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図９ ひきこもりと家族間葛藤が複合していく過程

ひきこもりの長期化・年長化

不登校

いじめ 適切な （本人）思考の偏り肥大、

職業上の 対処が → 暴力・暴言、過大な要求、

トラブル できない 不安・焦り・諦め 複合問題化

ひきこ

対人関係 → → もり ↑強い葛藤↓ → ひきこもり

トラブル （家族 の開始 → ＋

↓ ↑ 本人 （家族）不安・焦り・諦めの葛藤、 家族間葛藤

本人の内的 学校 →新しい家族問題発生（親の健康、家族間の争い

トラブル 職場 財産問題、兄弟の結婚問題など）家族拒絶など

家族関係 地域）

トラブル （ひきこもり期間が長期化する間に、

多様な家族問題が起こり得る）

（家族機能の弱体化へ）

図１０ ひきこもり支援と家族間葛藤の緩和・回復過程

（→ここから先は難問）

→ 家族間葛藤への支援 →

家族間 （家族機能の回復へ）

支援の 本人の意欲（解決像） 葛藤

開始、 家族成員の意欲（解決像） の緩和

複合問題化 支援 客観的諸条件・制約 和解

方針 緩和・和解にむけた調整の場 → 長期

→ の （本人がどこに参加・関与できるか） 両者の 展望

ひきこもり 選択 統合の→ を持った

＋ → ひきこもりへの支援 → → 道を 緩和

家族間葛藤 ひきこ 探索 回復

家族間の争い 家族関係の回復支援 もり 和解、

家族拒絶など 対人関係の回復支援 の緩和 復元力

社会関係の回復支援 回復 の獲得

精神障害の治療

（本人がどこに参加・関与できるか）

５ 就労に向かう支援はどう考えどう取り組んだらよいか

１）ひきこもる人の就労に向かう支援の進め方について

「就労に向かう支援」とは、直接就労を支援するのではなく、「就労をやや遠い目標と

考え、就労に必要な基礎的な諸経験を積み重ねていくことを当面の目標にする」という意

味である。ひきこもっている人と就労の関係は、①不登校からひきこもりに移行したため、
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全く就労体験がない人、②高校・大学を卒業し、一度は就労したものの職場での様々なト

ラブルのため退職した人、③就労中に仕事以外の諸事情でひきこもるようになり、仕事も

辞めてしまった人、など多様（以下の〔例示〕参照）である。働いていない年月も長短様

々である。また、自家営業など、自宅に仕事の場がある場合と、会社などに通勤するほか

働く機会がない場合の差もある。それぞれ就労支援の意義や手法が異なる。個別的には次

のような例がある。いずれにしても、親・支援者の側面からの支援が必要である。

〔例示１〕①自宅ひきこもり→②自家の仕事の部分的手伝い(例えば車の運転だけ)→③

作業現場に行き人手が足りないときだけ手伝う→②③を繰り返しながら徐々に仕事を覚

え、働くようになる。(この場合、特に父親が、ひきこもる息子に少しでも仕事を覚えさ

せたい半面、息子の作業態度が生ぬるく、他の作業員の手前、受け入れられない、と思う

ことが多い。この葛藤の克服が重要課題となる。我が子という意識がかえって壁になる。)

