
―自由記述全回答― 

６－４．「６－３」で「居住地域での利用に抵抗がある」と答えた方の理由 

 

・職員の不勉強、無理解、否定、不愉快（家族・50 代女性・富山県） 

 

７．（「６—１」で地元の相談機関、支援機関、当事者会を）継続して利用してみ

たいと思った理由。 

 

・サポステに臨床心理士がいて、対応が丁寧で安心できたから。（経験者・30 代男性・奈良

県） 

 

・そのときは改善するかなと思っていました。（本人・30 代男性・千葉県） 

 

・そのままの自分を受け入れてくれたから。こちらの話を丁寧に聞いてくれた。スタッフに

物腰の柔らかい人が多く、同じような悩みを抱えた人達が集まっていたので、家に居るより

安心できた。単純に通うと決めたことで、外出する理由が出来た。（経験者・30 代男性・東

京都） 

 

・とにかく、ひきこもりから抜け出したかった！！（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・どの支援が一番良いのか悩んでいるため（家族・20 代男性・奈良県） 

 

・とあえず自宅以外に外出して、家族以外の人と話す機会があった。またコミニュケーショ

ンや心理学など本人も親も学ぶ機会があったから。（家族・50 代女性・徳島県） 

 

・ひきこもりから抜け出して 1 年 8 か月経ち、ひきこもりを支援したいと強く感じたから。

（経験者・40 代男性・鹿児島県） 

 

・ひきこもりについて正しく理解し、受け止めるために（家族・70 代男性・埼玉県） 

 

・ひきもこり当事者に対してある程度の自主性・自由度があり、上から目線の支援者や支援

を押し付けるような人がいなかったから。（本人・30 代男性・神奈川） 



 

・フラットで敷居が低いから（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・プロの客観的なアドバイスが欲しかったから（家族・30 代男性・埼玉県） 

 

・安心で安全な場であるから（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・引きこもりから脱したかったから。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・引きこもり本人の他、親の講座やカウンセリングを受けられるため（本人・50 代男性・

東京都） 

 

・何かしら社会との接点は必要としていましたし、他に通えるような場所がありませんでし

た。継続すれば何かしらキッカケを得られるかもしれないという期待もありました。（本人・

30 代女性・三重県） 

 

・何か希望を見つけたかった。私という存在を認めてほしかった。（経験者・30 代女性・千

葉県） 

 

・家族が継続して利用できるのが公的機関では、どこもなかった。（家族・60 代女性・大阪

府） 

 

・家族だけではどうしていいかわからない。支援が、ほしいから。（家族・60 代女性・埼玉

県） 

" 

・回復、成長、解放...希望へ つながりたかったり、スキルを身に付けたかった。（本人・

50 代男性・宮崎県） 

 

・改善はみられないけど、相談窓口に繋がっておかないといけないという気持ちが強くて

（家族・40 代女性・千葉県） 

 

・関心があるから（経験者・40 代男性・福岡県） 

 

・継続しないとひきこもりにまた戻るから（経験者・30 代男性・神奈川県） 

 

・継続は力なり。（経験者・40 代男性・愛知県） 



 

・々の持病である持続性不安障害に加え、他の病気も併発しまいました。 

私の立場は、ひきこもりピアサポーターです。ひきこもりに関しては、支援者の立場で関わ

り、他の病気では「本人」として利用を続けています。（経験者・50 代男性・岡山県） 

 

・効果がありそうと思った（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・今となっては、継続して参加したいとは思っていません。なりゆきでした。（本人・40 代

男性・静岡県） 

 

・今後に期待している（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・参加しなくてはいけないと思ったから（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・子供が少しでもよい方向へ変わるようにいろいろ相談にまわり、今は、子ども若者総合相

談センターという所にお世話になっています。一番親身になっていただいたとかんじたと

ころです。病院にもかかっています。家族だけでは限界だと思いましたし、私の躾、教育、

が子供に悪い方向へはたらいているようで、私自身の支えや子供への接し方の指針にもな

っているからです。（家族・50 代男性・愛知県） 

 

・試しにもう一度と思ったため（本人・30 代男性・栃木県） 

 

・自分が社会的ひきこもりに当てはまるあることが不安だから（本人・20 代男性・東京都） 

 

・自分と同じ立場の人がいるから（本人・30 代女性・東京都） 

 

・自分の経験が他の人の役に立てないか?と考えたから（経験者・30 代男性・山形県） 

 

・場所が近いから   参加しやすいから（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・親（私）の年齢が高くなり、先が非常に不安。（家族・70 代男性・愛知県） 

 

・親として何かできることが有ればしたいと思い参加した。学習することによって、気持ち

が楽になった。（家族・60 代女性・東京都） 

 

・親の会の先生を尊敬しているから（経験者・40 代女性・福井県） 



 

・親身になって話を聞いて下さるからです。（家族・30 代女性・埼玉県） 

 

・生きるために必要なため（本人・30 代男性・岡山県） 

 

・精神的に癒され、元気にしてもらえたから（家族・50 代女性・愛媛県） 

 

・他に相談するところがないから（家族・60 代男性・大阪府） 

 

・他人に話せないことを聴いてもらえる。自分の不安な気持ちが落ち着く。子どもとのかか

わり方に変化（良い方向へ）（家族・60 代女性・東京都） 

 

・対応が良かった場合と自分が困ってるから仕方なくの場合。（本人・40 代男性・大阪府） 

 

・単発の参加では何も変わらないと感じたため。（経験者・20 代女性・愛知県） 

 

・担当職員と性格的に相性がよかった。私自身が大学でかつて心理学専攻で、カウンセリン

グの予備知識があったことも長続きした理由です。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・地域の沈潜した現実事例を知ってもらうため（家族・80 代男性・愛知県） 

 

・年齢的に他の選択肢がとれなかったため。  地方なので他の選択自体存在しないため。消

極的な動機です。（経験者・40 代男性・栃木県） 

 

・保健所主催のセミナー、保健所の担当部署に参加して相談しているが今後も継続しながら

支援を得たい。（家族・70 代男性・埼玉県） 

 

・本人の居場所もあるが、それよりも親の勉強会が充実していたから。（本人・50 代男性・

東京都） 

 

・妹以外の当事者の話を聞いてみたかったから（家族・40 代女性・兵庫県） 

 

・勇気が出る（家族・70 代男性・兵庫県） 

 

・話しやすさ、受け入れやすさから（家族・60 代男性・鳥取県） 

  



8‐4．情報を調べる目的について。または、どんな情報を得たいか。 

 

・有益な情報（本人・30 代男性・栃木県） 

 

・ひきこもりに関する総合情報サイトがほしい（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・ひきこもり支援の方法を知りたい。・他の人の体験を知りたい。・ひきこもりの経験がない

人たちが、どういう目線でひきこもりの問題を考えているのか理解したい。（経験者・50 代

男性・岡山県） 

 

・できるだけ近場で、継続的な居場所になるような場所を探しています。（本人・30 代女性・

三重県） 

 

・具体的にどうすれば良いかを探すためです。（本人・30 代男性・千葉県） 

 

・住んでいる市で相談しても前に進んでいく方法が見出せない。本当に親身になってもらっ

ているのか疑問に感じる。（家族・50 代女性・愛媛県） 

 

・高齢化した引きこもり/当事者との接し方/脱出成功例/親が亡くなってしまった後の事

/10 年以上の引きこもりから脱出した成功例など（家族・40 代女性・神奈川県） 

 

・自分の存在を許容してもらえる居場所が欲しい（本人・40 代男性・群馬県） 

 

・私の息子の引きこもりで悩んでいます。自分の用事では出かけますが、社会とのつながり

はインターネットです。家族は５人ですが、折り合いが悪くて、妻と子供３人は別居してい

ます。望みは何とかして仕事をして生活費を稼いでほしいことです。一人でもやっていける

仕事を探しています。社会とのつながり情報を探しています。（家族・70 代女性・宮城県） 

 

・引きこもりの定義、原因、理解対応（家族・70 代男性・埼玉県） 

 

・ひきこもり問題に治療経験のある精神科医かカウンセラーの近隣の情報。（家族・70 代男

性・埼玉県）） 

 

・居場所、相談機関を探すため（家族・50 代女性・静岡県） 

 



・自分と同じような生きづらさを抱えた人達がどうやって生きていこうとしているのか知

りたいから。自分の人生の参考にしたい。 

具体的には、人と余り関わらなくても無理なくお金を稼げる方法。出来れば在宅。それで自

活できるだけの収入が得られれば自分にとっては一番良い。（経験者・30 代男性・東京都） 

 

・ひきこもりに関する集いや講演会や勉強会の告知。当事者の実数調査に関する結果分析報

告。ひきこもりに関する全国の新聞記事。国や自治体がまとめた引きこもりに関する報告書。

政治家や議員のひきこもりに対する取り組み。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・ひとりきりで友達も家族もいないから誰に聞いたらよいか全くわからないので（本人・40

代女性・北海道） 

 

・仕事について（本人・30 代男性・長野県） 

 

・手がかり（何かヒントになるものや考え方や取り組みの姿勢等について）がほしいから

（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・近くの病院 カウンセラー 相談窓口 支援センター 

子供の精神が不安定なとき受け入れてくれる病院（家族・50 代男性・愛知県） 

 

・同じ悩みを持つ人達と繋がりたいという思いから。当事者同士で出会える場所や外出・就

労につなげられる支援を受けられる場所など。（本人・40 代男性・神奈川県） 

 

・親の経験談や、仕事探しにつながる情報が知りたいと思った。（家族・60 代女性・神奈川

県） 

 

・支援者とのつながりのない、安心して参加できる当事者会についての情報（経験者・40 代

男性・岩手県） 

 

