報のことについては、また後で述べます。 

この段階の支援では、今お話ししたことが体験できる場やプログラムを提供するのが、

支援の側でやることかと思います。場やプログラムの提供を通して希望を持ってもらった

り、安心して失敗できるような機会がつくれるといいと思います。 

 次の段階へ行くと、自分の希望と、今の自分の現状と、使えるものを知ったうえで、ど

うしようかということを考えて、いろいろチャレンジしていくわけです。うまくいけばい

いのですけれど、うまくいかないということもあります。今は就労といっても、必ずしも

正規雇用につながるばかりではなくて、非正規雇用で就労されることの方が、多いと思い

ます。うちのデイケアも、先ほどご紹介した追跡調査では 33 人中 22 人が働いていました
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が、正社員になったことがあったのは３人です。あとの 18 人は非正規雇用です。非正規雇

用ですと自分から辞めなくても期間満了といった形で終わりが来るときもあるわけです。

だから次をどうしようかと、また考える。こういうふうに、ぐるぐる考え続けることにな

ります。だから、準備段階のプログラムが終わった後も、継続的な相談が必要になってき

ます。 

 自分の希望と、できることとできないことの整理のところで、もう少しお話をします。

これは職業準備性の階層の図です。精神障害のある方の就労支援をなさっている方は、お

なじみの図というか、もう大分古いんじゃないかと思われるかもしれません。一番下の方

に健康管理、それから、日常生活や社会生活ができると書いてあります。生活リズムが整

う、適切な身だしなみができる、余暇が過ごせる、といったことがあります。真ん中は、

どのような仕事につくにも身についているといいということです。積極性のアピールとい

うのもありますが、これは遅刻せずに出勤できるといったことから始まっています。上の

方が、特定の仕事につくのに身についているといいということです。その仕事に対する興

味・関心や技術や知識ということがあります。障害のある方の職業リハビリテーションで

はない分野ですと、キャリアコンサルタントの方であれば、エンプロイアビリティーとい

う言葉で、似たような階層構造を見られたことがあるのではないかと思います。キャリア

発達という領域の学問が基礎になっているのではないかと思います。 

 職業準備性の図は正三角形になっています。このようにバランスよく整っていないと働

けないのかという印象をもたれると思いますが、そんなことはありません。私も含めて、

いろいろなことの整い具合というのは、いびつなことが多いのではないでしょうか。たま

たま崩れないようにバランスがとれているものですから働けているわけです。だから、今

の自分が、完全に準備が整っていないからといって、働くことをあきらめる必要はまった

くないということが、ここで強調したいことです。ただ、あきらめる必要は全然ないので

すが「続くかなあ、大丈夫かなあ」という不安もあると思いますので、より安定して働く

ためには、できないことに対して、「もうちょっとトレーニングできるところがあるけど、

使ってみる？」とか、「こういう支援のサービスがあるけど、使ってみようか？」とういう

発想が出てくるということです。だから支援する側としては、さまざまな社会資源につい

ての情報を提供していくということが必要だと思います。 

 さらに、いろいろな支援を使うことにはメリットとデメリットがあります。そこも御本

人とよく話をして、それを使うことが、その人の人生にとってオーケーかどうかというの
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を、よく考えてもらって選んでもらえるといいと思います。また、一回選んだからといっ