〔例示２〕①自宅ひきこもり→②居場所などに通うようになり軽作業を始める→③やっ

てみるとその仕事が意外と面白く感じ精を出す→④仕事提供業者の工場で「試み雇用」を

受ける→⑤試み雇用をこなし、常勤的雇用となる（ここからも課題が多い。一般職員並み

に厳しく指導されるようになると突然退職したりする。気の長いサポートが必要である）。

〔例示３〕①自宅ひきこもり→②相談機関などに通い、一般相談から進んで就労支援を

受ける→③新聞広告などを見てなるべく短期・軽作業の仕事を探し、働いてみる→④辛い

仕事、嫌いな仕事はあまり無理に継続しない→⑤これらの仕事経験を重ね、身の丈にあっ

た仕事内容を探る。（カウンセラーとともに、仕事を続けることよりも、働いてみること

に意義を置き、仕事の内容を見直し、次の仕事につなげる。一寸伸ばしの取り組みである

が、現実的でもある。就労支援にも意欲のあるカウンセラーが必要。）

２）ひきこもっていた人が働き続けられる職場の条件とは

長期間ひきこもっており仕事や職場環境に不慣れな人が働ける環境について、ある当事

者は次のようにまとめて語ってくれた。

①短時間の就労あるいは必要なときに休息が取れる就労環境、②困ったときに援助して

くれるサポーターがいる環境、③同僚と無理をしてつきあわなくてもよい環境（しかし、

こちらがつきあう気力のあるときは、分け隔てなくつきあってもらえる環境）、④上司が

ひきこもりのことをよく理解し、問いただしたりせず自然に働かせてくれる環境、⑤事務

所や工場内の閉室性になじめない人には屋外作業などの業種、⑥体力やスキルが不足して

いるので、体力やスキルなしに取り組める仕事、⑦そもそも働き始めるとき、詳しい履歴

書や面接（試験）がないこと、⑧無断で休んでも、やめさせられない環境（訪問サポータ

ーなどが復職を働きかけてくれるとなおよい）であること。なお、⑦に関しては、｢まず

しばらく働いた上で、面接をする」方式も有意義であろう。まず働いてみて、その経験に

基づいて面接を受ける場合、経験に基づいた受け答えができることが、ひきこもる人に有

利に働くと予想できる（一部、類似の取組も行われている）。

これらの条件の全てでなくても、いくつかを満たす職場が増えるならば、ひきこもる人

の就労の展望が明るくなるだけでなく、ひきこもる人以外の職場慣れしない青年の就労（短

期離職を避け、就労を継続する）にも有益と思われる。しかし、現状ではこのような条件

がある職場は少ない。NPO法人の小規模作業所、親の会の軽作業、などが該当する。

３）ひきこもる人と働くことの難しさと「働き方の視点の変革」をめぐって

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。特に、長期・年長のひきこもる人において、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。このように、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
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好ましくない循環が生じ、長年の間にこの循環が固定することになる。

ところで困難な問題は、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。そこで以下に、「働き方の視点の変革」および「社会

的企業」の活用という論点に触れておきたい。

「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。」（以上ゴチック

化は筆者）

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、その意味するところは、大いに味合うべきであり、ひき

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

的企業」「コミュニティビジネス」などの活用がそれである（風見正三他：2009、特定非
営利活動法人・共同連編：2012、柏木克之：2013 参照）。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・拡大）とつなが

っていくのではなかろうかと思う。

６ 長期・年長ひきこもり支援とライフプラン

１）ライフプランとは何か

「ライフプラン（あるいはサバイバルプランともいわれる）」を、仮に「長期生活（人

生）・経済設計」と呼ぶことにする（長期とは、本人のこれからの生涯を考慮し、30年、40
年の見通しをもつ必要があるという意味である。→齋藤環･畠中雅子：2012 他参照）。長
期・年長のひきこもる人の場合、家族の問題も深刻になっていることが多い(「親亡き後」

の対応という問題も表面化する)。残念ではあるが、本人の「社会・生活機能の低下（不

全）」「当事者の人生を生きづらくする体験」などの｢長期化付加要因｣（図１）が重い影

響を与えることが多くなる。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（本人、

家族）も支援者も苦しんでいる場合も少なくない。

そこで近年、「高年齢化するひきこもり問題」に関わって「ライフプランという論点」

が注目されるようになっている。

（１）2007年度青少年健康センター・シンポジウムの斎藤環（2007）の講演レジメ「高
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年齢化するひきこもりの諸問題」には次に抜粋する項目が掲げられている。

「４．ひきこもりとライフプラン

○親の（そして本人の）老い支度をどうするか

○まずは財産リストの作成

５．ひきこもりを生き延びるために

○価値共同体としての家族から経済共同体としての家族への転換（「就労」から「生

存」へ、「よりよく生きる」ことから「生き延びる」ことへの重心移動）

○経済共同体の一員として本人を位置づけ、能力に見合った立場を担当してもらう。

例えば家計簿を担当させる、食費を請求する etc.
○本人の感情労働に対する何らかの報酬を与える？ 穏やかに過ごす、会話に参加す

る、怒りや強迫行為などの症状をこらえる etc. 地域通貨の使用？
○事情を理解し合った家族間でメンバーを交換する。

○本人の住居を確保した上で別居し、年金受給年齢までの年収（100 万円程度？）を
保障する。

○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。通院や第三者との接触に対して一定

の報酬を与える。後者はイギリスなどでは依存症者や統合失調症患者のコンプライア

ンス維持として試みられている。

○家族ネットワークの中で成年後見制度に準ずる制度を作り、両親亡き後の資産管理

をこのシステムに委ねる。家庭内での金銭をいかに流通させるか」

（２）同じシンポジウムの畠中雅子（ファイナンシャルプランナー）（2007）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。

