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中央共同募金会 第一回赤い羽根福祉基金  

事業種類：地域福祉部門・活動の基盤づくり、ネットワークづくり  

 

１．目的～身近な地域で安心して集える場を継続するために～ 

当事者・経験者・家族・支援者などの肩書を超えて 

ひきこもり状態が長期化する背景に、世間体の壁や社会的偏見などから、家族だけで問

題を抱えこみ孤立を深めている現状がある。地域によっては、利用できる資源が少なく、

出かけたくても出かけていく場がないという訴えもあります。身近な地域社会に安心して

受け入れられる場が求められています。 

そのために、地域に関わる一人ひとりが、偏見なく本人と繋がり、対等な関係で本人の

話に耳を傾け、これからの生き方を共に考えることが大切であると考えます。多様な意見

や考え方があり、多様な生き方があるということを理解することで、新たな社会参加を促

進していくための糸口になると考えます。 

本事業では、家族、当事者、支援者をはじめ、社会参加に興味のある様々な人が集まり、

立場を超えて対話をする場を作ります。また、地域で共に支え合う関係を継続的に育むた

めの基盤作り（礎づくり）を行います。 

特に地域の見守り役となる社会福祉協議会、民生児童委員、困窮者自立支援相談員、各

関係機関への理解と連携を進めてまいります。 

 

２．「つな・かん」 （つながる かんがえる 対話交流会）とは？ 

～対話の力で、何かの変化を起こす種を育む～ 

「つな・かん」は、地域で新しいつながりの場をどう生み出してどう継続していくかを

考える場です。偏見や排除のない多様な生き方、これからの社会のあり方を語り合える場

です。対話を通して、新しいアイデアに共鳴した人同士がつながりを育み、仲間を見つけ、

やりたいことを見つけることで、社会参加へのアクションを起こす可能性が高まります。 

～つながりの場を継続していくために。              

ファシリテーター養成講座を経て実践の場作りに携わる～ 

本人や家族にとって、今は参加できる状態や気持ちではないけれど、行きたいと思った

時に行ける場があることがとても大切です。そのためには、継続して対話交流会が開かれ

ることが重要となり、各地で場作りを担える人材の育成が必要になります。 

その場作りを支えるのがファシリテーターです。ファシリテーター：大切なことを話す

ための対話を促進する人。対話の場のプログラムデザインや運営などの場づくりをする人。 

場作りは実践で学びを深めることが効果的です。ファシリテーター養成講座に参加して

いただいた方には、対話交流会「つなかん」の運営（交流会のプログラム検討、当日のフ

ァシリテーションなど）に携わっていただくかたちにしました。 

昨年度のファシリテーター養成講座の参加者は２５名。各１０名ずつが、対話交流会「つ

なかん」の場作りに参加し実践を経ていきました。 
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３．「つな・かん」の特徴 
１）特徴の1番目は、立場を超えてつながる場であるということです。 

当事者、経験者、家族、支援者、地域など、立場が違えば見方も違います。この違いが、

時として偏見や排除を生みます。反対に、違う意見に耳を傾け、分かち合い、理解しよう

とすることで、多様な見方や気づきを得ることができます。 

老若男女、地域、立場、役割などの肩書を超え、同じ土俵に立つことで、上下関係なく、

平等に意見を交わすことができます。このような対話の場を目指すのが、つな・かんです。 

※肩書きのない場づくりの工夫として、名札を用意し、ひとりひとり、その日に呼ばれた

い名前（ニックネーム）をつけて参加してもらうかたちを取っています。 

 

２）特徴の2番目は、参加者みんなで考えて、みんなで作る場ということです。 

講演会とは違い、答えを教えてもらうのではなく、みんなで考えて答えを見つけていく過

程を大切にするということです。いろんな答えがあっていい。正解はひとつではなく、い

ろいろあっていい。また無理に話をしなくてもいい、他人の話を聴いて考えるだけでもい

い場であるということです。そこに集った人みなさんが思い思いにこの場に参加しながら

創っていく場です。 

※対話のお約束について 

対話の場を、安心して話せる場にするための工夫として、場のお約束事を設けています。

参加者それぞれが、話せる・聞いてもらえる感触がある・個人的なことも安心して話せる

対話の場は、気づきや学びが深まり、また、つながりが生まれやすくなります。そのため

に、いつもの会話や雑談とは異なる意識で話し合いに臨んでもらうためのお約束を伝えて

います。 

 

【お約束例】 

１．個人的な話はこの場限りで・・・ 安心安全な時間であるために 

２．ご自身のお話は簡潔に・・・ いろんな方が話せるように 

３．相手の話は“うなずき”多めで・・・反応してもらえると話しやすくなります 

 

＜対話交流会in山梨のホワイトボードより＞ 
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３）特徴の3番目は、現状のニーズに沿って様々な形式で行うことが可能という点です。 

つなかんの場づくりを支えるのは、ファシリテーターです。参加者同士の交流の場を作

り、対話によるコミュニケーションを支えます。 つなかん実施の前に、ファシリテーショ

ン講座に参加していただき、対話の場づくりについて学び体感してもらう機会を持ちます。

身近な地域にファシリテーターが育成されることで、継続的な実施基盤の構築につながり

ます。 

つなかん実施には、ファシリテーターがチームとなって場のデザインを打合せていきま

す。当日のつなかんが「どのような場になったらいいか」、「参加者がどのような気持ち

になってくれたらうれしいか」、現状のニーズをもとに、ゴールイメージを話し合うとこ

ろから始まります。また、そのゴールイメージを具現化するために、会をどのような構成

にするのか、内容を考えていきます。各地域のニーズに沿って、様々な形式で行うことが

可能です。 

※見学席や休憩室の設置について 

話は聞きたいけど無理に話したくない人のための席を必ず設けます。また会場費に

余裕がある場合は、疲れた人のための部屋を設ける場合があります。見学席も休憩

室も出入り自由です。 

 

 

４）特徴の４番目は、地域の「つなかんネットワーク」作りを行うという点です。 

つなかんを継続的に実施していくために、各地で「つな・かんネットワーク」を作って

いきます。ネットワークづくりの目的は、つなかんの継続開催の体制づくり、今後の交流

や、情報交換、新たなアイデアの実現です。アイデアには、地域資源の開発や発掘、孤立

していた人が集いやすい居場所づくりなど、さまざまなものがあります。 

また、他者に助けを求める事が困難な本人にとって、身近な地域にいつでも頼ることので

きるネットワーク、本人の活動を支えるための見守りネットワーク作りは、継続的な社会

参加の基盤となります。 

参加希望の方には、つなかん終了後に配布したアンケートに、メールアドレス等の連絡

先を書いていただきます。つなかんネットワークの名簿作成と管理は個人情報保護のもと、

KHJ本部が行います。また、個人情報はつなかんネットワークの活動に関してのみ使用する

ものとします。 

 

 

５）特徴の５番目は、全国対話交流会の開催により横断的なネットワーク作りを行うとい

う点です。 

全国の当事者、家族、支援者が集い、交流し、学び合う全国対話交流会を開催します。

各地の対話から見えてきたテーマから、安心して暮らせる地域社会づくりに必要なもの、

未来の社会のあり方について多様な立場から話し合いを行います。また、新しい生き方、

多様な生き方を発信します。全国各地の横断的なネットワーク作りが期待できます。  

 