て、一生その選択を維持しなくてはいけないわけではありません。いろいろ状況が変化し

ていけば、また違う選択をすればいいということも知っておいてもらうといいと思います。 

 また、就労のいろいろなサービスの関連ですと、この一番上の特定の仕事に就くのに必

要な階層のところは、職業訓練といったサービスが対応していて、障害や病気のある人向

けや若年者向けだけでなく、一般の就労支援の施策の中でも対応しているところです。ど

のような仕事につくにも身についているといいことの階層に対応しているのは、障害や病

気のある人向けのほかにも、若年者就労の施策でも YES-プログラムで対応していたりしま

す。若者自立塾さんや地域若者サポートステーションさんもやっていらっしゃる部分だと

思います。一番下の健康管理や家庭や地域で暮らすことについては病気や障害のある人向

けの施策を活用しないと、他の施策では使えるものがあまりないところではないでしょう

か。精神科のデイケアや障害者自立支援法の事業所のほかにも、民間の支援団体の人が、

いろいろな形で、手弁当で取り組んでいらっしゃる部分ではないかと思います。 

 このフローチャートは、就労以外の活動について、具体的に書いているとはまだまだ言

えません。社会参加に向かうフローチャートとしては、そこが限界になっていると思いま

す。皆さんも、「うちはこんなことをやっている」とか、いろいろな実践をされていると思

います。そういう実践が、これからも、持ち寄られて、積み重ねられてもっといいフロー

チャートになっていけばいいなと願っています。 

 時間が押しているので先を急ぎます。最後は、さまざまな社会資源を使いこなすです。

社会資源はたくさんあります。訪問、医療、宿泊、居場所、働く、教育、その他、とあり

ます。あとは専門機関もあります。実は、今でも結構いろいろとあるわけです。こうした

社会資源の情報について、当事者や御家族の人が全部調べて、自分に何が合うのかと考え

るのは、とても大変です。だから、いろいろなサービスをよく知っていて、そういうこと

だったら、こういう工夫があるのではないかということを提案するような、いわば社会資

源を使いこなすお手伝いというのが必要だと思います。これも、先ほどのように就労一つ

をとっても、一般、若年者、障害者と、いろいろな領域にまたがるサービスを組み合わせ

た上での選択になってきますので、自分の領域を越えて知識を持っているということが必

要ではないかと思います。 

 例えばこの例ですと、生涯病気のある人向けの支援と、若年者向けの支援を組み合わせ

て使っています。こういうのも十分可能です。うちの支援事例ですと、障害者職業センタ
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ーで職業評価までやった上でジョブカフェに行って就職活動をするとういうことをしてい

た人もいます。だから、働きたい人は、さまざまな社会資源を組み合わせで働くことに向

かっていってもいいので、その辺は柔軟にいろいろ組み合わせてやっていけるといいと思

います。 

ひきこもりの人も、ひきこもっているという面だけでなく、地域の住民であるとか、若い

とか、若くないとか、男性であるとか、女性であるとか、病気や障害があるとか、等々さ

まざまな面のある人です。ですから、ひきこもりの面に関する社会資源だけでなく、さま

ざまな面に関して使えるものを考えて、組み合わせて使って、生きていかれていいのでは

ないでしょうか。 

 御清聴どうもありがとうございました。以上です。 

 

○第２部パネリストによるディスカッション 

 近藤 支援の現場で、どんな職種の人間がどんなことを考えながらやっているのかとい

うことがお伝えできたんじゃないかというふうに思います。少し、壇上でディスカッショ

ンを深めたいと思うんですけれど、新村さんが榊原さんのお話を伺っていてどう思ったか

とか、榊原さんは新村さんのお話を聞いていてどう思ったかとか、そのあたりからいかが

でしょうか。 

 僕の感想を少し言うと、やっぱりお二人とも、すごく丁寧な援助者だということが、よ

く伝わったと思うし、やっぱり、いろんなことを考えながら支援にあたらなければいけな

いんだなあということが──当たり前なんですけれど、改めてよくわかったし、お伝えで

きたんじゃないかなあというふうに、まずは思いました。 

 訪問というのも、やっぱり、行けばいいっていうもんじゃないし、行く前に、どれだけ

丁寧にいろんなことを考えながらやっているかということが、よく伝わりましたし、行っ

たとき、行った後──お話にもありましたけれど、今まで体験的にやっていたんですけれ

ども、なかなかそういうところを、きちんと整理して出していくことができなかったので、

大変よかったと思います。 

 榊原さんのお仕事も、ケースワーカー、福祉職の方たちの仕事の中でもすぐれたお仕事

なんですけれど、やっぱり人の話をよく聞いて、個々の方に合う方策というものを丁寧に

探り出していると思うんです。御本人なりのチャレンジがあって、失敗したらもう一回戻

ってまたやろうよということを、簡単におっしゃったけれども、そこはすごく大変な作業
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というか時間のかかる作業だったと思います。 

 どうでしょう、まず、お二人から感想などがあればお願いします。 

 