・同じような年代のひきこもりの人たちの集まる居場所がないか探すためです。（本人・30

代女性・福岡県） 

 

・自己の回復（本人・40 代女性・東京都） 

 

・引きこもりは人によって様々な状況にあると思う。それらにあった対応ができればいいと

思い、色々なところから情報を得たいと思っている。（家族・60 代女性・埼玉県） 



・自立して暮らしていける収入（を得る方法）（本人・30 代男性・和歌山県） 

 

・必要かつ実現可能な自立に向けた活動の詳細について。得たかった情報は民間と公的サー

ビスが連携した信頼性の高い支援パッケージ、具体的な支援提供者の住み分け、分類と当事

者らの査定基準について。（経験者・20 代女性・愛知県） 

 

・最近の動き（家族・70 代男性・兵庫県） 

 

・親亡き後の支援体制の構築のため。それをどこに相談するのが適切か（実際の支援につな

がるか）知りたい。（家族・40 代女性・岐阜県） 

 

・本人が精神科での治療を希望した時期があったため、自宅近辺の施設情報を調べたことが

あります。（家族・30 代女性・埼玉県） 

 

・何十年と引きこもり、50 歳を過ぎ社会復帰は難しい状況、医療にも繋げられない現実、

両親は高齢となり残された兄妹が面倒を見なければいけなく、どう解決して良いかも分か

らない。そんな同じ思いを抱く方達との繋がり、情報が欲しい。（家族・50 代男性・茨城県） 

 

・団体、機関の考え方。利用している方の感想。（家族・60 代女性・東京都） 

 

・不安感（本人・40 代男性・福岡県） 

 

・活動を知りたい。（経験者・40 代男性・愛知県） 

 

・社会復帰のための情報収集（本人・30 代女性・東京都） 

 

・自身と親が高齢になってるため、何か考えないと不安であること。 

多少支援が進んでるといっても、どことも関りがなく救われてない人が多いと思います。

（本人・40 代男性・大阪府） 

 

・自分に見合った場所を求めていた（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・解決事例（経験者・40 代男性・福岡県） 

 

・多くて わからない（本人・50 代男性・神奈川県） 

 



・何とか社会と接触を持って欲しい故。（家族・70 代男性・愛知県） 

 

・何か情報があるかなと思い（本人・30 代女性・兵庫県） 

 

・同じ境遇の人とはなしがしたかった（家族・30 代女性・千葉県） 

 

・孤独なので同じ立場の人と知り合えたらと思い調べてみた（本人・40 代男性・東京都） 

 

・ひきこもりから抜け出したかったので。ひきこもりや経験者の仲間が欲しいので。（経験

者・40 代女性・福岡県） 

 

・本人にあった居場所を探して。また同じ境遇にある親の方から話が聞きたくて。（家族・

50 代女性・徳島県） 

 

・勉強会、自助フループ（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・引きこもりからの脱出の模索が知りたい（本人・30 代男性・愛知県） 

 

・早く社会復帰したいから（本人・30 代女性・大阪府） 

 

・家族がいなくなっても生きて行けるための支援について（本人・40 代男性・東京都） 

 

・仕事について欲しいから（家族・40 代男性・大阪府） 

 

・子供に笑顔が戻り歩き出せるようにしてあげるにはどうしたら良いか（家族・30 代男性・

埼玉県） 

 

・自分の回復を期待できるかどうか。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・主に書籍で情報を得たが、ひきこもりとは何かを知りたかった。また親亡き後に備えて、

生きているうちにできる事を知りたかった。（家族・60 代女性・東京都） 

 

・どう接したらいいのか。どこに相談したらいいのか。同じ立場の人がいたら話しを聞いて

みたい（家族・30 代女性・山梨県） 

 

・相談場所（家族・60 代男性・大阪府） 



・引きこもりの解決、や理解（家族・50 代女性・広島県） 

 

・孤立。また無理なく自立していく方法を探るため（本人・30 代男性・長野県） 

 

・当事者が 59 才なので、どういう方法があるのかわからない（家族・50 代女性・東京都） 

 

・わらをも掴む思いでした。（経験者・30 代女性・千葉県） 

 

・自助グループの開催場所や日時を知るため。（経験者・30 代男性・奈良県） 

 

・引きこもり支援は具体的にどのようなことをやるのか。どういう様子なのか。（本人・20

代女性・福井県） 

 

・自分と同じような境遇で苦しんでいた人・苦しんでいる人の具体的な声。（本人・30 代男

性・神奈川県） 

 

・親としての対応。支援場所。など（家族・60 代男性・大阪府） 

 

・息子に立ち直って欲しい気持ちから、就職について支援してくれる機関があるかなどを調

べたりします。（家族・10 代男性・山形県） 

 

・生活支援やカウンセリング（本人・40 代女性・東京都） 

 

・ひきこもり当事者、経験者、家族、支援者、研究者の話に触れたいから（本人・20 代男

性・東京都） 

 

・講演会や交流の場を探している（家族・50 代女性・静岡県） 

 

・福井県に当事者会があるかを知りたかった（経験者・40 代女性・福井県） 

 

・転職が 10 回くらいあったり、前職から 4 年以上職についていないが、それでも就職でき

るところがあれば、そういった情報がほしい。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・当事者を知ろうと思って（家族・40 代女性・千葉県） 

 

・ひきこもりについての国や自治体の施策と家族会、当事者の動向（家族・70 代男性・埼



玉県） 

 

・やっちゃいけない対応を知りたかった（家族・40 代女性・岡山県） 

 

・アウトリーチ（家族・20 代男性・千葉県） 

 

・救いを求めて（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・参考にしたいから（家族・50 代女性・茨城県） 

 

・この問題の大きな潮流を知り、行政を啓発すること（家族・80 代男性・愛知県） 

 

・ひきこもりの人たちはどういう風になっていくのか？家族はどうしているのか？どうい

う対応がいいのか？どんな支援が受けられるのか？（家族・30 代男性・神奈川県） 

 

・自分と年齢や状況が同じで、話せるような、人を探す事。（本人・20 代男性・静岡県） 

 

・自分のようなひきこもりがいるかどうか（経験者・30 代男性・神奈川県） 

 

・体験談、家族支援、訪問支援（家族・50 代女性・山形県） 

 

・転職が多く、最長 10 か月しか務まらなかった人間にも、就労のチャンスを得る情報がほ

しい。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・どうしたら他者とのつながりをもつことができるか？（近所で）（家族・40 代女性・千葉

県） 

 

・現在のひきこもり支援の環境の把握をするため（家族・60 代男性・鳥取県） 

 

・自助会の存在、公的支援（本人・40 代男性・茨城県） 

 

・自分と同じように苦しんでいる人がいるかどうか知りたかったから（経験者・30 代女性・

群馬県） 

 

・解決の糸口を知りたい（本人・40 代女性・東京都） 

 



・公的機関では、ほとんど情報や講座がないので、学習会や報告会などで、ひきこもりにつ

いての情報を得るため（家族・60 代女性・大阪府） 

 

・質問７の回答と同様、さらに、具体的で自分に合った情報（本人・50 代男性・宮崎県） 

 

・本人が家族以外とつながる為に家族がすべき事を知りたい。（家族・10 代男性・長野県） 

 

・息子の引きこもりの解決につなげたい。（家族・20 代男性・奈良県） 

 

・具体的な支援内容、活動内容（本人・40 代男性・兵庫県） 

 

・現状からすこしでも良くなる方法。何をしたら良いのかわからない（家族・50 代女性・

埼玉県） 

 

・社会復帰、自立するため。 就職方法具体的な事例、職業訓練等、セミナー情報や体験談

など（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・現在、ひきこもり支援の資格制度は本格的に確立されていません。また、鹿児島県ではひ

きこもり地域支援センターがうまく機能していないのも理由です。さらに、KHJ 鹿児島が

主催者の高齢を理由に消滅してしまったのもあります。（経験者・40 代男性・鹿児島県） 

 

・引きこもりからの回復（家族・60 代男性・鹿児島県） 

 

・現在の家族や自分の動きについて、客観視したい。本人に対してのより良い対応を探した

い。（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・同じ境遇の人がどんな悩みでひきこもっているかを知りたかった（経験者・30 代男性・

神奈川県） 

 

・慰めではなく、出口を見つけたいから。社会的個人的にまともな軌道に戻る方法を知りた

い。（本人・40 代男性・東京都） 

 

・どうしたら良いかわからないから。不安でしょうがないから（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・どこへ相談すればわからなかったので相談窓口を調べました。プログラムに参加した人の

進路、就職率など。厚生労働省のホームページで生活困窮者自立支援法を見つけて市内の社



会福祉協議会へ相談。（経験者・40 代男性・栃木県） 

 

・不安をなくしたい。光明を得たい。（家族・50 代女性・富山県） 

 

・自分の立場、生き方を改善、または楽にする情報。またはそれを支援する方法。（本人・

30 代男性・埼玉県） 

 

・口出し出来ない嫁の立場だからです。（家族・30 代女性・栃木県） 

 

・自分と同じ思いの人がいるのか（本人・50 代女性・兵庫県） 

  



９－２．（「関心がある」と答えた方へ）どんな仕組みがあったら良いか 

 

・オンライン当事者会（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・当事者の自助グループや、当事者と当事者でない人とのコミュニティです。 

ただ、全員が満足することは、たいへん難しいと思っています。（経験者・50 代男性・岡山

県） 

 

・簡単な在宅ワークがあれば仕事のきっかけにできると思いますし、公的なバックアップの

あるネットでの交流の場もあると嬉しいです。（本人・30 代女性・三重県） 

 

・カウンセラーと当事者が集まるところです。（本人・30 代男性・千葉県） 

 