 

６）特徴の６番目は、地域の理解を求める広報を行うということです。 

地域における見守り活動を担う社会福祉協議会、民生児童委員、自治体、各地域の自助

グループ等を訪問し、「対話交流会」について理解を求めます。ひきこもりを、そこで暮ら

す社会・地域の人々がどのように考えていくか、また、対話の意義や目的について広報を

行い参加をお願いします。  

また、潜在的に孤立している本人や家族を発掘すべく、チラシ配布、インターネットによ

る広報と共に、地元メディアに積極的に広報協力を依頼します。 
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４．「つな・かん」開催状況 
平成 28 年度は関東ブロックで 4 か所の「つな・かん」を開催しました。 

つな・かん開催回数（開催地域数） ４回（4 地域） 

ファシリテーター養成講座 in 関東

（12/23） 

25 名参加 

（当事者経験者 10 名・支援者 4 名・一般 11 名） 

対話交流会 in 山梨  （1/15） 53 名参加 

（当事者経験者 14 名・支援者 9 名・家族一般 30

名） 

対話交流会 in 神奈川 (2/12） 44 名参加 

（当事者経験者 14 名・支援者 6 名・家族一般 24

名） 

対話交流会 in 茨城  （2/19） 26 名参加 

（当事者経験者 10 名・支援者 10 名・家族 4 名・

一般 2 名） 

対話交流会 in 東京  （3/11） 70 名参加 

（当事者経験者 25 名・家族 22 名・支援者 14 名 

一般その他８名・報道 1 名） 

4 回の対話交流会の参加人数合計 193 名 ＜平均 48 名 /回＞ 

 

＜参加の概要＞ 

・支援者は、社協、困窮者窓口、保健所、各支援機関、教育関係機関など、各地域資源に

携わる多様な支援者が参加した。 

・各地の対話交流会には、ファシリテーター養成講座受講者が 10 名ずつ参加。山梨、神奈

川、茨城、東京それぞれの地域で、対話の場作りの実践に加わった。 

・参加者属性も多様であり、本人・家族・支援者・関心のある一般の方も含め、多様な立

場を超えて交流を行うことができた。 

・対話交流会「つな・かん」ネットワーク登録者数 

 山梨 25 名、神奈川 16 名、茨城 14 名、東京 34 名 

 

＜ファシリテーター養成講座の概要について＞  

講座参加者は 25 名（当事者・経験者 10 名、家族一般 11 名、支援者 4 名）。 

講座は体験学習を中心にして行われた。本講座の受講条件および概要は、以下のとおり。 

 

●応募条件：対話交流会の運営（前日の打合せ含む）に参加可能な方 

●講座目的：対話に限らず、様々な場作りができる人が育つ 

●講座目標：受講者同士がつながり、対話交流会を一緒につくり、その

後も継続していく（人になる） 

●講習内容：チェックイン、個人ワーク、テーマに応じた対話を体験（ワ

ールドカフェ）、レクチャー「場作りで大切なこと」「体を感じて言葉に

する、場を感じて言葉にする」、チーム対話、振り返り 

 

※講座受講後は、ファシリテーターとして、自分の参加する「つなかん対話交流会」にて

ファシリテーションをつとめました。 
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５．各地からの実施報告 

 

 

 

 

 

対話交流会 in 山梨  

開催日時 2017 年 1 月 15 日（日） 13 時 30 分～16 時 30 分 

協力 
KHJ 山梨県「桃の会」 

フューチャーセッション庵  運営スタッフ 

会場 山梨県福祉プラザ４階会議室  

参加料 1000 円  （当事者・経験者 無料） 

参加人数 
53 名参加 

（当事者経験者 14 名・支援者 9 名・家族一般 30 名） 

広報 
山梨日日新聞の告知記事掲載 ホームページや FaceBook での発信 

チラシ配布先・・・新聞社、社協、保健所、困窮者窓口、各支援機関  等 

 

対話の場作りにあたって、ファシリテーター、桃の会のご家族と共に、どんな場づくりを

行うかについての打合せが行われ、現状のニーズと目標としたいことが話し合われました。 

① 現状のニーズを考える～参加者ニーズとして～ 

 ・色々な人の話を聞いて参考にしたい。 

 ・色々な人と交流したい 

 ・ひきこもりの人を支援している人（したいと思っている人）と知り合い協力できること 

を考えていきたい 

 ・ひきこもりに対する理解を深める 

 ・ひきこもりの人たちが気軽に集まることのできる居場所を作りたいので参考にしたい 

 ・対話交流会に参加することで、親もこどもの気持ちの何かつかめたらと思ってます 

 

②目標ゴールイメージを考える 

●開催後に起こってほしいこと 

・いろいろな場が継続して開かれている 
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 ・顔見知りが増える→自分が出せる→新しいアイディアが出せる→思いが違う人とつな

がれる場 

 ・いつでも行ける親や本人の駆け込み寺的なものが開かれている 

・行動計画が出来ている（グループもある） 

・対話交流会や、出来たグループで、次の開催日と開催場所が決まっている 

 

●会が終った時の参加者の気持ちや状態 

・“自分”を出して、人とつながっている 

 ・同じ仲間と出会えた、一人でも心から近づけそうな人がいたと実感できている 

 ・様々な人の出会いの中で、思いや感情が引き出され、楽になっている 

・希望を持ち、積極的に何かを始める、または、始めたい気持ちになっている 

・行って良かった！もう 1 回来たい！と思っている 

・お互いに理解を深め合うことが出来たと思っている 

・気付きがあった！ 

打合せの①と②を受けて、当日の対話交流会では、以下のテーマが出され、話し合いや分

かち合いが行われました。 

 

【対話テーマ（ファシリテーターからの問いかけ）】 

１．「実は、自分はこういうことで困ってるんだよ～」 

２．あなたにとって、「つながり」とは何ですか？ 

３．あなたにとって、「自分らしく生きる」とはどういうことですか？ 

 

【参加者から出された対話テーマ】 

１．支援について 

２．当事者の居場所について 

３．親の居場所について 

４．発達障害について 

５．会のあり方について 

６．フリー  

（途中テーマの移動自由） 

 

【参加者の満足度・感想（アンケート

より）】 

●良かった点 

もっとも多かったのは「いろいろな人との出会い、当

事者、親、支援の方、さまざまな立場の人のお話が聞

けてよかった、参考になった、考えに幅が持てた」と

いう感想でした。また、自分の考えや思いを伝えられ

たこと、それに共感をしてもらえることが多かったこ

とが「うれしかった」という声もありました。 

「いろいろな人に会えたこと、話をきけた事」 

「いつもの交流会とちがって、他の人の話や当事者の

話が聞けてよかったです」 

「支援者と知り合えた」 

「当事者のおもいがきけた事です」 

「立場の違う人の話がおききできたこと。対話って大切ですね」 

「いろいろな場所で、いろんな方の意見をもっときいてみたいと思います」 
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●アイデア・やってみたいこと(抜粋) 

「web 上で途切れない、誰でも見られる、プラットフォームが早めにほしい。協力します。」 

「安心して過ごせる居場所作りをする」 

「音楽活動、作詞をよくするので」 

「自分にできることをやってみたいと思いました」 

「読書会やみんなで運動などできるプログラムが月に数回あればいいと思った」 

「今日のことを紹介したい」 

「自助会への参加」 

「当事者の居場所づくりのため当事者から話を聞く場をつくりたい」 

 