「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」

上記の斎藤と畠中の講演内容は、他の関連する講演・質疑応答とともに、社団法人青少

年健康センター編（2008）に収録されている（リバースモーゲージとは、所有する不動産
を担保にして融資を受ける方式のことである。なお、畠中らの新しい論考は、内閣府子ど

も若者・子育て施策総合推進室：2011、齋藤･畠中：2012、畠中：2012参照）。

（３）ひきこもりは、高校中退前後の年齢から始まるとすれば、年少者は 15，16，17
歳頃から、年長者は、50 歳代におよぶ問題である。15，16，17歳頃から40代中頃（条件
によってはそれ以後）の年代までは、まだ社会に関わっていくための支援（就労支援のみ

ではなく、もっと広い意味の社会生活支援）が中核になると思われる。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の条件があれば、50 歳代でも社会生活
支援の対象となり得ると言うこともできる。

しかし、親の健康状態などにより、社会生活支援あるいは社会復帰支援が限界を迎える
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こともあり得る。その後は、次第にライフプラン的支援の重さ（切実さ）が増してくるも

のと思われる。そうであれば、「まず、社会生活支援を確立し、そのことと合わせて（社

会生活支援では対応できない人たちの）ライフプラン的な支援を構想すべきある（つまり、

社会生活支援とライフプランを両立させ、全体としては統合する）」と言えるのではなか

ろうか。またすでに、一定層の当事者（ひきこもる人）にとっては、現実にライフプラン

支援を必要とする時期が迫っている（あるいはすでにその時期に来ている）。高齢の親の

健康悪化のために、ひきこもり支援を中断せざるを得ない事例も生じている。そういう意

味では、ライフプラン的支援は現実問題として具体的に検討すべき課題である。

２）ライフプランを有効にするための第三者支援機能の必要性

ひきこもる人のライフプランを設計する場合、斉藤環も指摘しているように、「第三者

の役割・機能」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としても、

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。財産が当てにできない場

合は、生活保護制度の活用も視野に入れる必要がある。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、などの問題にどう対応するかという難問がある。ここに第三者

支援の必要性が浮上する。以下に「第三者支援が必要となる状況」を整理する。

（１)親の病気・親の死亡等により本人が直面する苦境ー「親による世話」の内容ー

ひきこもる人には、支援上、難しい課題をもっている人が多い（そうであるが故に長年

ひきこもっているとも言える）が、長期・年長のひきこもる人の場合でも、親が元気なう

ちは、何とか親が本人の生活維持に関して世話をしている。しかし、親の病気・死亡など

の場合、加えて、兄弟・親族に長年にわたって本人を世話する条件がない場合は、本人は

苦境に立つことになる（それ以前に、誰が老親を介護するのかという問題も生じるが、本

稿ではこの問題は取り上げない）。「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く、長年にわたる親の苦労は計り知れないものがある。

このような「親による世話」ができなくなった（得られなくなった）ときにどうしたらよ

いのか。誰が親に代わって本人を支えるのか。親にも、本人にも、兄弟・親族にも、心労

が重なる事態である。当事者の事情によっては、第三者支援も避けがたい課題になる。

（２）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の第三者とは、「多様な意味でのひきこも

り支援者、福祉・保健・労働などの行政職員や NPO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」などである。こ
れらの支援者は、「ひきこもる人とこれまで支援関係を築いている支援者」（→ひきこも

り支援者）と「多様な制度活用などに対応する新たな支援者」（→ライフプラン支援者）

に分けることができる。

ライフプランを有効にするためには、両者の連携・共同作業が大切である。また、親亡

き後のひきこもる人の第三者支援は、親が元気なうちに、親亡き後を視野に入れた支援を

計画するところからはじまる。以下、親亡き後の第三者支援の内容を例示する。

（親亡き後の第三者支援の内容例示）

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
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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）。（＊ここまでは、（１)と同じ趣旨の項目である。）