・このアンケートのような感じ。しんどくなった時すぐ対応してもらえる。インスタでの活

動予定の情報。（家族・50 代女性・愛媛県） 

 

・ひきこもりでモテない男性クローズの SNS とか、ひきこもり界でも負け組の人の SNS 

インターネットで相談ごとにのっていただけたら嬉しいです（本人・40 代男性・群馬県） 

 

引きこもりの相談窓口と具体的な相談（家族・70 代女性・宮城県） 

 

・パソコンを楽しんでいるので当事者に参考に伝えたい。（家族・70 代男性・埼玉県） 

 

・スカイプ、電話による当事者とのつながりにより社会に出る仕組み（家族・50 代女性・

静岡県） 

 

・「めちゃこま」での例の様に、ひきこもり気質の人が在宅で仕事をできる環境を理解ある

企業からどんどん提供して貰いたい。 

もちろん最低限、必要なスキルも求められると思うので、そうしたスキルを無理なく身につ

けられる研修の制度も専門的に充実してもらえると助かる。 

ひきこもりの方達には比較的高齢でゼロスキルの人も一定数いると思うが、そういった人

達でも真面目に取り組む気持ちがあれば大丈夫ですよ、というメッセージを企業・社会側か

らもっともっと発信して欲しいし、行政やメディアにはそうした情報があれば積極的に開

示して貰いたい。（経験者・30 代男性・東京都） 

 



・SNS での相談窓口を全国市町村に整備すべき。ただし当事者同士があまり密にネット上

でつながれてしまうような仕組みづくりには反対。外出せず生活が完結してしまうと、当時

者が外に出ようとする努力が必要以上に削がれるから。ひきこもりは怠けではないが、社会

復帰まで折に触れて最低限の勇気を振り絞っていく責任はあると思う。回復の基本は、あく

までも生身の人間に触れ合って対人スキルを鍛えていく方法をメインの幹に据えるべきだ

と思う。支援者がネット環境を豊かにしてくれるならありがたい。しかしそれを使う当事者

本人は、ネットに本格的に頼ることは最後の手段と考えるべきだと思う。人に会わなくてい

いからと安易にネット交流だけの生活にのめりこんでしまうことは、現役の当事者である

私からも警鐘を鳴らしたい。在宅ワークに関しては、大いに有効と思われるので、どんどん

実現していってほしい。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・SNS（家族・50 代女性・神奈川県） 

 

・具体的にはわかりませんが、もし本人が人と関わる事でのたいへんさによって生きづらい

のであれば、望みます。（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・趣味 興味 の分類わけしたテレビ電話などで交流  

そこから会って話をしたいとなるのが理想 

在宅ワークはその人に合ったものを無理なくできるもの 

具体的には思いつきません。（家族・50 代男性・愛知県） 

 

・日時が限定されておらず、いつでもアクセスできる交流の場所や、当事者や経験者でも安

心して出来る在宅ワークがあれば良いと思います。 

また、外出する場合でも最初は短時間・2～3 日からでも出来るようなコミュニケーション

が苦手な場合でも働けるような仕組みがあったらと思います。（本人・40 代男性・神奈川県） 

 

・在宅ワークがあるといいと思います。（家族・60 代女性・神奈川県） 

 

・経験や情報を小グループを組んで吟味できるオンラインプラットフォーム（経験者・40 代

男性・岩手県） 

 

・質問にある通り、地方は公的な会や自助会が少なく、交通費や体力(精神面でも)きびしい

所があります。ネットでの交流(めちゃこまに参加しています)はありがたいですし、在宅ワ

ークができれば、自信にもつながると思います。実際、自分で探していますが、身体障害の

方だけであったりと、なかなかパソコンスキルがないと難しいと感じています。全国どこか

らでも在宅ワークが習得でき、在宅支援事業団の支援を受けることができればと思ってい



ます。（本人・30 代女性・福岡県） 

 

・まずは、対話というよりは定期的にメッセージを送ってくれるとか。息子の場合、人と会

うとか話すとか絶対に無理といっている。（家族・60 代女性・埼玉県） 

 

・Discord サーバを使ったある程度の情報の集積と交流が同時に出来そうな場所。当事者が

運営すると大体揉めたりして長続きしないので運営母体がしっかりしているとありがたい。

（本人・30 代男性・和歌山県） 

 

・心理専門職やピア的立場等、間接的な心理社会的支援のノウハウのある者が柔軟に介入で

きるネット上のコミュニティ。（経験者・20 代女性・愛知県） 

 

・在宅ワーク（家族・70 代男性・兵庫県） 

 

・家族とコミュニケーションをとることも難しい状態である時にインターネットを介した

繋がりがあると良いと思います。ただ、宗教関連やネットワークビジネス関連、違法薬物関

連、自殺サークルなど悪影響になる情報もありますので、家族といたしましては本人にイン

ターネットを使わせて良いものか迷っています。（家族・30 代女性・埼玉県） 

 

・テレワークみたいなもの（本人・40 代女性・東京都） 

 

・いろんな趣味にあわせて交流できる居場所の情報で、子ども、若者が観ているインターネ

ット情報から参加しやすい情報。（家族・60 代女性・東京都） 

 

・掲示板みたいな ？（本人・40 代男性・福岡県） 

 

・ネットでの交流会（経験者・40 代男性・愛知県） 

 

・在宅ワーク（家族・50 代男性・大分県） 

 

・スキルが身につき、そのスキルを使った仕事の実績が作れる仕組み（本人・30 代女性・

東京都） 

 

・ある程度の収入が得られるもの。（本人・40 代男性・大阪府） 

 

・オンライン当事者会や家にいても仕事ができる社会システムを構築してほしい（経験者・



30 代男性・青森県） 

 

・過去の解決例（経験者・40 代男性・福岡県） 

 

・検討つかない（本人・50 代男性・神奈川県） 

 

・公共機関（NPO をも含む）を介しての本人への指導、アドバイス。（家族・70 代男性・

愛知県） 

 

・掲示板（家族・30 代女性・千葉県） 

 

・近くの人と知り合えるようなもの（本人・40 代男性・東京都） 

 

・すでに在宅ワークの経験者です（英語の翻訳）（経験者・40 代女性・福岡県） 

 

・ネット上の、日時を決めた会。（経験者・20 代女性・京都府） 

 

・悩みを共有でき、いろんな人の意見が聞けるような場所（家族・50 代女性・徳島県） 

 

・ネットで外出せずに仕事ができる。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・クラウドソーシングを活用させてもらっています。（本人・30 代女性・大阪府） 

 

・オンライン当事者会（本人・30 代男性・岡山県） 

 

・本人が気の向いた時に会話でき、非難されない、チャットルーム（家族・40 代男性・東

京都） 

 

・インターネットを通じてできる趣味の交流や仕事（家族・30 代男性・埼玉県） 

 

・敷居が高くなく参加しやすいような仕組み。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・ドラマーだったのですが、グループから抜けてしまって仲間とセッションする機会ありま

せんし、新しいグループに入ることも難しいので、ネットを通して色んな楽器を演奏する人

とセッションできたらいいなと思います。（家族・60 代女性・東京都） 

・相談しあえるサイト（家族・30 代女性・山梨県） 



・対人恐怖があるため（家族・60 代男性・大阪府） 

 

・本人が仕事ができると思える仕組み（家族・50 代女性・東京都） 

 

・話したい人と、聴いてくれるひとのチャット相談。（経験者・30 代女性・千葉県） 

 

・家で出来る仕事を提供してほしい。（本人・20 代女性・福井県） 

 

・在宅ワークには興味がある。ただ、かつてそういうのを少しやっていたとき、顔がわかっ

ている依頼主とであれば、自分の体調がよいときは対面して会いたいと思ったこともあっ

た。家にずっといて仕事をすると、気持ちがふさがってしまう。（本人・30 代男性・神奈川

県） 

 

・ネットを介した居場所づくり（家族・60 代男性・大阪府） 

 

・スカイプ（本人・40 代男性・東京都） 

 

・ひきこもり当事者が気軽に参加できるものが良いと思います。（本人・20 代男性・東京都） 

 

・初心者でも安心簡単な在宅ワークを広めてほしい。（経験者・40 代女性・福井県） 

 

・パソコンのスキルを教えてもらいながら、IT 関連の仕事を在宅でやってみたい！！（本

人・40 代男性・静岡県） 

 

・ひこもり当事者の本音を聞くことができる（家族・70 代男性・埼玉県） 

 

・ネット上でアバターを介しての当事者会（家族・40 代女性・岡山県） 

 

・シルバー人材センターみたいな仕組み（家族・40 代女性・兵庫県） 

 

・気軽にネットで交流できる（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・相談ができる（家族・50 代女性・茨城県） 

・親泣き⇒亡きあと後も、生き抜いて欲しいので、そのための繋がりの情報源（家族・80 代

男性・愛知県） 

 



・ネットでの仲間とのチャット等。また在宅ワークや、仕事の紹介など。（家族・30 代男性・

神奈川県） 

 

・住んでいる市町村の引きこもり状態の人と、匿名で話し合いなどが出来、その後メール番

号や、ラインなどを交換したりして、実際に繋がる事がアプリや仕組み。（本人・20 代男性・

静岡県） 

 

・プログラミングとか、IT の仕事を在宅で、仕事内容を教わりながらお金を稼ぐことので

きる仕組みがあればいいなと思う。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・ウェブカメラを使った相談など。（家族・40 代女性・千葉県） 

 

・安心して関われる在宅就労、支援環境の充実（家族・60 代男性・鳥取県） 

 

・メールでのカウンセリング等（本人・40 代男性・茨城県） 

 

・いつでも書き込める掲示板があるといいですね。（経験者・30 代女性・群馬県） 

 

・インターネット（本人・40 代女性・東京都） 

 