 新村 この第２セッションでは、すごく具体的な話が聞けて、本当に、私自身、おもし

ろかったなあと思っています。近藤先生のお話について、聞いていて思ったのは、そうい

う、全ケースに診断がついたというのは、調査をした場所が精神保健センターだったと思

うんですけれど、例えば教育相談所とか、そういうところに比べると、精神保健センター

に相談に来る方というのは、やはりそういう診断がつくような、そういう、ちょっと言葉

は悪いですけれども、少し重めの方がいらっしゃっているという可能性があるのかしらと

思いながら、ちょっと、その辺はどうなんだろうなあというふうに思いながら聞かせてい

ただきました。 

 榊原さんのお話もすごく具体的で、ありがとうございました。私の話の中では、大分、

家族支援というのがあったと思うんですけれども、今、ちょっと参加させていただいてい

るデイケアでも、御本人が社適を使っているんですが、お母さんが、心配で、心配で、離

れられなくて、その辺もよく相談しながらやっていかないといけないですねというような

話が結構あるんですけれども、その辺の、御家族への相談なんかは、どういうふうにされ

ているのかなあというのを教えていただけたらと思います。 

 

 近藤 家族支援のことは、きょうは十分に取り上げられていないので、ぜひ、そのこと

をお願いします。 

 

 榊原 家族支援については、先ほどのグループの中で、かなりたくさんのグループがそ

うだったと思うのですけれど、グループを利用していらっしゃる御本人の家族のグループ

というのを、並行して家族教室の形でやっていらっしゃるところが多かったです。うちも

そうでした。御本人たちが、病気や、いろいろな社会資源についての勉強をされているの

で、それについて、御家族も同じように勉強していただくと、御家庭の中でも、これから

どうしようかというときの話がしやすいのではないかと考えてやっていました。 

 

 近藤 十分に時間がなかったんですけれど、静岡のグループは、御家族向けのプログラ

ムを同時に並行していて、すべての利用者の方の御家族もそっちのプログラムを使うとい
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うところが特徴的なんですよね。多分、何らかの効果が、やっぱりあるんだろうと思いま

すね。 

 私の方にいただいた質問で、診断のことについて、これは第１部の続きにもなるかもし

れないけれど、なかなか難しいテーマで、精神保健福祉センターに来るような人は重かっ

たんじゃないかという御指摘をいただきました。結論から言うと、あんまりそうでもない

ような気がします。でも、まだひきこもって半年、１年ぐらいの人と、長くなる人という

のは、もしかすると少し層が違うかもしれないというお話があって、これはとても重要な

御指摘で、検討してみたいと思います。今すぐにお答えできる資料はないんですが。 

 ただ、私たちの 339 件のケースで言えば、最近、ひきこもったばっかりという方もいら

っしゃるし、最長では 25 年ひきこもっていたという方もいらっしゃるし、いろんな方がい

らっしゃるんです。それから、ひきこもり始めた年齢も、平均すると 20 歳なんですけれど

も、一番早い方は８歳だったし、一番ゆっくり把握されたのは 30 歳まで。かなりいろんな

人を含んでいると思うんですよね。だから、重い人ばっかり見ていただろうということで

もないと思います。 

 それから、さっきも言ったように精神保健福祉センターというのは薬物療法を使おうと

思ったときには医療機関に紹介しなくちゃいけない機関なので、電話の相談なんかの時点

で、この人は医療機関に行ってもらった方がいいなあということが把握できたときには、

自分のところで受けないで、医療機関を御紹介して終わっているというのもあるので、も

しこのデータにバイアスが入るとすれば、さきほどの分類でいうと第１群に入る人たちが、

やや少ないかもしれないという可能性はあると思います。 

 榊原さん、どうですか。御質問とか御意見はありますか。 

 

 榊原 年代によって違うだろうというか──ひきこもり始めた時期や期間による違いと

いうのはあると思います。うちのグループでも、小学生のときから 20 歳過ぎまで、うちの

中で暮らしていた方もいらっしゃったのですけれど、人のグループの中で──例えば 10

代ぐらいの同年代で体験してきて身についてくるものが身についていないように感じられ

る方と、20 代になって、少し仕事も経験した後からひきこもっていらっしゃる方ですと、

成長具合とでもいうものが全然違いますので、抱えていらっしゃる問題も違うわけです。

同じグループのメンバー同士であったりするのですが、支援のポイントが異なると感じて

いました。 
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 近藤 何かこの辺に質問があるとか、もっと、ここをしゃべれとかいうのはありません

か。 

 