 

●要望など 

「もう少し時間をとってゆっくり話し合いたい」 

「もう少し広い場所でやってほしい。隣のテーブルの話が入ってきてしまってよく当事者

の人とか聞き取れなかったので」 

「話し合いテーマが広すぎて何を話していいかわからない、ということがあった」 

「グループ対話で他の場所もうつりたかったのですが、時間がなく少し残念でした」 

「１つのテーマに対して（テーマが多かった為時間が少ない）掘り下げて話をする等、に

対しての方向性。（ひとつのテーマを掘り下げてもいいし、他に移ってもいい）」 

「次へのアクションを考える時間が欲しかった」 

「話せたのだけれど、名前と顔がわからない。あの人と何かできそうと思っても、その方

法がないような気がしたので」 

 

 

 

対話交流会 in 神奈川 

開催日時 2017 年 2 月 12 日（日） 13 時 30 分～16 時 30 分 

協力 
KHJ 横浜ばらの会、KHJ 神奈川県「虹の会」 

フューチャーセッション庵  運営スタッフ 

会場 神奈川県立青少年センター 研修室１ 

参加料 1000 円  （当事者・経験者 無料） 

参加人数 44 名参加 （当事者経験者 14 名・支援者 6 名・家族一般 24 名） 

広報 

ホームページや FaceBook での発信 

チラシ配布先・・・社協、生活困窮者窓口、保健所、支援機関、親の会、自

助会など 
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対話の場作りにあたって、神奈川県は、

多様な支援機関や当事者の集まりが開催

され、多様な問題意識や、関心事、ニー

ズがあることが予想されました。そのた

め、当日、参加者ひとりひとりから「今

日話したい、聞きたいテーマ」を出して

もらう時間を設けました。 

 

 

その中から、以下のようにテーマ分けを行

い、２ラウンドに分けて３０分ずつ行われ

ました。（途中テーマの移動自由） 

 

【対話テーマ】 

・ひきこもりの QOL 

（ひきこもり生活の質について）  

・社会参加について①② 

・未来について 

・居場所について 

・本音について 

・フリー 

 

 

 

【参加者の満足度・感想（アンケートより）】 

●良かった点 

「ひきこもりを巡って、多様な人が来ていて、いろいろな視点

で話すことが出来た」 

「話したかった内容について色んな方の考えを聞けてよかった」 

「話をするなかで、自分との想いがつながったことと、人が話

をしたことで、自分も話せたこと」 

「ＱＯＬの定義が『本人が楽しくなること』『楽しい場面になる

こと』だとわかったのはよかったです。それと、『ごはんをゆっ

くり食べていればひきこもりではないという国もある』という

意見も面白かったです」 

「気づかなかったヒントをたくさんいただきました」 

「（支援者として参加したが）肩書を出さなくてよかったため、（支援に対する）家族の本音や

生の声を聴くことができ大変参考になった」 

 

●アイデア・やってみたいこと(抜粋) 

「居場所つくりに男子が多いなか、女子会もありかと思い、そういった声かけもして 

みたいなと思いました」 

「パーティーピーポーでもやろうかな」 

「直接ひきこもりに関わるものでなくとも、ひきこもっている人のためにできることはあ

るのではないかと思いました」 

「いろいろな人と話してみたい（自己肯定感が上がるから）」 

 

参加者からの話したいテーマの要約↓ 
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●要望など  

「（対話の）最初の挨拶まわりが緊張の連続でした・・・きつかったです」 

「社会参加の難しさを確認するに止まったこと」 

「もっともっといろいろなテーマのお話しがききたかったです」 

「長くしゃべる方がいてあまりしゃべれない時があった」 

「元当事者と家族の話し合いを円滑に進めていくのはファシリテーターの力量が必要だと

思った」 

「時間が短かった」 

 

 

 

対話交流会 in 茨城 

開催日時 2017 年 2 月 19 日（日） 13 時 30 分～16 時 30 分 

協力 
フューチャーセッション庵  運営スタッフ   

チーム水戸（ひきこもり大学）運営スタッフ 

会場 土浦市亀城プラザ１F 大会議室１ 

参加料 1000 円  （当事者・経験者 無料） 

参加人数 26 名参加 （当事者経験者 10 名・支援者 10 名・家族 4 名・一般 2 名） 

広報 

茨城新聞、常陽新聞、ホームページや FaceBook での発信 

チラシ配布先・・・社協、生活困窮者窓口、保健所、支援機関、親の会、自

助会など 

 

事前の打合せでは、どんな対話の場を通して、参加者がどうなったらいいか、目標とした

いこと（ゴールイメージ）について話し合われた。茨城県外、栃木県・長野県在住のファ

シリテーターも打合せから参加した。 

 

＜目標ゴールイメージ＞ 

・自分の思い込みが違っていた（かもしれない）と思って

いる 

・何かやろうと思っている人がいる 

・また会いたいと思っている人がいる 

 

＜対話とは？の説明とお約束について＞ 

対話が初めての人への配慮として、答えを教えてもらう場

ではないことについての説明を最初に行いました。 

 

 

対話テーマは参加者から、「私は～という思い・意図でここに来ました」という問いかけか

ら、付箋にそれぞれの思い書いてもらう時間を取り、その中から以下のようにテーマ分け

を行い、参加者それぞれが関心のあるテーマのテーブルで対話を行いました。（移動は自由

２ラウンド） 
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【参加者から出された対話テーマ】 

・つながり 

・価値観 

・現状 

・未来 

・フリー 

 

 

 

 

＜一人の時間について＞ 

対話と全体共有のあと、「自分にでもできそうなこと」という自分への問いかけの時間（一

人の時間）を持ちました。対話交流会を通じて、自分の中に沸いてきた思いやアイデアを

書き留め、持ち帰るための時間として設けました。 

 

＜チェックアウト＞ 

今日の対話交流会を振り返って、ひとりひとりの思いや気持ちを全員で輪になって共有し

ました。 

 

 

【参加者の満足度・感想（アンケートより）】 

●良かった点 

「ひきこもりに対する経験談および支援活動について話が聞

けた事。」 

「少し子の気持になれた」 

「対話、交流できて気持ちが楽になりました」 

「当事者・家族の声を聴くことが出来た。もっと話を聴きた

かった」 

「テーマに沿ってグループディスカッションできたこと」 

「現状や今後やってほしい、やっていきたいことが見えた」 

「なかなか初対面で話す事が苦手ですが、頑張ってお二人と対話する事ができて満足で

す！！」 

「自分の考えを話して、共感してもらえたこと」 
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●アイデア・やってみたいこと(抜粋) 

「今ある居場所のネットワーク作り。（活動や関わりの選択を広げる）」 

「ファイナンシャルプランナーの資格もあるので家計相談などできたらと考えています」 

「土浦で『親の会』がやりたい。『ひき浦！』」 

「世界を広げる体験の場を作りたい。知ってる世界で考えると行き詰るのではないか」 

 