・在宅ワーク（家族・60 代女性・大阪府） 

 

・在宅、それ以外出先や安心できる居場所で、同じような仲間がいたり、いつでも信頼して

相談できたり、介護同伴でもできたり、基盤となる収入が保障されたり、生活保護ではなく

生活保証（ベーシックインカムのような？）があったり．．．（本人・50 代男性・宮崎県） 

 

・適切なアドバイスを得たい。（家族・20 代男性・奈良県） 

 

・継続可能な仕事かどうか、手ほどきしてもらえると助かります（本人・40 代男性・兵庫

県） 

 

・少しの時間でも働ける仕組みがあると良い（家族・50 代女性・埼玉県） 

・具体的には思いつきません。自身で最低限活動を再開するための費用が稼げる仕組みがあ

ればよいのですが。（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・ひきこもりの WEB カウンセリングを低額で提供する事（経験者・40 代男性・鹿児島県） 



・話し合える場（家族・60 代男性・鹿児島県） 

 

・具体的には思いつきません。今後、考えていきたいと思います。 

本人を見ている限り、細やかでとてもよく気が付き仕事はきちんとやり遂げるところがあ

りますので、もし、そのような傾向の方が多いようでしたら、皆さんのお力を合わせれば良

いものができるように思います。当事者同士の顔を合わせての交流もあったらと想定しま

す。人との交流は、当事者同士だけでもして欲しい気持ちがあります。（家族・50 代女性・

群馬県） 

 

・親側に立って説教をされない仕組み。ヒキコモリ同士の会話も喧嘩になるからお断り。福

祉関係者と称する暴力団の排除。健常者としてハローワークに行って就職活動ができるよ

うに条件を整えてほしい。健康状態の回復支援と手に職・職歴の下駄をはかせて欲しい。（本

人・40 代男性・東京都） 

 

・支援センターにお願いしても訪問は本人の希望がなければ行けませんと言われた(T_T)  

でも医者に行くととても話をしている。出掛けることが出来ないので、ネットで話せる仕組

みが欲しい。 

 在宅ワークでも普通に暮らせる収入が得られるくらいの仕事が得られると自信に繋がる

ので、普通に暮らせる収入の得られる在宅ワークの訓練が在宅で出来る仕組みが欲しい。

（障害年金は貰いたくない）（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・当事者、経験者、支援者との居場所的な交流、それと同時に極めて実用的な情報交換、具

体的な問題が生じた際利用できる法律、制度の情報共有。（経験者・40 代男性・栃木県） 

 

・本人が外部の人とつながって欲しい。社会の新しい風に触れて欲しい。中間引きこもりの

方々との緩やかなつながり、ネットだと思う。（家族・50 代女性・富山県） 

 

・ネットになるんでしょうが、現実は傷つく事も文章で言われた事があります（本人・50 代

女性・兵庫県） 

 

・当事者同士のチャット、心理セミナーや情報提供の動画無料解放（家族・10 代男性・香

川県） 

 

 

 



１０．（「６－１」で「利用経験なし」と答えた方へ）どのような工夫があった

ら、また、どのような場だったら参加してみたいか 

 

・当事者がメインとなる交流でしたら検討したいです。（本人・30 代女性・三重県） 

 

・10 年以上の引きこもりから脱出成功例/同じ境遇の人が集まる会・家族会/金銭が掛から

ない方法での脱出成功例（家族・40 代女性・神奈川県） 

 

・自助グループでなくて講演会。または緘黙の人への配慮がある場所。（本人・40 代男

性・群馬県） 

 

・引きこもりをしている息子は京都におり、悩んでいる私は宮城にいて、中々状況がつか

みにくく、参加も難しいから経験がないのです。でもこの KHJ 引きこもり家族会はとても

頼りになるから、よく見ていて本当に困ったときなど頼りにしています。これからもよろ

しくお願いします。（家族・70 代女性・宮城県） 

 

・家族会に直接参加は敷居が高いので、初心者でも簡単に参加しやすい仕組み（家族・70

代男性・埼玉県） 

 

・当事者の状況が参加する状態ではないので。（家族・70 代男性・埼玉県） 

 

・話を聞きたい＆聞いてほしい。友達が欲しい（本人・40 代女性・北海道） 

 

・もっと近場にあれば（本人・30 代男性・長野県） 

 

・長期間引きこもっている中高年でも安心して出かけられる居場所があればいいと思いま

す。（本人・40 代男性・神奈川県） 

 

・親もネットでつながれるといいなと思います。（家族・60 代女性・神奈川県） 

 

・顔や声をださなくてもよい、テーマ選択ができる、安心安全が保障されている（経験

者・40 代男性・岩手県） 

 

・自分の住んでいる県であれば行きたいです。（本人・30 代女性・福岡県） 



・多くの人の参加、ひきこもりを脱した人同士の対話式ミーティング（本人・40 代女性・

東京都） 

 

・好きなときに行けたり帰れたりが出来ること。（本人・50 代男性・東京都） 

 

・兄弟姉妹の会。情報交換や、気持ちの共有をして楽になりたい。（家族・40 代女性・岐

阜県） 

 

・会員制でクローズドではあるけれども、専門家である管理者が必ず１人は参加する掲示

板が良いと思います。（家族・30 代女性・埼玉県） 

 

・たまり場のような場所。（経験者・20 代男性・奈良県） 

 

・Web 自助会（本人・40 代男性・福岡県） 

 

屋外 「不安障害のため」言葉が嘘が多い人は だめ（本人・50 代男性・神奈川県） 

 

・気軽に。聞きに行くだけとか。（本人・30 代女性・兵庫県） 

・引きこもりのきょうだい限定（家族・30 代女性・千葉県） 

 

・情報がそもそもないため、どのような工夫も何もわからない。ひきこもりといえば家族

のための情報しかネット検索では出ない。（本人・30 代男性・東京都） 

 

・わからない（経験者・30 代女性・広島県） 

 

・つばめの会についてネットなのでイベントがある事は情報を入手していたが、一人では

敷居が高く参加できなかった（家族・50 代女性・徳島県） 

 

・参加する人が多ければ参加しやすいと思う。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・ネット空間でのテキストチャットもしくはボイスチャット（本人・30 代男性・愛知県） 

 

・親の世代だとインターネットを使わないのでテレビやチラシ等でよく目にすると参加し

ようと思えるかもしれません（家族・40 代男性・大阪府） 

 

・相談しあえる場（家族・30 代女性・山梨県） 



・50 代 60 代に向けた取り組み（家族・50 代女性・東京都） 

 

・参加してどうなるのかがわからない。地元の家族会がちゃんと動いているのかもわから

ない。（本人・20 代女性・福井県） 

 

・安心して話ができる環境があれば大丈夫。（家族・10 代男性・山形県） 

 

・自分が抱えている悩みを、全てさらけ出して話しても、きちんと聞いてくれるところ。

そして、得られた情報は絶対に秘密厳守してくれるところ。（家族・10 代男性・山形県） 

 

・訪問支援（本人・40 代女性・東京都） 

 

・今福井県の会は親御さんも当事者も少ないと聞いています。人が増えて考えが合うと思

ったら参加したいです。（経験者・40 代女性・福井県） 

 

・浜松市で、ひきこもりを考えるイベントを開催してほしい。（本人・40 代男性・静岡

県） 

 

・お茶が飲めて飴など置いてほっとできる雰囲気なら参加してみたい（家族・40 代女性・

岡山県） 

 

・アウトリーチ（家族・20 代男性・千葉県） 

 

・家の近くで安い（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・自分の気持ちが問題なのだと思います。決心がつけば参加したいです。（家族・30 代男

性・神奈川県） 

 

・浜松市ですが、居場所が、サポステとくっついていて、正直行きづらいです。 

また住んでいる浜北区(田舎)には無く、電車で 20 分かけて中区(中心部)まで行かなければ

なりません。 

例えば浜松市は全 7 区ですが、7 区それぞれに、そういった単独の居場所があると良いで

す。また居場所も、出来るだけ少人数であってくれると行きやすいです。 

また大きなホールなどで、引きこもり全国大会・講演会の様な、当事者がたくさん集まる

事が出来る、イベントがあってくれると行きたいという気持ちもあります。（本人・20 代

男性・静岡県） 



・地元浜松市にも、ひきこもり当事者同士の交流会の場があったらいいなと思う。（本

人・40 代男性・静岡県） 

 

・近い場所で機会があれば（本人・40 代男性・茨城県） 

 

・途中入場、退場が可能ならば参加はしてみたいです（経験者・30 代女性・群馬県） 

 

・場所が近所 

どんな人が相談に乗ってくれるかあらかじめわかっている 

とにかく否定しないでくれる（本人・40 代女性・東京都） 

 

・匿名での参加（本人・40 代男性・兵庫県） 

 

・発達障害のひとでも受け入れてもらえるなら参加してみたい。（家族・50 代女性・埼玉

県） 

 

・小さなサークル（家族・60 代男性・鹿児島県） 

 

・相談を受けてくれてる人が一緒であったら参加できたかもしれない（経験者・30 代男

性・神奈川県） 

 

・初めて通うまで何度か諦めたりした理由は、家から遠く体力と交通費的に無理(サポス

テ)。いきなり窓口で人と対面して相談すること自体ハードルが高かった(社会福祉協議会) 

事前に手紙(働いていないし家にネット環境なかったのでメールだせない、情報収集は図書

館のパソコン) 

かネットで何度か相談してから、普段よくおとずれていて抵抗の無い場所で会うようにし

て欲しかった。(公園など)(電話でに相談は苦手)（経験者・40 代男性・栃木県） 

 

・自分に利益ある情報があればあるいは。たとえば普通では知りえない特殊な支援団体や

仕事、生き方など。（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・親に参加を促して欲しい。（家族・30 代女性・栃木県） 