 榊原 今日この講座が始まる前にも少し新村さんにお尋ねしていたのですけれど、先ほ

どの先生の話の中でも、発達障害の人って、新しい環境や新しい人がとても苦手で、結構、

窓口でもトラブルになることがあると思うのです。最初に出会うとき、例えば訪問や最初

の相談で出会うときに、何か、この人はだめだと思われると、ガシャガシャッと、シャッ

ターがおりてしまうときがあるんです。そこでシャッターがおりないために、ラポールを

つけていく上での工夫は何かされていますか。たまたま地元の支援団体の人とお話しして

いるときに、そういうことが話題になったことがあったものですから。 

 

 近藤 じゃあ、まず新村さんに、少しその辺を伺ってみたいと思います。訪問というの

は、まだ会ったことのない人に初めて会おうとしてお訪ねするわけですから、非常にデリ

ケートな仕事になると思うんです。初めて会うときに気をつけていることとか、シャッタ

ーを閉められないための工夫とかで、もし何か思いつくことがあったらお願いします。 

 

 新村 発達障害かどうかというのは、初めて会う段階では、実はあんまりわからなかっ

たりするんですね。だから、先ほどのスライドでも話しましたけれども、やはりその方の

家族歴とか発達歴なんかは、基本的にはどんなケースでもきちんと把握するべきじゃない

かというふうに思っています。それから、やっぱり発達障害の方に限らず、あんまり踏み

込んだような会話をいきなりすることはできないので、その方が好きなこととか趣味なん

かをあらかじめ聞いておく。あとは、お部屋に通されたときに、何か、「あ、これが好きな

のかな」とか、いろいろありますよね。私も思春期のデイケアをやっていたときには、ち

ょっと若者文化になじまなきゃいけないと思って、アニメとか漫画を一生懸命読んでいた

時期があるんですけれども、ある程度、そういうものにも自分の関心を広げておいた方が

いいような事例もあるかもしれません。 

 

 近藤 あとは、新村さんのお話の中にもあったし、多くの援助者の方に共通することか

と思いますけれど、やはり内容はどうあれ御本人の立場、御本人の言い分を、まず、きち
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んと伺うということが、当たり前ですけれど、初期には一番多くの人が気をつけているこ

となんじゃないかなあと思います。 

 榊原さんって、初対面のときは、どんなことに気をつけているんですか。 

 

 榊原 そうですね、自分は精神保健福祉センターの中で、デイケア以外にも交代でイン

テークを担当することがありますが、そのときも、地域精神保健福祉の相談の中では、発

達障害の問題がある人が案外多いことがわかってきてからは、先ほど新村さんの話にもあ

りましたが、小さいころの生育歴を確実にとるようになりました。以前ですと統合失調症

かどうかということで、思春期ぐらい以降にウエイトをかけてお話を伺っていましたが、

小さいときのことを確実に聴きとろうとするようになりました。また、自分は今、デイケ

アがメインの仕事ですので、ある程度、事前の情報があったりしますので、発達障害かも

知れないとわかっている場合ですと、御本人が私に興味を持ってもらえるように、例えば

身につけるものなどに、何かちょっとした工夫をしたりします。 

 

 近藤 多くの人が、榊原さんに興味を持ちますよ。きっと。何かおもしろそうですもの。 

 急に話が変わって恐縮ですけれど、第１部で伊藤先生が、いろんな提案をしてください

ました。自立支援法とか障害者雇用の活用を、もっと、いろんなひきこもり事例にも適用

したらどうだろうかというアイデアも述べておられたんですけれど、専門家として、その

辺はいかがですか。 

 

 榊原 多分、支援団体の方も、障害者自立支援法の事業所に移るかどうかというのを、

結構、悩んでいらっしゃるところもあると思います。ですが、先ほどもスライドでお話し

たように、統合失調症だけが精神障害ではないわけです。実は精神疾患の診断のある方で

あれば、結構、いろいろな障害者向けの施策を使うことができます。弾力的な制度の運用

まで行っていなくとも、現状でも、かなり使えるものはあります。それに、地域の障害者

の機関との関係ができてくれば、いろいろやってもらえるのではないでしょうか。現実に、

うちは障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターですとか、今でいう就労移行

支援事業所や地域活動支援センターといったところに、かなり助けていただいています。 

 

 近藤 一方で、そういう、従来の障害者雇用の制度とか障害者自立支援法で定められて
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いる施設なんかを、あんまり使いたくないとお思いになる方もいらっしゃるでしょうか。 