●要望など 

「個別相談に対する経験者の話しが聞きたかったです」 

「時間がとても短く感じた」 

「テーマ設定の際、一つ一つ分類するより、2 名くらいで対話しながら「これはあれと一

緒」のように分類すると、テンポが良いのではないでしょうか」 

「もう少し話せたら良かったです」 

 

 

対話交流会 in 東京  

開催日時 2017 年 3 月 11 日（土） 13 時 30 分～16 時 30 分 

協力 
NPO 法人 楽の会リーラ 

フューチャーセッション庵  運営スタッフ   

会場 大正大学４号館 ４２１教室 ４２２教室 

参加料 1000 円  （当事者・経験者 無料） 

参加人数 
70 名参加  

（当事者経験者 25 名・家族 22 名・支援者 14 名・一般その他８名・報道 1 名） 

広報 
朝日新聞、ホームページや FaceBook での発信 

チラシ配布先・・・社協、生活困窮者窓口、保健所、支援機関、当事者会等 

打合せでは、「ゴールイメージ（つなかんが終わった後に目指す姿）」と、「プログラムを作

る前提」、「ファシリテーターの役割」などについて、ファシリテーター同士で意見交換を

持ち、意識合わせを行いました。 

 

＜目標ゴールイメージ＞ 

・安心して参加者同士がつながってい 

・自分らしさや自分の弱みも取り繕わない

で安心して出せている 

・偏見で見られない 

・ファシリテーターにも安心を 

・関心があること（もしくはまだ関心がな 

いこと）を話せて聞けて、考えるきっか 

けになっている 

・参加者同士が関心を持っている（人にも

テーマにも） 

・ひとりひとりが考えようとなっている 
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＜プログラムの前提として＞ 

 参加者はつなかんのちらしを見て、それぞれ何かしらの思いがあって参加を決めたはず。 

なぜ参加したいと思ったのか、個人の内面を少し見つめて言葉にしてもらう。 話すことは

自分で決めて、話したいことを話せる時間にする。 

 

＜ファシリテーターの役割について＞ 

・対話交流会の目的を伝える 

 参加者は現状が何か少しでも変わるのではと期待して来ている人もいる。それを実現す 

るには、安心してつながれることが大事であり、今日はその一歩とする。 

・自己開示しやすい雰囲気づくり 

 相手も開示してくれる（⇒自分も言ってもいいんだ）。ペアや少人数により、（自分が）  

話すきっかけがある・まずはファシリから？誰かが口火を切ってくれる（と安心）。 

・話したい人やテーマを選べる流れをつくる。立場の違う人とも話せる。 

・何をやってもどんな状態になっても、「失敗」はない。今回試したことをやると、どんな 

フィードバックがあるかわかるだけ。それは次回のための糧にしかならない 

 

＜対話のテーマの決め方＞ 

東京つなかんでは、参加者人数が多いことが予想されたため、ファシリテーターが自らテ

ーマを持ち寄り、テーマに込めた思いを予めプレゼンする時間を持ちました。その後、参

加者に「どのテーマで話したいか？そのテーマでどんな話をしたいか？」について考えて

もらう時間を持ってから対話を開始しました。 

・地域でつながる 

・こんな支援あったらいいな 

・こんな活動してみたい 

・自分らしく生きられる社会について 

・ここちいい生き方 

・親子関係について 

・話しベタ集まれ 

・フリー 

 
【参加者の満足度・感想（アンケートより）】 

●良かった点 

「いろいろな立場の人がオープンに話をできた。聞けた」 

「いろんな世代の人々の考えている事が自分とそんなに違

わないということがわかったこと」 

「共感できる点があった。多様な人達がつながっていく事

が必要だと思う。 

「地元（地域）でのつながり方の具体的な話が聞けた」 

「中断していたボランティア活動に興味を示してくださり

嬉しかった」 

「元当事者のファシリテーター、現在の当事者、同世代の

子を持つ親御さんの話、思いを聞けて良かった」 

「親子関係について、今自分のしている子に対する対応の

仕方をもう一度考えることができた。（当事者の話を聞いて）ひきこもりの（自分から親を

考える等）当事者の今の考えを聞くことができた」 
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「煮詰まってしまっていた自分の気持を少し冷静に感じることができたかな」 

「親子関係についてに参加しました。親の方に自分の経験をお話したり、お聞きするのは

とても良かったです。自分の親でないからこそ、親の立場の気持ちを感じることができま

した。親子で切れるのでなく、こうしたお話は大事だと思いました」 

「時間的にも、テーマを掘り下げて話しができたと思います」 

 

●要望など 

「ひとつのテーブルに 10 人いました。半分くらいの方はほとんど喋っていなかったので、

もうすこし少人数のほうがいいのかなと思いました」 

「参加者からテーマを募集してみてはどうでしょう」 

「見学でもいいとのことだったのに、意見を求められ、緊張でした」 

「人数が少なかった。もっといろんな人の話が聞きたかった」 

「他のテーマにも参加したかったが、それができずに残念だった」 

「どうしても皆それぞれ話したいことがあって、時間（セッション数）が物足りなかった」 

 

 

●アイデア・やりたいこと、やってほしいこと（東京つなかん対話より） 
 

１，対話の場がほしい、作りたい 

対話交流会のアンケートでは「色々な立場の意見を聞くことができて良かった」という

感想が最も多い。交流会に参加することで対話の有効性を感じ、自ら開催したいという意

見が多く見られた。 

 

■具体例抜粋 

・ひきこもりの方、被災者、高齢者看護（ケアラー）異なる困難の人々との交流会。 

（50 代・支援者） 

・地域での対話活動。地域つなかん。（60 代・家族） 

・話し合いが大事だと思いました。（80 代・家族） 

・子の就労に関して親の思いとギャップがあるので、対話を増やしたい。（家族） 

・私は親よりももう少し当時をすごした田舎の故郷の「地域社会（学校）」に一番のうら

みを持って生きています。その意味では、地域を作る人との「平和な対話」をしたいです。

（こういう形で）個人、地域でなく、社会の話をしたい（フラットに）（支援者・行政の

人とも）。リアルに社会を作っている側と話してみたい。（30 代・当事者） 

・社会のいろんな場所で活動をされている方を招いて、ファシリテーターをしてもらえた

ら良いのかなと思いました。（30 代・当事者） 

 

 

2,ひきこもり状態と社会参加・就労をつなぐもの 

 ひきこもり状態から就労への移行は困難を極める場合も多く、従来の就労支援に対する

反発が少なからずある。そういった視点から、就労支援への需要やアイディアが寄せられ

た。 

■具体例抜粋 

・ひきこもり経験者、現ひきこもりの人たちによる書籍の編集、出版社をつくりたい。 

（40 代・支援者） 

・ひきこもり当事者向けの家でできる仕事、在宅ワークがあったら。 

・ひきこもりながら自立できる制度があれば。 

・まずはボランティア活動から。一人でもできるボランティアがあったら。 



14 

 

・親が子を雇い、生活能力をつける。 

・親子分離のための契約労働関係。（60 代・支援者） 

・人の役に立つ経験を作る場があれば。 

・通信教育・外部実習の実施。 

・就労支援以前の働き方を学びたい。 

・中間的就労の充実。 

・働きかたの色々を模索したい。 

 

 

3,地域・社会のありかた、社会資源の活用 

 対話交流会は地域でつながることも重視しているため、地域社会資源の活用についても

話し合われた。公的支援関係者も参加していたため、市民と行政の意見交換が行われた。 

 