 

・顔を会わせなくてもいい状況（家族・10 代男性・香川県） 

 

 



１１．地域での活動や生活の中で、困っていることや、問題と感じていること 

 

・当事者会の情報がなかなか入りずらい（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・基本的に、行政が土日祝日が休みなので、なかなか時間が取れない点。病院・診療所など

も、受診にあたり 1 か月以上待たされるケースが多い点。（経験者・50 代男性・岡山県） 

 

・仕事を始めたいのですが細かな不安が多く、相談できる人も仲間もありません。将来のビ

ジョンも持てません。人付き合いにも不安があります。親も年老いてきましたし、病気も抱

えています。必要な情報が得られる所や対人関係のリハビリもしながら向上していけるよ

うな居場所が欲しいです。（本人・30 代女性・三重県） 

 

・騒音とゴミ（本人・30 代男性・群馬県） 

 

・すぐに疲れるので継続して外出が苦しいです。（本人・30 代男性・千葉県） 

 

・ひきこもりの人がいるのは把握できるが、家族でさえ集まってこない。知られるのを恐れ

ている。古い慣習や狭い世間の中で伏せている。自分たちだけで打開しようとしている。「ひ

きこもり」というイメージの悪さ、古い考え方から脱していない。（家族・50 代女性・愛媛

県） 

 

・引きこもりであることを隠して生活しているため、束縛が多い。（本人・50 代男性・東京

都） 

 

・高齢化の引きこもりについての支援団体が無い（家族・40 代女性・神奈川県） 

 

・無職なのでバッシングが怖い。地域で孤立してるストレスで体調が悪い。（本人・40 代男

性・群馬県） 

 

・他人との対話が普通にできればいいなあと思います（家族・70 代女性・宮城県） 

 

・行政の窓口は分かっているが、担当者の引きこもりの理解度に不安（家族・70 代男性・

埼玉県） 

 

・母親中心の家族会に参加しているが父親の参加者が少ないのでとまどっている。（家族・



70 代男性・埼玉県） 

 

・地方は居場所がない。あったとしても、県に伺いをたてなくてはいけない。ひきこもりは

積極的に外には出ない。面倒なら、尚更無理。（家族・50 代女性・静岡県） 

 

・地元市役所窓口が運営している当事者会のまとめ役のようなことをしていますが、女性当

事者がなかなか定着しません。現在、当事者が男性 6 名、女性 0 名です。また、活動内容が

毎回似たようなものになってしまうことも悩みの種です。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・遠隔地にいる親の介護があり、しかも兄弟は引きこもりだが、居住地には実際には要介護

者の親も兄弟もいないので、地域の理解を得られない。 

例えば、自治会の役員も免除してもらえず、通い介護もあり、八方ふさがり。（家族・50 代

女性・神奈川） 

 

・きれいごとばかりで相談できるところがないこと・・・・ひとりで生きている女性はダメ

なのか（本人・40 代女性・北海道） 

 

・孤立状態にあること（本人・30 代男性・長野県） 

 

・本人に任せるのがいいかと思い、家族は参加機関に関わっていませんのでわかりません。

個人的な問題は、家族が関わらない事にも限度があるかもしれないと最近感じています。も

っと前向きに取り組んでいてくれたら、このように思う事はないと思います。20 歳を超え

ているので、大人として尊重しているつもりなのですが・・・（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・ひきこもりの子供をもった親として 

甘やかすからとか言われることがほとんどで他人に相談できません。 

精神状態が悪いときは 

奇声をはっしたりするので近所迷惑になっていると思います。（家族・50 代男性・愛知県） 

 

・「ひきこもりは外に出して、働けるようにすれば良い」という考えが一般的なように思い

ます。ほんとうに現在の中高年のひきこもりを支援してくれる場所・方法が何処にも無いよ

うに感じます。現在の行政の就労支援は、我々ひきこもりを助けるようには出来ていないと

思います。（本人・40 代男性・神奈川県） 

 

・本人が自尊心が強く、現実的な解決方法を拒否してしまうこと。（家族・60 代女性・神奈

川県） 



・一部支援者（医療・行政含め）が当事者の地域生活での安心安全を阻害していることがあ

る（経験者・40 代男性・岩手県） 

 

・本当につながることができず、孤独感でいっぱいです。（本人・30 代女性・福岡県） 

 

・先進的な活動は概ね東京、大阪など大都市部でしか開催されておらず、地方ではあっても

子供向けのものがメインであったりして大人は本当に行き場も無いことが多い。（本人・30

代男性・和歌山県） 

 

・京都青少年活動センターのように、若い世代が利用しやすい都会型交流スペースが少な

い。加えて資金難の民間支援団体は代替わりが早急すぎてコミュニティに浸透せず、担当事

例だけでなく支援ノウハウも他機関に継続されにくいネットワーク不足。大学等外部研究

機関と提携したりして支援実証を示しつつ、長期的な地域還元の出来る拠点を増やすべき。

（経験者・20 代女性・愛知県） 

 

・情報発信（家族・70 代男性・鹿児島県） 

 

・まり地域と接触したくない（本人・50 代男性・東京都） 

 

・舎で地域資源が少ない。相談してもたらい回し。役場の福祉課や自立支援協議会がどこま

で機能しているのか疑問。（家族・40 代女性・岐阜県） 

 

・報量の少なさを感じています。（家族・30 代女性・埼玉県） 

 

・在大学生。未だにうまく人と付き合えない。（経験者・20 代男性・奈良県） 

 

・活保護を受けてますが、2018 年から扶助費も下がるので将来に希望が持てません。ケー

スワーカーと上手くいかないし、一日でも生活保護を抜け出して、就労したいです。ひきこ

もり当事者同士の生活互助会や就労支援  訪問支援が欲しいです。孤立無援で苦しいです。

（本人・40 代女性・東京都） 

 

・市内の族会だと、個人情報やプライバシーが心配で関わりにくい。（家族・60 代女性・東

京都） 

 

・ちんとした対応をされたことがなく、様々な公的機関たらい回しされ、相談する気がなく

なった。ゆっくりと話を聞いてくれ、総合的にサポートしてくれるところがあれば。（家族・



50 代男性・大分県） 

 

・所の人の目、噂話（本人・30 代女性・東京都） 

 

・地元に家族会があるが、参加者が少なく活気が無い。一部の家族がずっと参加してるだけ

で新規の参加が少ない。 

人口が多い地域の支部として機能してないから、似たような状況の人と繋がりが持てない

と思う。（本人・40 代男性・大阪府） 

 

・時々、人が怖くなることがある。 

人との関わりでトラブルを起こしてこまっている。（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・アウトリーチ（経験者・40 代男性・福岡県） 

 

・安心できる 場所（本人・50 代男性・神奈川県） 

 

・如何にしても本人に一度精神科の診察（カウンセリング）を受けさせたいのですが、私は

そんなんじゃないと拒否。（人が信じられないと言い行動を起こさない）（家族・70 代男性・

愛知県） 

 

・近所に言えない(知られたくない) 

今は親が町内会(役や掃除、回覧板、他)などしているがこのままだと自分ができるか、住ん

でいけるか不安 

相談できる人がいない 

美容室、歯医者に行けないので困る（本人・30 代女性・兵庫県） 

 

・近所の人から白い目で見られる（家族・30 代女性・千葉県） 

 

・話し相手が欲しい（本人・40 代男性・東京都） 

 

・誰に相談したらいいかわからなかった（経験者・30 代男性・山形県） 

 

・ひきこもりへの無理解。特に、軽いひきこもりが知られていないと感じる。（経験者・20

代女性・京都府） 

 

・引きこもりの子が行かれる場所があったらいいと思う。再度社会の一員として出て行かれ



る機会が持てる、自信を持てる場所があれば…。（家族・50 代女性・徳島県） 

 

・自助グループがない。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・ベンゾジアゼピンの安全神話が進行していてデメリットが置き去りになっている（本人・

30 代男性・愛知県） 

 

・アウトリーチが弱い。就労以外の居場所がない。（家族・40 代男性・東京都） 

 

・高齢ニートの相談を近くでどこに相談にいけばいいのかわからない。（家族・40 代男性・

大阪府） 

 

・引きこもりに対する理解が乏しく偏見が強い（家族・30 代男性・埼玉県） 

 

・理解者がいない 歯医者 美容院 町内会 手続きなど（本人・30 代女性・兵庫県） 

 

・どこに相談に行けばいいかの情報が少ない。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・家から出られない者に対しての、公的な支援策が全くない事（家族・60 代女性・東京都） 

 

・情報量が少なく活動しているのかすらわからない（家族・30 代女性・山梨県） 

 

・引きこもっている家庭に助けは全くない（家族・50 代女性・広島県） 

 

・ほぼたらい回しの状態にあること。相談先が皆無であること。（本人・30 代男性・長野県） 

 

・引きこもっている同年代は多いと思います（家族・50 代女性・東京都） 

 

・世間体。（経験者・30 代女性・千葉県） 

 

・支援団体のウェブサイトがあっても、活動内容がよく分からず、参加するのに躊躇するこ

と。（経験者・30 代男性・奈良県） 

 

・引きこもり支援をしているところが少ない。行ってもあまり親身になってくれるような感

じではないという記事を見たので不安。（本人・20 代女性・福井県） 

 



・やはりどういう目で見られているかということが気になる。ひきこもりに関する活動も、

自宅から近すぎるとかえって参加しにくいときがある。（本人・30 代男性・神奈川県） 

 

・周囲で親身に相談できる人がいない。公的期間だと扱いか酷い。（本人・40 代女性・東京

都） 

 

・居場所、フリースペース、当事者会い。（経験者・40 代女性・福井県） 

 