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。また、新しい制度の構築も視野に入れる。

以上の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は、金銭的な

対応だけではなく生活全般の支援が含まれなければならない。金銭は大切であるが、その

他に、ひきこもる人の日常生活を誰がサポートするのか、病気の時は誰が医者に連れて行

くのか、こころが不安定なときに誰がケアするのか、など多面的な課題がある。それらを

幅広く視野に入れたライフプランを策定し、実施に移す必要がある。

ところが、ライフプランが実際に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。

（支援者が克服しなければならないひきこもる人の状態）

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の職員に会いたくない、会わない、拒否する。

③医師の診察・往診を受けたくない、拒否する。

④役所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。

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（これらは「ひきこもり支援」の課題そのものでもある）。

図１１ 長期・年長ひきこもり支援とライフプラン支援の連携と統合

ライフステージに対応した

ひきこもり支援

（年齢区分は目安）

ライフプラン支援

１ 思春期・青年前期支援 （ライフプランの内容は、経済面、

（15,6歳前後~20歳前後） 法律面、日常生活面、消費生活面、

住宅面など多岐にわたる。

２ 青年期支援 ライフプラン実施期は、本人・

（20歳前後~35歳前後） 親・家族の事情で変動する。）

３ 青年後期・壮年期支援

（35歳前後~40歳前後） ライフプラン準備期

連携

４ 壮年期・高年齢期支援 統合

（40歳前後~50歳以上） ライフプラン実施期

（親の高齢化・疾病・死

亡などの諸事情）

(↑ひきこもり支援者) (↑ライフプラン支援者)

全体としての「ライフステージに対応したひきこもり支援」
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（３）まとめとしてーひきこもり支援とライフプラン支援の連携・統合

以上をまとめると、長期・年長ひきこもり支援において、ひきこもる本人の社会自立が

難しく、親の高齢化・疾病・死亡などの諸事情の発生が予想される場合、「30年、40年と
いう長期的視野に立った」ライフプランを立てることが必要となる。

①（ひきこもり支援者の限界）：しかし、ライフプランは、親の財産（遺産）の活用、

生活保護や成年後見制度などの公的制度の活用、日常生活や住宅に関する支援の活用、そ

の他の制度・資源の活用のいずれを選択する場合も、「ひきこもり支援者」にとっては、

それぞれの分野の高度な専門知識（資格）（馬場敏彰編著：2010、池田恵利子他編：2011、
内閣府：2011参照）が必要となるために、適切な対応が難しい。
②（ライフプラン支援者の必要性）：多様な背景(ニーズ)を持つひきこもる人のライフ

プランを策定するためには、当事者の諸事情に応じて「ファイナンシャルプランナー・弁

護士・税理士・司法書士・社会福祉士・精神保健福祉士など各分野の専門職（「ライフプ

ラン支援者」と呼ぶ）」の力が必要となる。

③しかし、ライフプラン支援者が必ずしもひきこもり支援に詳しくないという事情もあ

るし、通常は、支援対象となるひきこもる人との支援関係を形成していない（コミュニケ

ーションが成立していない）。この関連して、畠中（2012）は、「私自身はファイナンシャ
ルプランナーという資格で仕事をしているため、ひきこもりからの回復といった、状態の