■具体例抜粋 

・公的機関の情報開示をしてほしい。 

・地域コミュニティ・役所や制度につながるコーディネーターが必要。 

・学校の開放・活用。 

・商工会議所や商店街とつながる。 

・ひきこもり当事者を抱える家族の孤立に対する社会の支援が欲しい。 

・当事者の社会資源化。 

・見て見ぬふりする地域から、声を掛け合う地域へ。 

・困った人を助ける互助社会でひきこもりを受け入れていく。 

・コミュニティカフェのような相談できる場所がほしい。 

・ひきこもりできるインフラがあれば。 

 

 

4,居場所づくり 

従来は「ひきこもり支援＝就労支援」という構図であったが、それに限界を感じ、居場

所の役割を重要視する声があった。 

 

■具体例抜粋 

・居場所づくり準備中。 

・ゆるカフェの開催。 

・夜カフェの開催。（60 代・家族） 

・地元でもおはなし会的なものをやってみたい。近々家族会もあるので今日を活かしたい。

（30 代・当事者） 

 

 

5,参加者個人の活動とひきこもりを結びつける 

 参加者個々人で活動している場合も多く、ひきこもりと関連付けられないかといったア

イディアも寄せられた。 

 

■具体例抜粋 

・自分の思い（ボランティア活動でやっている事）を手作り冊子で作りたい（60 代・一般） 

・セルフネットワークのアイディア。（60 代・支援者） 

・当事者・家族向けミュージックセラピーの実施。（不明） 
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６．全体の成果 

 

1. 対話交流会の実施基盤の構築 

 ファシリテーター養成講座を開催することで、今後、各地の対話交流会を担う人材を養

成することができた。対話交流会の参加者の中からも運営メンバーを希望する者もおり、

各地での継続開催に向けた実施基盤の構築が進んでいる。（山梨での第二回目の対話交流

会は 6 月 11 日に開催決定） 

 

2.ひきこもり当事者の社会参加の機会の開拓と促進 

 対話交流会では、今までに居場所等への参加経験の無い当事者、家族の参加があり社会

参加のひとつの「場」を提供することができた。様々な人たちとの対話から多様な意見へ

の共鳴共感や、新たなヒントや気づき、変化の種となるアイデアが生まれた。同じニーズ

を持った人と人が出会い、アイデア実現するための仲間づくりとして、今後、「つなかん

ネットワーク」を有効的に活用していきたい。 

 

3.地域資源の発見と活用 

 参加者の中には支援者も多く含まれていた。対話の場を通じて、これまでつながること

ができなかった支援と本人（家族）が直接コンタクトを取り合うことができたことは大き

い。地域資源を必要としている人が、自分が必要する資源と出会う（マッチング）の場と

しての波及効果があった。 

 

4.Web アンケート 

特設サイトで行ったアンケートから、地域社会でのひきこもりの現状と課題が明らかにな

った。今後の取り組むべき方向性を示す有効な結果を得ることができた。 

 

5.支援者のニーズ、本人・家族のニーズ 

今年度事業を通して、当事者や家族の本音を聞きたい支援者のニーズが明らかになった。

同じく本人や家族も、支援者に本音を知ってほしいというニーズがあったことがわかった。

「こんな支援があったらいいな」という対話テーマからは、従来の就労支援に対するハー

ドルの高さや一方的な支援体制への違和感から、活発な意見交換が行われ、従来のやり方

に捉われず、具体的なアイデアが寄せられた。中には「（支援者として参加したが）肩書

を出さなくてよかったため、（支援に対する）家族の本音や生の声を聴くことができ、大

変参考になった」という支援者からの声もあった。 

支援者、被支援者という立場を超えて、これからの支援のあり方について共に考え、心

置きなく話し合える場が相互に求められていたことがわかる。  
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７．Web アンケート結果について 
 

１）アンケートの目的（※アンケート内容は巻末資料参照） 

本アンケートは、「ひきこもり当事者の社会参加と地域福祉の推進」のために、ひきこも

る本人、経験者、家族の方から地域社会における課題・ニーズを発掘し、課題解決に向け

た取り組みを進めていくことを目的としました。 

アンケートは、ひきこもる本人及び経験者、家族の方を対象に、ホームページ上から無記

名で答えていただく Web アンケートを行いました。 

本アンケートの結果は、当事者と家族が身近な地域において生きやすい暮らしにつながる

ための提言として、ホームページや機関紙を通じて発信し、その成果を伝えていくことと

します。 

 

２）調査期間・回答総数・回答者の立場 

〇アンケート実施期間：2016 年12月9日～2017年3月20日まで 

〇アンケート回答総数：145 データ 

〇アンケート回答者の立場：ひきこもっている本人50％ 

経験者27.1％ 家族22.9％ 

 

 

 

 

3）アンケート回答者の年代  

最も多かったのは 30 代、次いで 40 代、20 代となり、 

全体の 8 割近くを占めている 

〇30 代：32.6％ 

〇40 代：22.9％ 

〇20 代：20.8％ 

〇50 代：11.8％ 

〇60 代：2％ 

〇70 代：1％ 

 

 

 

 

3）アンケート回答者の性別 

〇男性：49％ 

〇女性：33％ 

〇どちらでもない：18 ％ 

  

回答者の立場 

回答者の年代 

男性 

49% 女性 

33% 

どちら

でもな

い 
18% 

回答者の性別 
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継続

してあ

り 
 

参加

なし 

 

一回

だけ

あり 

４）お住まいの都道府県 

 

５）支援機関や居場所、家族会、当事者会などの参加経験  

〇継続して参加している・・・・47.9％(69 人) 
〇一度も参加したことがない・・・・44.4%(64 人) 

〇一回だけ参加したことがある・・・・7.6%（11 人） 

（n=144） 

 

 

 

 

 

 

6)参加した内容や場所（複数回答可） 

 
 

〇お住まいの都道府県での参加・・57.9％ 

〇お住まいの市区町村での参加・・31.6％ 

〇他県での参加・・・・・・・・・10.5％ 
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25% 
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沖
縄
県 

お住まいの都道府県 (n=144)   

0 10 20 30 40 50 60

支援機関 

居場所 

家族会 

自助グループ（当事者会） 

ボランティア養成講座 

参加経験 

参加種別 

お住ま

いの市

区町村 
32% 

お住ま

いの都

道府県 
58% 

他県 

10% 
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県で未

実施 

78% 

県での

参加

に抵

抗感 

22% 

6－２)参加した場所が他県と回答した方の理由  

○自分の住んでいる地域では実施されていない・・・・78% 

○自分の住んでいる県での参加は抵抗がある・・・・22% 

 

 

 

 

 

 

７）参加継続の理由 

継続して参加する理由については、以下のような傾向が見られました。 

 

1,課題解決のため 

【本人・40 代】社会復帰へのきっかけ作り 

【本人・40 代】問題解決したいから 

【本人・30 代】引きこもりから脱出したかったから 

【本人・30 代】誰かに相談したかったから 

【経験者・40 代】無理にでも行き続けないと先の人生が見出せないと思った。 

【家族・50 代】どうしたらよいかわからないので、相談したかった。 

【家族・80 代】引きこもっている当事者を社会復帰させたい 

【家族・70 代】ひきこもっている子供の家族の悩みや対応のヒントを知りたかった。 

【家族・60 代】支援が必要と思うから 

【家族・60 代】子供が動き出すきっかけを求めて 

【家族・70 代】長期ひきこもりの子供支援改善方法を知りたいため 

【家族・60 代】家族への支援を受けられるため 

【家族・60 代】長男の不登校とひきこもり 

 