・家族以外コミュニケーションとしての人間関係をとることができていないので、家族以外

の人ともコミュニケーションをとりたい。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・自治体や社協の担当者のひきこもりについての実態や理解、問題意識の欠如（家族・70 代

男性・埼玉県） 

 

・ひきこもりに関心のある方、本当に理解のある方、なんとかしようという方が少ない（家

族・40 代女性・兵庫県） 

 

・近所でいちいちうるさい家がある（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・行政の対応部門の現実認識と現実の乖離。但し、参加してくる親は数パーセントと推定さ

れる。的確な支援情報が得られないために、途切れる。毎回違った顔ぶれのことが多い。コ

メンテータの先生方も、杓子行儀な講義をしている。（家族・80 代男性・愛知県） 

 

・当事者や家族の問題を話せる場がない。（家族・30 代男性・神奈川県） 

 

・仕事すらない。（本人・40 代男性・石川県） 

 

・統合失調症の精神疾患を患っていて、幻聴がひどく、自分の住んでいる隣保の人たちの、

自分を悪く言う言葉が聞こえてきて、敵意を抱いてしまい、地域におけるイベント・活動の

場に参加できないので困っている。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・父親が地元の引きこもり相談（ＮＰＯ）に行ったのだが、話を聞いてくれたもののその後

の継続的な関係が築けずに終わってしまった。NPO にもよるのだろうがやはり有料のほう

がケアが手厚いのだろうか？（金銭的負担も大きいと困る）（家族・40 代女性・千葉県） 

 

・ひきこもりの期間に応じた相談、支援・連携体制の充実が必要（家族・60 代男性・鳥取



県） 

 

・職種の少なさ（本人・40 代男性・茨城県） 

 

・家の中でひきこもっててもできる仕事がない（経験者・30 代女性・群馬県） 

 

・地域で活動に参加すると、すぐ病気と診断されそうで怖い（本人・40 代女性・東京都） 

 

・年齢が上がり、経済的にだんだん逼迫してきているが、今、生活できていると、相談対象

にならない。（家族・60 代女性・大阪府） 

 

・疎外感、孤立感、厄介者視、ノンストップ相談窓口、たらい回し、リスク回避、保身、利

用者が食い物、見過ごし、やり過ごし、捨て置き、巧妙切り捨て、個人情報使い回し、監視、

【集団ストーカー、自殺強要ストーカー、ガスライティング】⇒「見守り・防犯紛れ、セキ

ュリティハラスメント（セキュハラ）、スーパー、ディスカウントストア、100 円ショップ、

ショッピングモール、ホームセンター、生協（共産党？）、貧困者・障がい者をストーカー

要員利用？（偏見反発を巧妙利用？）、子供利用、創価学会退転締め付け？、市営住宅 自

治会ぐるみ村八分、暴力団威力利用、右翼威力利用、市役所職員による暴言・風評、就労支

援事業所の飼いならし 食い物利用者、社協での排除・やり過ごし、相談窓口の保身体質、

かかりつけない医療、その他（本人・50 代男性・宮崎県） 

 

・家族が本人と向き合いながら家族会を運営するのは大変。誰かサポート役、事務局がいた

ら有難い。少し家族にもゆとりがあれば、できるけれど。（家族・10 代男性・長野県） 

 

・地域の人に知られたくない。（家族・20 代男性・奈良県） 

 

・地域の活動が広報などを見ると、最近更新されていないので積極的ではないのではないか

と（本人・40 代男性・兵庫県） 

 

・LHBT なので、外出するだけでもいろいろ気を使う（家族・50 代女性・埼玉県） 

 

・適切な活動が見つからない（家族・50 代女性・奈良県） 

 

・鹿児島県では、今知っているだけで、自助グループの親の会のみ機能しています（これに

隔月で参加してます）鹿児島県のひきこもりネットワークを広げたいというのが一番の思

いです。（経験者・40 代男性・鹿児島県） 



・経済的なサポートや家事など（家族・60 代男性・鹿児島県） 

 

・本人が外へ出なければ成り立たないこと。本人が今までの体験から、活動自体を信じてい

ない傾向にあること。（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・生活リズムが整わなかったし、戻るまでに 3 年とかかって日中帯の勤務に慣れなかった

（経験者・30 代男性・神奈川県） 

 

・若者向けのヒキコモリ支援しかない。（本人・40 代男性・東京都） 

 

・知り合いに会うのが嫌なせいか電車で出掛けてくれない。 

 支援設備が遠い、私（親）の体調が悪いと遠くまでの外出が大変。車でしかいけないよう

な場所に支援設備があるそれもかなり遠い、等。 

仕事をしなくてはいけないのに平日にしか相談会がない。など。（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・引きこもりになっている 1 人暮らしの次女の家に訪問してもらえない実情です。（家族・

60 代女性・兵庫県） 

 

・地方なのでポリコレ行き届いていません。ひきこもり、ニートの人に対する差別意識が凄

まじいです。サポステ、社会福祉協議会の人などは普段そのような境遇の方と接する機会が

あるのでそういったものは無かったのですが、一般の人はものすごく野蛮(メンタル弱いと

かいじって笑いをとろうとする)で無知(社会科学系とか海外のニート支援のレポートとか

全然そっち系の本読んでいない)で非文明的(野蛮で無知なことを認識出来ない)です。（経験

者・40 代男性・栃木県） 

 

・無理解、偏見、孤立、誹謗、説教（家族・50 代女性・富山県） 

 

・周囲に問題があるわけではないと感じる。全て自分のやったきたことの結果、しかし努力

しても普通にはおいつけない自分はどこにいようが辛いことにかわりはない。（本人・30 代

男性・埼玉県） 

 

・災害を機に越してきたんですか交通の便が不自由私は脳の病気で運転も自転車も乗れな

いので（本人・50 代女性・兵庫県） 

 

・不安を抱えたままの孤立（家族・10 代男性・香川県） 

 



１２．困っていること、問題と感じることを解決するために望むこと 

 

・美味しい食べ物が 10 円で食べられるとか、どうでしょう？（経験者・40 代女性・東京都） 

 

・当事者会や家族会などの情報をガイドブックにまとめるか情報サイトを立ち上げてほし

い（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・個人的には、フリースペース、家族会で救われましたが、私の場合は他の病気で出会った

人（本人や、病院の先生など）と苦しみを共有することで助けられたことも多かったです。 

この問題は難しくてよく分かりません。（経験者・50 代男性・岡山県） 

 

・当事者が主導して集まって試行錯誤しながら活動していけるような居場所が欲しいです。

Web サイト制作や地域の記事の制作などを通じて、成長していけるような場所があればと

思います。もしくは情報を整理し、一緒に成長のために何が今必要か考えて、見守ってくだ

さるような方が居たらいいなと思います。（本人・30 代女性・三重県） 

 

・ひきこもりカフェ（本人・30 代男性・群馬県） 

 

・実家から１週間ぐらい離れた上で一人の時間がとれるところにいきたいです。（本人・30

代男性・千葉県） 

 

・ひきこもり専門の相談場所。家族会。学習会。当事者の会。（家族・50 代女性・愛媛県） 

 

・同じ境遇の人と話せる会/高齢した引きこもり当事者を脱出させる方法 アドバイス/引き

こもり高齢化支援団体 など（家族・40 代女性・神奈川県） 

 

・ひきこもりの映画サークルとか。映画ならコミュニケーションしなくて良いので。（本人・

40 代男性・群馬県） 

 

・気楽に寄れる居場所があればいいなあと思います（家族・70 代女性・宮城県） 

 

・例えば自助会のような緩く繋がる～深く語り合う事までカバーできるカフェのような居

場所があったら嬉しいな、と思います。同時に、ご近所や同級生の目の可能性のある場で、

パーソナルな生きづらさや社会不参加中である事を言わば表明するような行動は取れない

だろうなとも思います。引き籠りだけではなく、性的少数者、発達障害、女性の社会参加、



ライフプラン、その他諸々生き死にに関わる事について、テーマで集い、専門家も素人もご

たまぜに、フラットに考え伝え合うような繋がりと学びが同時にできるような空間がある

と嬉しいな、と考えます。（本人・20 代女性・千葉県） 

 

・本人が本当に引きこもりなのかどうか、きちんと確認することができ将来不安が少しでも

解消できる仕組みを行政が責任もってつくって欲しい（家族・70 代男性・埼玉県） 

 

・適切な治療することを前提にした支援機関(居場所等）が身近に設置してほしい。少なく

ても中核市にあれば利用できるのだが。中垣内医師のワンストップ施設のような。（家族・

70 代男性・埼玉県） 

 

・医師などの相談者がいて、当事者の居場所があり、家族会があり、そして、社会参加につ

ながる焦らす事がない就労支援の場所につながり、それが、ひとつの窓口でできる仕組み。

あるていど有料でいい。県などの無料相談は、いまだに上から目線でものをいう。そして、

時間がかかります。お金はらいます。民間でいいです。（家族・50 代女性・静岡県） 

 

・生きづらさを抱えた人向けのいわゆる『居場所』的な活動を、同じ地域内でもっと沢山展

開して欲しい。女性限定など、カテゴライズが有効な場合もあると思うので、積極的に検討

していってほしい。 

また、その『居場所』では通常のフリースペースとしての活動と並行して、在宅ワークや簡

単なアルバイト、ひきこもりに理解ある企業の紹介など、何かしら利用者の収入に繋がるた

めの支援活動を同時に展開して貰えるとありがたい。ざっくり言うと『居場所＋収入支援』

を同時に展開してくれる場所。難しいかもしれないけど、率直な意見です。（経験者・30 代

男性・東京都） 

 