 

 榊原 病気がある人として生きることや、障害がある人として生きるということは、や

はり選択したくないという方も、もちろんいらっしゃいます。例えばうちですと、日中通

うタイプのサービスであるデイケアに通って生活リズムが整ったので、それを維持したい

と思ったときに、障害のある人向けではないサービスで、どこに毎日通えるところがある

のか、という問題があるわけです。居場所などをやっていらっしゃる団体さんがある地域

はいいと思うのですが、そうでなかったり、遠かったりすると、現実には使えるものがな

いということになります。そこで、後で就労するときに、またクローズドに戻ってこられ

るか──クローズドというのは、病気を会社に伝えないで働くことですけれど、それに戻

ってこられるならというので、いろいろ考えて割り切る方も、やはりいらっしゃいます。  

  

 近藤 わかりました。ちょっと今、話題になっているんですけれど、この第２部は「支

援の現場から」というタイトルになっていますが、壇上に上っているのが公的支援の立場

の人間だけなんですよね。榊原さんも新村さんも、民間の支援団体の方とのおつき合いな

んかもあると思うんですけれど、その辺について、何か、ふだんから思っておられること

があったらお願いします。 

 

 榊原 なかなか、しゃべりづらいところもありますが、名古屋市は皆さん御承知のとお

り、数年前に、民間のとある支援施設で、お亡くなりになる方が出るという事件もありま

した。それを機に、名古屋ひきこもり支援ガイドマップの編集やひきこもり支援関係団体

連絡会議などが始まったのですが、いろいろな団体さんを取材させていただいていて思う

のは、支援をしておられる皆さんの背景となる分野が多様であるということです。不登校

をやっていらっしゃるところでは教育であったり、いろいろなカウンセラー資格のある心

理系の人がやっているところとか、キャリアコンサルタントの人がやっていらっしゃると

ころとか。自立支援法で福祉とか高齢者をやっている人がやっていたり、あるいは町づく

りの団体がやっていたりするので、言葉が違うんですね。言葉と価値が違うので、おたが

いに議論していても、なかなか話がかみ合わないところがあったり、連絡会議をやってい

ても何を議題にするかというのが、すごく難しいなあというふうに思います。 
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 近藤 ありがとうございます。民間支援の団体の方とか、医療、それから公的支援が、

この後どんなふうに一緒にやっていかなければいけないのか、私も申しましたように、こ

れは総力戦になるし、どこかが頑張れば何とかなるというようなことではないと思うので、

その辺もこれから大きな課題だと思います。 

 お二人のお話を伺っていてもわかっていただけたと思うし、特にまとめるようなことも

ないんですけれど、時間が近づいているのでまとめますと、私の話はどちらかというと、

初期のアセスメントを丁寧にやらないと、お一人お一人、いろんな事情があるので、そこ

をよくつかまないと、十把一絡げにひきこもり問題というふうにとらえてしまうのはよく

ないということを言いたくて、あんな細々した診断の話をしていたわけです。 

 新村さんや榊原さんのお仕事ぶりを伺っていると、とても丁寧だし、きめ細かいし、利

用者さんのことを、できる限り丁寧に細かくとらえようとしておられるし、やっぱり根気

強いし、粘り強いですよね。それから、一度失敗して戻ってきた方も、その試行錯誤を何

度も繰り返し支えるというようなことが強調されていましたし、これは、やればできるん

だけれども、よっぽど粘り強く丁寧にやらなきゃいけない仕事だというあたりが、もし伝

わっていれば幸いだと思っています。 

 それから、すごくすぐれたグループ支援なんかもあったんですけれども、幾つかのグル

ープは、いいデータは出ているんだけれども、あまりにも仕事が重くて続けられなかった

という事実も実はありまして、これは何て言うんでしょうか、ちょこちょこっとした支援

施策で何とかなるという問題じゃないので、やっぱりもう少し、ガチッと、重装備の支援

体制も考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。 

 あとは、もっとうまくネットワークが機能する方法があるなら、それも模索したいと思

いますが、とにかくいろんな支援が、かなり長期的に必要だし、それを何年も続けていけ

るような継続性のことも考えていかないといけないんじゃないかというふうにまとめたい

と思います。 

 ちょうど時間になりましたので、第２部を閉じたいと思います。どうも御清聴ありがと

うございました。 