2,同じ立場の人とつながることができるため 

【本人・20 代】おなじ地域で、おなじようなおもいをかかえながら生きている人たちがい

るということを実感できることで、気もちが一つ大きく楽になれたから。 

【経験者・30 代】似た境遇の方と繋がりがほしかったから 

【経験者・20 代】同じ世代でのグループ活動があり、そこで簡単な工作やレクをしながら

人と話すことができたので、継続して通いました。 

【経験者・50 代】信用ができる。仲間がいる。 

【経験者・40 代】仲間が出来た 

【本人・20 代】仲間と話がしたい 

【経験者・30 代】当事者の方々の考えや心理を知りたいため 

【本人・20 代】当事者同士で知り合える、意見交換できるから 

【本人・30 代】同じ悩みを持っている人がいるから 

【経験者・30 代】友人ができたから 

【本人・30 代】家で誰も話し相手がいないから誰かと会話したい。誰かと関わりたいのか 

もしれない。でも私は一人でいる時の方が気軽。うーん。分からないけど何か自分自身 

のプラスになるかなって思って毎月ではないけど、参加できる時はしています。 

【家族・60 代】親同士の話し合いがある 

【家族・60 代】情報がもらえる。同じ悩みを持つ人と会える。本音を話せる。 
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【家族・60 代】親同士の励まし合い 

【家族・50 代】一人で抱えるにはしんどかったから。 

【家族・50 代】はじめは解決策を助言してもらうことを期待して個別の相談に数回通った。

もう話も尽きたところで、年間プログラムとして同世代の不登校・ひきこもりの子をもつ

母親のグループミーティングを勧められて参加した。解決策はみつからないし、他人の話

は参考にはならないのだが、自分の思いを吐き出す場があることはストレス解消になるの

で、継続できた。 

 

3,安心安全な場、楽しめる場、面白い場であったから 

【本人・20 代】楽しいから 

【本人・30 代】居心地が良かったから 

【経験者・20 代】居心地の良さを感じたため 

【経験者・30 代】安心安全でいられる場所 

【経験者・20 代】無理に他の人たちに合わせる必要がなく、マイペースで過ごすことがで 

きたから。 

【経験者・30 代】面白かったから 

【経験者・50 代】一か所はウマがあったから継続して利用している。一回しか、行かなか

った所、多し。 

【経験者・20 代】「もっとテキトーに生きていいんだよ」と知ったので 

【経験者・30 代】参加を決めた時の「とにかく家族以外の他人との会話と、ありのままの

自分を認めて貰える居場所が欲しい」という望みが、実際行ってみて叶えられたから。具

体的には居場所でのコミュニケーションが、自分の社会的な立場を問わずに共感と受け入

れを主体にしてくれたものだった事、展開していた活動内容が自分に合っていて、そこで

他人と協力し合う事の楽しさや重要性、自信にも繋がる小さな成功体験をつめた事など。

でも結局は団体のカラーにもなるスタッフ達の質が高くて(ほぼ全員が臨床心理士の資格

あり)、無意識のうちに安心感が裏打ちされていたのが大きいと思う。 

【家族・20 代】参加しやすかったので 

 

4,信頼できる支援者 

【経験者・40 代】相談員が親身になって話しをきいてくれた 

【経験者・30 代】支援者の方の人柄があったかかったから 

【本人・30 代】支援者との相性がよく月に一度カウンセリングに通っています。 

【経験者・20 代】自分の気持ちや近況を聞いてくれる、担当の職員さんがいたので安心で 

きた。 

【経験者・30 代】いい人そうだったので 

【経験者・30 代】何度か参加しているうちに信頼感が芽生えてきたので 

【家族・60 代】話しをよく聞いてくれる。実践的なアドバイスをしてくれる。 

【家族・50 代】心のよりどころになっている 

 

5,他に行く場所がない 

【本人・20 代】他に支援先がなかった。家の中にいることすら耐えられなかった。 

【当事者・10 代】ほかに行くアテがなかった 

【本人・40 代】一人に耐えられなかったから 

【経験者・40 代】他に社会とつながれる場所がなかった。 

【当事者・10 代】とにかくなんでもいいから外に出るきっかけをつくらないと駄目だと思

ったから。 
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6,参加する会の趣旨に賛同 

【本人・40 代】ひきこもり本人が改善することより、ひきこもり本人の親が勉強すること

によって改善するという考え方に共感をもったから。 

【本人・40 代】本人だけの問題ではなく、親や社会の問題という姿勢が良かったから 

 

7,その他 

【経験者・40 代】可愛い女の子がいたから 

【本人・40 代】親の紹介でいくようになったため、行くのをやめる理由を話すのもやっか

いだから惰性で。 

【家族・60 代】高知県親の会の役員をしているから 

 

８）参加するのを見合わせた理由 

・シスジェンダー/ヘテロセクシュアル/男女しか想定されていない場にはいられない  

・合わないどころか傷つけられるから 

・正直、今の通っているところが、あまり自分にあっていないような気がしてきたから。  

・一回しか、行かなかった所は、ウマがあわなかった  

・解決しない 

・単なる情報交換に終わっている 

・支援にかかる費用が高すぎる 

・支援する料金が高すぎて、金持ちしか支援を受けれないため。  

・意味を感じられなかった。 

・体調不安定 

 

９）参加経験が無い方の理由  

 
① 情報を知らない。   37 人 

② 遠方のため、参加しづらい。  25 人 

③ 参加したいと思える場がない。  25 人 

④ 人と会うことへの抵抗や不安感がある。 24 人 

⑤ 金銭的な理由（交通費が出せない等） 19 人 

⑥ 行く必要を感じない   16 人 

⑦ その他    9 人 

 

「情報を知らない」が 6 割近くに上っている。ひきこもりの支援や居場所に対する情報が、

必要な人に十分に届いていないことがわかる。 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

情報を知らない 

遠方のため、参加しづらい 

参加したいと思える場がない 

人と会うことへの抵抗や不安感がある 

金銭的な理由（交通費が出せない等） 

行く必要を感じない 

その他 
(n=64) 

(人) 
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１０）参加経験のない方へ。どのような場だったら参加してみたいか。  

 

1,情報発信（事前に詳細な情報があること） 

【本人・30 代】情報がまずないので発信してほしいと思います。 

【本人・20 代】わからない事に不安を強く感じるので雰囲気や、男女どちらが多いか、人前で発言

が必要か等の情報が事前に確認できれば安心して参加できます。 

【家族・40 代】公的機関が率先して情報を発信して頂けると行きやすくなるのでは 

【家族・40 代】敷居の高さ、どういう状況でも参加してよいのか明確にわかったら。 

【家族・40 代】もっと情報を発信してほしい 

 