・居場所とは別に、当事者が生活リズムを整えたり衣食住のスキルを磨いたりするための共

同生活寮のようなもの。例えば４部屋ほどのアパートなどを借り、3 部屋に当事者 3 人を

個々に住まわせて、残りの 1 部屋を共同スペースにする。共同部屋は内職をもらってきて

作業スペースにしてわずかながら自力で収入を得てもよし。日々の「掃除、洗濯、家事、炊

事」の力を鍛える。支援者や比較的元気な当事者を 1 人、管理人的な立場でアパートに住ま

わせてもいいと思う。簡単な食事を用意してくれる「賄いのおばちゃん」のような人を置い

てもいいかもしれない。UX 会議の林恭子さんがよく言う「就労支援に入る前の細かい支援

が欠けている」という、その「欠けている部分」を埋めるような支援になると思う。アパー

トなど物件の調達は、当事者の家族が不動産をもっているなら協力をお願いする。ひきこも

りに不慣れな一般の不動産屋に掛け合っても可能性は薄い。家族が抱えている不動産賃貸

物件や空き家を好意で提供してもらうことを考えた方が現実的。KHJ は「親の会」なのであ



るから、全国の親御さんが持っている不動産資源を活用しない手はないと思う。（本人・40

代男性・静岡県） 

 

・在住の自治体から遠隔地介護の交通費（車で通っているので高速代）補助をして欲しい。 

勤務先も介護休暇の条件を満たさず使えないが、無給で休むしかなく、介護で休むと収入も

減り、悪循環。（家族・50 代女性・神奈川県） 

 

・食事＆お茶＆お風呂に入れてくれるところがないので友達がいない人でも不審者扱いし

ないで身近に気軽に集まれるほっとできる居場所がほしい（本人・40 代女性・北海道） 

 

・簡単な休息をとれる場所（本人・30 代男性・長野県） 

 

・引きこもり対策は、もちろんできる事はしてきました。費用もそれなりにかかったと思い

ます。それでも、家族の力ではどうにも解決できないところがあるかと思います。 

公の機関は、こんな言い方は失礼で申し訳ないですが中途半端に感じますし、民間の機関は、

良いと思っても利用するのに高額でとても続けられません。 

状況によっては、心を閉ざしてしまうこともあります。 

継続できるような費用設定で、しかも引きこもりについてのスペシャリストの方がいる等、

本当の意味での支援機関があれば良いのにとずっと思いながら、時間だけが過ぎて来まし

た。 

引きこもりと一口に言っても、さまざまな人がいると思います。その一人ひとりに対応がで

きる専門機関があったらすばらしいと思います。（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・引きこもってる人を外に出したり交流させるのは 

とても難しいと思います。 

初期のうちに学校などから専門の人が訪問しコミュニティみたいなもの 

へ通えることができたらと思います。 

引きこもりの人が立ち直ろう変わろうと思ったとき 

すぐに理解ある受け入れ先があるといいと思います。 

私の場合、相談窓口などいろいろ行きましたが 

本人を連れて来いというところが多すぎます。 

外へ連れ出せたら相談に行きません。 

やっとの思いで本人を連れ出せば病院紹介しましょうか？ 

という対応でした。（家族・50 代男性・愛知県） 

 

・中高年のひきこもりでも通える居場所。チャットなどで全国の当事者といつでも繋がれる



交流場所。長期間引きこもっていてコミュニケーションが苦手な中高年のひきこもりでも、

安心して老後や経済的な生活相談が出来る場所・仕組み等があればかなりの人が助かると

思います。（本人・40 代男性・神奈川県） 

 

・当事者のつながりを当事者が促進するシステム。無関係の地域の支援者と当事者が放談し

あえる、意識の溝を埋めるためのシステム。（経験者・40 代男性・岩手県） 

 

・ネットでの交流会(性別や年齢、困っている事別に分かれているとありがたいです。)は初

めてでも参加しやすいと思いました。 

実際に行く所となると、何か学べる(パソコンなど)があればいいなと思います。 

私が今行けるところとなれば(私は精神疾患があります)、デイケアや就労継続支援 B 型に

限られます。デイケアは利用料が高く通えませんし、B 型は時給 60 円で(身につけれる技術

とは思えない作業です)、通えば通うほど、精神的に疲れ、落ち込みますし、自信も無くな

ります。 

何か自分に身につけられる場所、又は居心地のいい場所がほしいだけです。（本人・30 代女

性・福岡県） 

 

・居場所などがもっと近くにあったらいいと思う。参加している家族会にもそのようなもの

はあるが、本人がひとりで行くには遠すぎる。（家族・60 代女性・埼玉県） 

 

・地域にある障害者 NPO みたいな組織は数年すると消えていることも結構あるので、ある

程度大規模で全国展開できて情報を集積しつづけられる組織が各都道府県にあればと思う。

（本人・30 代男性・和歌山県） 

 

・青少年交流スペース。サポステ以上に当事者らに開かれた相談窓口。心理専門職、社会福

祉士等の多領域の専門家が継続して関与しやすいコミュニティネットワーク。学校教育と

切り離さない程度で、ネットを介した敷居の低いアプローチと実効性の高い選択肢を提供

できるサービス運用。複数支援機関を横断する当事者らの明確な査定基準。（経験者・20 代

女性・愛知県） 

 

・相談窓口（家族・70 代男性・兵庫県） 

 

・相談受理した後にキーパーソンとして動き、支援体制を考えてくれる人材。各都道府県の

引きこもり支援センターが若年だけでなく、高齢引きこもりについても扱うこと。 

引きこもり支援センターが、各市町村や関係機関と連携して、相談対応すること。地域の保

健所がその役割を担うとよい。（家族・40 代女性・岐阜県） 



・訪問型のカウンセリング、精神科診療（家族・30 代女性・埼玉県） 

 

・ひきこもり、その経験者のたまり場、フリースペース（経験者・20 代男性・奈良県） 

 

・社会復帰の難しい 50 代の本人の老後の生活をどうするか？毎日の食事の買い物も兄妹が

行っているが、いつまで続くか？先が見えない。同じか境遇の方が繋がりを持てる場、家族

にしか分からない心情を癒せる場があれば少しは救われるかと思う。本人も苦しいが家族

もまた苦しい。（家族・50 代男性・茨城県） 

 

・シェアハウスかひきこもり当事者のための住居マンションが欲しい。（本人・40 代女性・

東京都） 

 

・こどもの関心のあること（たとえば、自転車など）ふらっと参加できる居場所。手伝いの

ような働く場所（困っています。手伝って的な）（家族・60 代女性・東京都） 

 

・カウンセリングというか、楽な会話ができる場（本人・40 代男性・福岡県） 

 

・人の集まり。（経験者・40 代男性・愛知県） 

 

・当事者と家族が集まれる場所。（本人・40 代男性・大阪府） 

 

・プラットホームな場で敷居の低い居場所（経験者・30 代男性・青森県） 

 

・ない。共生舎みたいなアジト。（経験者・40 代男性・福岡県） 

 

・実際、保健所や と言わさせても ここでは してません「相模原市」精神障害や知的障

害者と同じように、つまり 相談しても意味がない。隣の市や 他市に npo 家族会に行き

たいが、交通費と 不安障害で、いけない。引っ越せない 

つくいやまゆり事件で、保健所が、連携してないことや 生活保護でも いきなり 訪問し

て 部屋に入ってくる 担当者で、ものすごい 怖い 光景をみる。なんとか 他市の家族

会に つながりたいが、8050 問題より 孤独死が、おきてる でも でも 孤独死を、な

にも 対応してないみたい。相模原市になぜ 池上さんや 池田佳代さんがこないのか。

（本人・50 代男性・神奈川県） 

 

・公的（NPO 含む）な機関でのインターネットでの本人からの疑問、質問が簡単に出来、

又指導、回答が得られる様な場所。現在の地域支援センター等での。（家族・70 代男性・愛



知県） 

 

・相談できる場所が近くにあると安心 

一時的でも違う場所に住める(安く住める)があれば気がらくになる気が休める 

ひきこもりとかに少し理解してくれる美容室、歯医者があると助かる（本人・30 代女性・

兵庫県） 

 

・本人に対する情報が、今ではネットにおいては埋もれてしまっているのかわからない。 

質問から考えると、当事者本人からの場所もある模様だが 

実際のところネット検索すると、行政の大幅な取り組みと家族会しかよくわからない。（本

人・30 代男性・東京都） 

 

・引きこもり当事者が集まって悩み相談とかできたらうれしい（本人・40 代男性・東京都） 

 

・高年齢のひきこもりやひきこもり経験者が集える場所。（経験者・40 代女性・福岡県） 

 

・子を身体的または金銭的（子の金を盗む）に虐待する親の問題を無視する社会福祉士を

KHJ から追放する（本人・50 代男性・奈良県） 

 

・引きこもりの子はおそらくたくさん居ると思う。社会に出られるきっかけづくりができる

場所。昔、テレビで見たが、さいたま市で廃校を引きこもりの自立支援施設に改造して年齢

を問わずいろんな人が集まり、得意な分野を教え合う。（家族・50 代女性・徳島県） 

 

・自助グループ（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・住んでいる自治体に窓口が欲しいのと当事者と家族での会話の場が欲しい（本人・30 代

男性・愛知県） 

 

・一般の社会人の半分の賃金でいいのでひきこもりに就労の場を提供してほしい。（本人・

30 代女性・大阪府） 

 

・本人にあった活動(有給、無休問わず)やそれらを紹介する情報誌など。バイト情報誌みた

いな感じで。（家族・40 代男性・東京都） 

 

・親自身自分の子どもが引きこもり、ニートだと認識していないので同じような経験をして

いる方達と交流したり専門家の話が聞ける場所があれば良いと思います（家族・40 代男性・



大阪府） 

 

・今ある相談機関、親の会、フリースクール等の他は思いつかない（家族・30 代男性・埼

玉県） 

 