改善についてのアドバイスはできませんし、してもいません。」と明記している。ライフ

プラン支援者の立場を分かりやすく表明している。

本人の利益にかなったライフプランを立て、適切に実施するためには、「本人が支援者

の助力により、それを活用できる状況」になることが必須の条件である。本人が有効活用

できなければ、ライフプランは絵に描いた餅になる。任意後見制度などを利用する場合も、

本人と親密な兄弟姉妹が任意後見人になる場合を除いて、任意後見人も本人との交流関係

がないことが多いであろう。

④そこで、このような場合、（本人と交流関係のある）「ひきこもり支援（者）」と「ラ

イフプラン支援（者）」の緊密な連携・統合が欠かせないことになる（図１１参照)。

７ ひきこもりへの「支援目標」「自立像」「家族支援」のまとめ

１）「支援目標」「自立」イメージの「多様性」「複合性」「変動性」

これまでに検討してきたことを振り返ると、ひきこもる人の支援において、「何を支援

目標にするのか」、あるいは「自立・自立支援という概念をどうとらえたらよいのか」に

ついて、幅広い考え方があることが分かってきた。このうち「支援目標」については、す

でに「ゆるやかな支援目標」(表２)においても触れた。

「支援目標」あるいは「自立」や「自分で設定する当面の目標ないしは生き方(自己支

援目標)」は、支援をする人と支援を受ける人およびその家族との合作(共同支援と自己支

援の共同作業)である。「支援目標」のイメージは「多様」であり、ある人への支援目標(あ

るいは自分の目標・生き方)は、まとめて一言では語れない「複合性」があり、それぞれ

の時期や事情に応じて「変動」するものであることも分かってきた。特定点にある「ゴー

ル」ではなく、変動する「目当て」である。

考えてみれば、これらは当然なことである。支援者自身も、これまでの人生、今生きて

いる人生の目標は一つに絞られるものではなかったであろう。生きる目標は、多様性、複

合性、変動性を帯びていることが自然であろう。現実社会において、妥協やあきらめを含

みつつも、ある程度は(可能な範囲で)、自己目標を追求してきたという人が多いであろう。

さらに、これまでの人生において、多くの人から支援を受けかつ受けた支援と自己支援を

重ね合わせてきたことであろうし、これらの体験を糧に、他者支援にも取り組んできたの

であろう。
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２）ひきこもる人の「自己目標の設定」とその支援