2,個々の属性への配慮 

【経験者・30 代】ジェンダーやセクシュアリティや精神疾患・発達障害、それから外国人、貧困者な

どに関する差別に対し、明確に反対姿勢を打ち出している場  

【経験者・10 代】性別やセクシャリティ、家庭の事情、差別や偏見に対しての知識を積極的に勉強

していく姿勢を見せているところ。ただしマイノリティに属する属性(差別をうけやすい属性)の人を無

理やりカミングアウトさせるような場には参加したくない。(庵 IORI というところが同意なしにアウティ

ング同然の行為を行っていたそうです) 

【本人・40 代】個々の属性(セクシュアリティ、社会的階層、健康状態 etc)と意向が尊重されるとい

う信頼が持ちうる場であれば 

【本人・20 代】参加費が安いこと。主催者さんが性的少数者や精神疾患などの知識がある人だっ

たら参加してみたいです。 

 

3,インターネットの活用 

【本人・20 代】どんな場かがよくわかる情報提供がインターネットでされていること 

【本人・20 代】Twitter で親しみやすい情報が欲しい 

【本人・30 代】ネット生放送などで、集会の状況を放送して欲しい。とにかく情報が無いのが現実。 

【経験者・30 代】直接の現地参加が一番望ましいとは思いますが、WEB での参加であれば可能だ

と思います。 

 

4,会の趣旨・対象者の工夫 

【本人・30 代】若者、青少年、不登校、精神病など様々なものがひとつにまとめられていて自分に

合ったものが分からない 

【本人・20 代】これを引き篭もりと断言していいのか確信は持てないが、確実に一般的な生活と比

べると自分はおかしい。こう思っている段階で［引き篭もり状態］のみに大きく焦点を当てた場には

参加しにくい。 

 

5,近い場所 

【経験者・30 代】近くで開催されていたら参加したかもしれません。 

【本人・20 代】県内で開催するなら是非参加したいです 

【本人・40 代】自宅に近いところであれば参加してみたいです。 

【本人・30 代】大きな団体が主催する会のようなものが、自分の住んでる近くにあれば。 

 

6,自由で安心な環境 

【本人・20 代】発言を強要されない 

【本人・40 代】日にちや曜日にかかわらず何時でも参加できる。参加や途中退場が自由にできる 

【本人・40 代】色々詮索されたり、ああしろこうしろと強引なしつこいアドバイスがないなら。 
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【家族・40 代】家族でも気軽に参加しやすい雰囲気があれば 

【家族・50 代】会に参加することを強制されない場  

 

7,同じような立場・似たような属性の人が集まる場 

【本人・30 代】男性がいる場は抵抗がある。女性だけなどの集まりがあるといい。東京でも区ごとに

それぞれひきこもり当事者同士が話せる場、居場所がもっと必要だと思う。 

【本人・20 代】リラックスできる空間 引きこもり以外の方が沢山いない方がいい 

【本人・20 代】外出のきっかけや、引きこもりを脱出したい当事者向け集いがあれば嬉しいです。 

【経験者・40 代】引きこもっている人と知り合いたい、とは思っていたが、すでに人間関係ができて

いるところに参加するのにかなりの不安を感じた。また自分の年齢が高いと思っていたので浮いて

しまうのではないか、との不安もあった。引きこもっていると、そういうところにナイーブになりがちだ

と思う。ある程度、属性が近い相手とマッチングできるような前提があればいくらか楽に参加できる

のではないか。 

 

8,その他 

【経験者・40 代】ひきこもりを支援する場がいくつもあればよいと思う。そうなれば、その中から自分

でも行けそうな場所が見つかるかもしれない。 

【本人・30 代】就職も大切だけどそこをゴールにするのではなく、人とのつながり、長く続く・話せる、

人付き合いが社会の中で生きていく勇気になるのではないか。 

【本人・30 代】少人数や個別であったり近い場所。 

【本人・30 代】わからない 

【本人・30 代】ネコカフェのような感じなら、人との交流は消極的だけどネコとは会いたい 

【本人・40 代】大学大学院で専門的な教育を受け、その後的確なスーパーバイザーの下で訓練を

受けた臨床心理士と個別に会える場であれば。経済困難をかかえているので経済支援がなけれ

ば心理療法も受けられない事は重々承知している。 

【家族・40代】50代の暴力的な働かない兄に、84歳の父の財産を奪い続けるのをどうしたらやめさ

せられるか、という具体的な質問ができる場であったらぜひ行きたいです。 

【家族・20 代】ティッシュ配り、チラシ、ポスター 

【家族・40 代】学習会や講演会があれば参加してみたいと思う。 

 

 

１１）地域での困り事や、問題と感じていること 

 

１．地域性に関する困り事 

【本人・20 代】私の住む小さい規模の町ではまだひきこもりを主題にした活動がされていないので、

これから開いていけたらいいなと思っている。 

【本人・20 代】どこのだれかがわかりやすい小さな田舎町で、ひきこもりをだいじに伝えていくことが

課題です。 

【経験者・30 代】車社会のため、車に乗れないと、大変困る。 

【経験者・30 代】田舎だからなのかすぐプライベートを詮索される 

【本人・40 代】田舎暮らしであり、やはり世間体的なものに配意せざるを得ない。気軽に散歩、買い

物に出られる場所でないため、少しずつでも、という意欲が発揮しづらい。 

【本人・20 代】親族以外の友人・知人がいない。近所付き合いも無い地域なので、他人との繋がり

を実感できない。 

【家族・80 代】民生委員や包括がうるさく干渉してくる 

【家族・70 代】ひきこもりに関心の深い地域で開業している医師がいない 
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２.地域住民との関係 

【本人・30 代】ずっと家にいるからか、近所では犯罪者予備軍のような眼差しで見られ挨拶も返し

てもらえず、家では毒親からクズ扱いされてばかり。心の傷を癒すこともできず、生きる意欲を維持

するだけでも大変で、自立に向けて動き出すどころではありません。 

【本人・20 代】隣人から差別発言をうけて以来、その隣人宅前のゴミ集積所にゴミを出せなくなった。

雨戸も締め切り状態。庭が荒れ果て苦情が来る。夜間にコンビニなど行く以外、どこにも行けなく

なった。近所の人達とはもう交流は無い。 

【経験者・10 代】地域の祭りが近づくにつれて、夜に関係者たち(成人男性が何十人も)が出歩くの

で安心して夜に外出することができない。 

【本人・40 代】ひきこもり本人と言えず、居住アパートでは夜中に活動できない点。 

【本人・30 代】近所には老人が多いので、精神病や引きこもりについて嫌悪感をもつ方が多く、噂

を流されたり挨拶を無視されたりする。 

【本人・30 代】近隣住民に付きまといやいやがらせ、監視行為を受けている 

【経験者・20 代】地域内での昔からの友人関係がほとんどなくなってしまっている。 

 

３．就労の困難さ 

【本人・10 代】自分に合いそうな仕事が見つからない。田舎過ぎて求人の数もあまりない。 

【本人・30 代】20 代の半ひきこもり時代に困ったのは、就職先。派遣や短期バイトはあったけど・・・

安定はないので仕事をしてもすごく不安。 

【経験者・30 代】ひきこもり等の問題、空白期間を理解して受け入れてくれる企業の少なさ。 

【本人・40 代】仕事がない。親元を離れて首都圏に移住したいが支援が受けられない。 

【本人・40 代】就職活動と就労継続。 

【本人・30 代】引きこもりの就労支援・中間的就労を希望していますが、近辺に無い。 

【本人・40 代】経済的安定を求めているが、フルタイムで働く自信がない。 

【本人・30 代】日本社会は、働いていない人間に物凄く厳しいです。自分の状況を考えると、現状

の日本社会ではまともな就職は望めない。仮に入れるとしても、ブラック企業しかない。でもなんと

かして自立したい。よりよく生きる為に。その為の現実的な道筋と、希望が欲しいです。 

 