・ひきこもりのことを理解してくれている専門とした場所を役所、公的なところでも、総合

的に気軽に相談できる場所ができるといい 

カフェとか、閉ざされない空間 資料案内が手に届くように（本人・30 代女性・兵庫県） 

 

・自助グループ。（経験者・50 代男性・広島県） 

 

・引きこもりの経験者がいて、一緒に遊んだり相談や訪問活動もしてくれるゆるい居場所

（家族・60 代女性・東京都） 

 

・自助グループ（家族・30 代女性・山梨県） 

 

・就職支援等でもっと真剣に力を貸してほしい（家族・60 代男性・大阪府） 

 

・仲間がいたら心は軽くなる。参考にもなる。（家族・50 代女性・広島県） 

 

・職業紹介のカフェ（家族・50 代女性・東京都） 

 

・引きこもりを経て、社会で活躍する人と交流できる会。（経験者・30 代女性・千葉県） 

 

・当事者が多い支援団体があったらいい。支援者が多い支援者の身内の集まりみたいな支援

団体には行きたくない。（経験者・30 代男性・奈良県） 

 

・支援機関に行くにしても電車やバスを利用が避けられないのが辛い。送迎車があると少し

は気が楽がもしれない。（本人・20 代女性・福井県） 

 

・「ひきこもりヘルプマーク」のようなもの。「自分はひきこもりに対して、好奇の目で見た

りはしません」というような意思表示を、さりげなくできると、そういう人に対しては安心

して、当事者が接することができるかもしれない。（本人・30 代男性・神奈川県） 

 

・息子のように、最初の就職で挫折を味わってしまい、そこからなかなか立ち直れずにいる

ような人を支援援助してくれて、就職がうまく行くように手助けしてくれる機関が欲しい。



（家族・10 代男性・山形県） 

 

・過去にひきこもった経験がありました。ひきこもりからなんとか抜け出して 15 年以上は

経ちます。ただ働いてはいるものの、非正規労働者、要するにアルバイトをずっとし続けて

いるだけなので、社会的には肩身が狭いです。ひきこもってもいない、しかしいわゆる普通

の社会でも 40 代でアルバイトの身であります。なので疎外感は相変わらずあります。ひき

こもりから脱して、働くようになった人たちで語り合える場があったらいいのになと思っ

ております。（本人・40 代男性・千葉県） 

 

・デイサービス（本人・40 代男性・東京都） 

 

・同じ悩みを抱えている人達が集まって、話し合える場所が欲しい。地元には、まだそうい

うのが整っていない部分が多いので、早急に対応をお願いしたい。でないと、いつまでも家

族が苦しい思いをするばかりで、疲れきってしまいます。（家族・10 代男性・山形県） 

 

・働く場所が欲しい。（本人・40 代女性・東京都） 

 

・当事者や家族どうしの緩い雰囲気の集まり、思い詰めた悩みを含めた支援者への相談があ

れば良いと思います。（本人・20 代男性・東京都） 

 

・気軽にいける交流の場（家族・50 代女性・静岡県） 

 

・居場所を作ってくれる、民間の有志の方。考えが合う人、当事者が集まれる会や場所。そ

れを引っ張ってくれる当事者、親御さん、有志の方。（経験者・40 代女性・福井県） 

 

・在宅でパソコンで仕事ができるように、ある程度のスキルを身に着けるパソコン教室が近

くにあればいいなと思う。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・身近な地域で相談、支援できるミニ家族会の設置（圏域では無理）（家族・70 代男性・埼

玉県） 

 

・こみっとの様な場所、シルバー人材センターみたいな場所（家族・40 代女性・兵庫県） 

 

・お金がない（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・仕事をしているため、休日の相談窓口があればうれしい（家族・50 代女性・茨城県） 



・居場所や就労前提のコメントに乗れる層は２０才代に限られる。「８０・５０」や近い層

は、相談会で講師を教える立場になっている。（家族・80 代男性・愛知県） 

 

・気軽に相談できる窓口が欲しい。電話やネットでもいい。（家族・30 代男性・神奈川県） 

 

・親の高齢化と無職であること。親の年金に集っているだけ。（本人・40 代男性・石川県） 

 

・当事者や支援者が一堂に会する、退出が自由な立食パーティーや、引きこもり人が運営す

る、引きこもりカフェなどがあってくれると行ってみたいと思えます。（本人・20 代男性・

静岡県） 

 

・ひきこもり経験を当事者以外の人、例えばひきこもりのご両親と意見交換したいのに、ど

の団体に問い合わせても拒否か無視される。（経験者・30 代男性・神奈川県） 

 

・就労機会を与えてくれる職業訓練機関。精神障害でも働かせてくれる場所。国で定められ

た最低賃金を支払ってくれる会社。（本人・40 代男性・静岡県） 

 

・外に出るきっかけとしてまず身だしなみが気になると思うので手ごろな値段で立ち寄れ

る美容院や、引きこもりについて相談できる美容師さんがいたらよいと思う。 

落ち着いた雰囲気の喫茶店があればよいと思います。（子供連れ、学生遠慮してもらいたい。）

（家族・40 代女性・千葉県） 

 

・公的機関は人事異動等継続支援に課題があるため安心して相談できない。かといって民間

機関は、営業重視が見受けられ、安心して相談できない。 

官民が充実した連携を構築している法人が必要（家族・60 代男性・鳥取県） 

 

・ニートの多くは心的問題を抱えていると思います。そのケアが行われる場所があれば実態

調査も含めて良いと考えます。（本人・40 代男性・茨城県） 

 

・問題はやはり生活費です。家の中でできる仕事をしながら、ひきこもっていても文句を言

われない世の中がくればいいと思います。（経験者・30 代女性・群馬県） 

 

・とにかく話を聞いてくれる 

一緒に解決してくれる 

家族に私の状況を説明してくれる（本人・40 代女性・東京都） 

 



・行政の、福祉、教育、就労、医療などの窓口をつないで、情報を共有しながら、困りごと

に対応する担当課 

家族、当事者の願いや想いを、結果ありきではなく、吸い上げて、形にして返す機関（家族・

60 代女性・大阪府） 

 

・あまりにも深すぎて光が見えません。ふとよぎるのは「安楽死」です。 

すみません。（本人・50 代男性・宮崎県） 

 

・子どもにどんな支えが必要か。親も子も、いつも充電が切れそう。（家族・10 代男性・長

野県） 

 

・引きこもりの当事者の意識が変わるようなきっかけがほしい。（家族・20 代男性・奈良県） 

 

・就業支援や個別相談にのって貰いたいです。（本人・40 代男性・兵庫県） 

 

・同じような境遇の方々や家族との交流の場があるとよい。（家族・50 代女性・埼玉県） 

 

・気軽に行ける居場所（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・現在、ひきこもり支援相談士養成講座を受講しています。それから、ひきこもり地域支援

センターに、ひきこもりピアサポーター養成講座の開催をお願いしています。（経験者・40

代男性・鹿児島県） 

 

・情報やサークル（家族・60 代男性・鹿児島県） 

 

・KHJ の専門カウンセラーの訪問カウンセリング（家族・50 代女性・群馬県） 

 

・場所の開催が夜だったり、少人数だと良いと思う（経験者・30 代男性・神奈川県） 

 

・東京しごとセンターなど若者向けには就職説明会や職種説明会が沢山あるのに、中年以降

は何もない・参加できない。説明くらい聞かせろ。（本人・40 代男性・東京都） 

 

・公的な支援センターはひきこもり本人が未成年なのに本人の希望がなければ訪問や電話

など出来ないなどはどこにも繋げる気がないように思える。違う支援センターなどを紹介

してくれる時には責任を持って基本情報を伝えておいて欲しい。（もちろん本人や家族の同

意は必要だが）疲れきっているときに藁にもすがる気持ちで次から次へと紹介された場所



へ相談に回るが、違う施設へ行くとまた一から説明を強いられるのは辛くてしょうがなか

ったので。（行ったところで何もしてくれないと気付くのに１年近く時間を無駄にしてしま

いました。）とにかく個人情報の保護を盾に支援センターが各自独立していて横に繋げてく

れないのはとても大変でした。電話で話をすると、「それでは来所して頂けますか？」と言

われます。平日仕事を休んで遠い相談所迄行っても電話で話したことを繰り返して聞かれ

るだけなのでなぜ来所を強要されるのかわからない。初めは何か他の事が得られるのかと

頑張って仕事を休み出掛けていったのだが何も変わらず収入が減るだけだった（家族・50

代女性・群馬県） 

 

・実際に引きこもっている子供のアパートに足を運んでいただき、本人と会話でき、自立で

きるようになるまでの支援、自立後も定期的に訪問できるようなシステムを是非作ってい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。（家族・60 代女性・兵庫県） 

 

・地方なので多様性に寛容ではありません、そういったものを啓蒙して変えてる間にこちら

は歳とって死んでしまいそう、都市へ脱出したかったです。（経験者・40 代男性・栃木県） 

 

・ただ話を一方的に聴いて欲しい。家族が誰からも干渉されずに休める部屋。外野の声がう

るさいから、静かになれるところ。（家族・50 代女性・富山県） 

 

・単純に支援の制度が出来上がっていないと感じる。精神障害者手帳をもつ自分もそうだ

が、根本的な解決方法を国が考えるには、それ相応の問題が起きなければ状況は変わらない

と思う。結局はボランティアや npo 法人の力でできることにとどまると思う。そしてそれ

らができることはあまり多くないように思う。（本人・30 代男性・埼玉県） 

 

・同じ悩みがある人同士で 否定されず語り合える場 （本人・50 代女性・兵庫県） 

 

・相談会（家族・10 代男性・香川県） 