表４に例示することは、「ゆるやかな支援目標」（表２）など、これまで検討したこと

を踏まえた「自己目標」設定の例示である。一人一人の当事者にとって、目標は固定され

たものではなく、他の人と共通するものであったり、なかったりし、また、必ずしも明示

的でもない。さらに、その時その時の事情や必要性、周りにある支援資源(社会資源)など

によって変動する。

「私には、自己目標などない」という人も、日々の暮らしにおいて、「あのように過ご

すよりは、こう過ごす方が快適である。昨日と同じように今日も明日も過ごしたい。平穏

な生活を続けたい。」という意味では、極めて控えめではあるが目当て(その人にとって

は、あるべき日常あるいは日常的目標)があり、それを選択して、日々を過ごしている。

支援者は、このような事情を踏まえつつ、適宜支援に関する情報やヒントを提供しつつ、

直接的･間接的な本人との接点を活用し、本人の合意を踏まえ、本人の「自己目標の設定」

と「自己目標の実現」に向けて、支援を行う。

表４「自己目標設定」の例示

＊（ ）内は、具体的行動の例示

○当面は、個人生活の枠内にとどまる(自分で考え、自分でできる範囲で行動する)。

○個人生活の枠内にとどまりつつ、周囲に少し目を向ける (部分的に家族と関わる。

家族と話したくなければメモのやりとりをする)。

○当分の間、変化を求めない（今のままで静かに暮らす。その日を少しでも快適に、

気楽に安心して暮らす条件を考える。日々新聞を読むなど好きなことをして過ごす)。

◯カーテンを開けて、窓から外を見る。季節の移り変わりを見る。近所を散歩し見た

り聞いたりを楽しむ。

◯何か小さなことでも楽しめることを探す（読書、音楽、テレビ、新聞、ペットの世

話、花や観葉植物を育てる。その他何でもよい）。

○家族との関係を回復する(まずは親との会話などから家族との関係を再形成する)。

○誰か家族外の人と会う(家族以外の友人、知人、近所の人、お店の人などと会い、

会釈をしたり、笑顔を見せたり、言葉を交わしたりする。友人に手紙を書いてみる)。

○地域参加(地域を歩く、買い物をする、喫茶店に入る、地域の人や施設に触れる、

地域の仲間をつくる、地域の行事に参加する)。

○支援施設利用(とりあえず支援者と会う、相談する。居場所を利用する、学習する、

仲間づくりをする。その他)。

○福祉系の社会資源・制度、医療系の社会資源・制度に関心を持ち利用する(生活相談

を受ける、福祉施設政･施設を知る。検診を受けるなど健康管理をする)。

○多様な働きかたを選択する(家事労働、日曜大工、家族介護、家業手伝い、

ボランティア活動、近隣の助け合い活動、多様な社会活動、就労訓練、

様々な就労体験、社会的企業で働く、などに進む）。

○雇用としての就労へと歩む(ハローワークなどに関心を持つ。企業などで働く。短時

間勤務、非正規雇用、車の運転などの限定的作業など、その内容も多様である)。

○ライフプランを活用する（年長の人は、親にライフプラン作成を要望する。可能な

範囲で家族以外にも相談できる人をつくる。金銭管理、持ち物管理、健康管理をす

る。生活保護などの制度を学ぶ。生活保護制度を活用する）。

いずれにしても、支援のある段階で、本人の「自己目標の設定」が視野に入るようにな

れば、あるいは、「自己目標の設定」についての対話ができるようになれば、支援が「や

や軌道に乗ってきた」と言えよう。本人と支援者との対話ができそうなな場合、「あなた

自身の自己目標は何でしょうか。ちょっと漠然としていますので、言い方を変えてみます。

あなたが、近い将来できそうかなと思うこと、あるいは、近い将来できたらいいなと思う
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ことはどんなことでしょうか。」と問いつつ、「例えばこんなことはどうでしょうか」と

話しながら表４の内容をいくつか提示することもできる。

同様に、親･家族に「息子さんが、近い将来できそうに思うこと、あるいは、近い将来

できたらいいなと思うことはどんなことでしょうか」と問いかけることができよう。

後に紹介する図１２に当てはめるなら、支援者と本人の関係では、支援の段階が「第3

段階」の後半か「第4段階」にさしかかったところでこの対話の可能性が開けるのではな

かろうか。親･家族と本人の関係では、支援者の後方からのサポートにより、もっと早期

（「第2段階」）に、「自己目標の設定」についての対話の可能性が開けるであろう。

３）家族理解･家族支援の考え方

ここで改めて家族支援の考え方のポイントを整理する。

①長期・年長のひきこもる人に長年対応してきた親には、複雑な思いが鬱積している。

諦め(本人に対して、支援に対して)、不信(同左)、怒り、かすかな期待・願望、親亡き後

への心配、あるいは、ひきこもる人への支援に埋没し、自分の人生をうまく生きられなか

ったという不全感などである。

②ひきこもる人の長引く問題に影響されて、家族関係も複雑に入り組んでいる(あるい

はこじれている)ことがある。表面に現れない場合も、家族の中に、当事者への複雑な思

い、兄弟から親への不満(例：ひきこもる人の問題をうまく解決できない、団欒のない暗

い家族だった)、親から兄弟への不満(例：ひきこもる人を邪魔者扱いしているのではない

か)などが潜んでいることがある。

③支援者は、これらの事情を、さもありなんと理解し、これらの思い(事情)とつきあう

ことが求められる。これらの複雑な思いがそこにあることを前提にしたところにしか支援

は成り立たないからである。

④支援は、支援者の「独り相撲」ではない。独り相撲をすると、「これだけ苦労してい

るのに当事者に分かってもらえない」「支援の成果が上がらない」という徒労感・燃え尽

き感にとらわれやすい。支援は、親・家族との共同支援である。また、支援者間で知恵を

出し合い、感情・苦労を共有をする支援者同士の共同支援でもある。特定支援者が主体に

なる場合も、近くに共同支援者がいることが支えになる。

８ 支援過程の概要と長期・年長ひきこもり支援の特徴

１）ひきこもり共同支援の基本的段階

支援者と家族が協力し支援を行うひきこもる人への「共同支援の基本的段階」は図１２

のようにまとめられる。図１２に示す各段階の内容は次の通りである。

①（第１段階）家族による支援の時期：この時期が数年にわたる事例もある。この期間

（支援者が、支援を開始するまでの期間）を、できるだけ短縮することが望ましい。

②（第２段階）支援者が家族を支援する時期：この時期は支援者が家族の支援を開始す

るが、本人と接することは急がない。家族を通して本人の状況を理解する。

③（第３段階）家族・支援者が共同で支援に取り組む時期

④（第４段階）徐々にひきこもる人（本人）が家族・支援者の双方を受け入れる時期

⑤（第５段階）本人が家族と支援者の共同支援を受け入れ、家族・支援者を仲立ちに、

地域社会へのつながりを広げ深めていく時期にゆっくりと進んでいく。

長期・年長のひきこもり支援の場合、第1段階が非常に長い場合が多い。それだけ家族

・本人が多くの苦労や悩みを体験している。できれば早期に第 2段階に移行する対応が必
要である。

また、第3段階から本人との交流ができる第4段階への移行に年月を要することも多い。

第 4段階に移行しても、長年、対人関係が乏しかっただけに、以前の段階に戻ることもあ
るのでそのことも織り込んで支援に当たる必要がある。
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