４．情報の不足 

【経験者・30 代】どんな支援があるのか情報が分からない 

【本人・20 代】相談窓口が分からない 

【家族・40 代】周囲の家族の中にも以外とひきこもりや無職の方が多くなっていると感じるお話を聞

くことが多いが、実態が分からない、または隠したがる傾向があるので、まずは世の中にもっとひき

こもりについて知られることが必要と思っています。 

 

５．支援の量的不足 

【本人・10 代】ひきこもり支援の施設が少ない。 

【本人・30 代】相談先が常にオーバーフロー気味にお仕事をしていて、すぐに相談できない事。 

【本人・40 代】安心して悩みを打ち明けたり相談できる場がない 

【経験者・20 代】気軽に行ける居場所がないことが問題  

【経験者・40 代】家や図書館、公共施設以外に居場所が少ない。 

【本人・40 代】自分と似た状況の人がいないこと。（ひきこもり主婦の方） 

【本人・20 代】就労支援は見つかるが、日常生活で困っている段階での支援先が見つからない。 

【家族・50 代】市内には家族会がない。 

【家族・40 代】地域では特に引きこもりに関する活動が行われていない。 

【家族・70 代】家族会の主宰者の経験不足やコーディネーターの不在  

【家族・70 代】親の会なので参加者の情報交換だけに終わっている。 



24 

 

６．その他 

【経験者・30 代】地域という言葉が便利に使われていて、実態が見えない。地域と言っても色々あ

る。(行政、職場、お隣さん、いずれも地域に属しているが…) 

【本人・30 代】コミュニケーション障害で悩んでいる 

【経験者・30 代】性別役割規範に困っている。 

【経験者・50 代】ひきこもる本人の「壁」になるのは、家族。家族も地域や社会からひきこもっている。

ひきこもり問題は、家族まるごとを見て対処しないと解消しない。 

【本人・40 代】まともな身分がないので顔を合わせにくい。 

【本人・40 代】家事が上手くこなせない。 

【本人・20 代】家族が過保護で成人になっても門限があったり、自立させてくれない 

【本人・20 代】外見差別 

【経験者・30 代】生き方を教えてくれる人がいない 

【本人・30 代】精神疾患なので体調が安定しない。講演会や、イベントの申し込み制度が負担にな

り申し込みにくい。また、途中参加、中座可能ではないので、それも行きにくい原因。 

【本人・40 代】年代差や症状（発達障害の参加者の増加）によって参加しづらくなってきた。 

【本人・30 代】お金目的の支援機関がある事。 

【家族・20 代】セクハラやナンパが多くて不安  

【家族・40 代】親が本人(兄弟)の問題点を社会から隠したがる 

 

 
１２）困っていることや問題と感じることを解決するために、あなたの身近な
地域にあったらいいなと思うもの、アイデアがあれば自由にお答えください。 
 

１．新たな就労・支援 

 当事者や家族にとって、就労支援は重要な要素である。しかし、従来の就労支援では当事者や

その家族のニーズに応えられない場合も多く、当事者それぞれの状態にあわせた段階的な支援

や居場所も含めた包括的な支援が必要とする意見が集まった。さらには、在宅での就労、職場側

の理解など就労の多様性に関しても求められていることが明らかになった。 

 

a.緩やかな就労支援 

【本人・20 代ほか複数】外に出るだけで怖い時期があった。就労の前の段階での支援が欲しい。

就労支援を除くと支援先がまた狭くなってしまう。 

【本人・40 代】中間就労とか職業訓練とかいずれ普通の人と働くことを前提としたようなものではな

い雇用。雇ってもらうことで「身分と収入」がほしい。 

【本人・40 代】資格や条件もなく気軽に相談でき、難しくないことから教えてもらえるところ。 

【本人・20 代】引きこもりから脱するための当事者が通える場所が欲しい。最終的には働く事が目

標になるが、まずは外出や交流など、自分が行ってもいいんだなと思える場所がほしい。 

【家族・50 代】合宿生活ができる施設。昼夜逆転を治すため、規則正しい生活をしながら畑仕事を

したり、職業訓練をするような施設。 

【本人・10 代】作業所に簡単に通えるようになればいいな 

【本人・20 代】大自然のある田舎町にひきこもれる場所があれば。自然のめぐみをうけた原価ゼロ

円の農作物で自給自足をしたい。たくさんとれたものは商い用にできたら。 

【家族・50 代】不登校・ひきこもり当事者には、コミュニケーションに苦手意識をもつ方も多いので、

無理に訓練してストレスフルな環境で雇用されるより、特性を活かして、後継者がほしい職人や自

営業者のところで仕事を体験するインターンシップ制度があると良い。起業などという大げさなもの

でなく、農林水産業、都市の雑業で身を立てられれば幸せだと思う。 
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a．中高年の就労 

【経験者・40 代】40 歳以上のひきこもりのかたの居場所、就労支援をしてほしい。 

【本人・30 代】高年齢ひきこもり向けの在宅就労の支援機関 

 

b.在宅での就労 

【本人・30 代】外に出て皆と同じように働くのではなく、在宅就労の支援をしてほしい。 

【本人・40 代】人とふれ合うことなくインターネットで出来る仕事。 

 

c．職場側の理解 

【経験者・30 代】ひきこもりの問題などを理解している企業などの就労場所  

【家族・20 代】自由に出入りできる職場や空間  

【家族・60 代】休んでも怒られないバイト先。(緩い環境から仕事体験ができる場所、支援態勢 ) 

 

２．住まい・金銭的支援 

 ひきこもり当事者、家族は生活そのものが立ち行かない、もしくはそれに近い状態にある場合も

多い。そのため、住宅、交通費などの生活基盤を支える支援、または家族単位での共同生活が困

難なため、当事者、家族の双方が有効活用できるグループホームなどを求める声があった。 

 

■具体例抜粋 

【経験者・50 代】最低生活保障 

【本人・40 代】住居支援、生活支援サービス。 

【経験者・30 代】交通費の負担が重いので公共交通機関を安く利用できたら。 

【本人・40 代】市街で一人暮らしをするために必要な金銭的サポートの仕組みが欲しい 

【経験者・40 代】収入面と人間関係の再構築に苦慮している 

【経験者・30 代】交通費の補助、住宅手当、最低賃金上昇、労働基準法や障害者差別解消法な

どに関する順法精神の定着、ワークシェアリング 

【本人・40 代】アパートなどの入居に必要な保証人を引き受けてくれるサービス。 

【本人・20 代】男女共用トイレの充実！ 

【家族・50 代】当事者家族も厳しい状況にある。介入や矯正をしない、ひきこもり当事者も安心して

生活できる専用の食事付き寮のようなところがあったら息子を住まわせたい。ボランティア活動の

プログラムなどあるとなお良い。 

 

３．それぞれの属性にあわせた支援 

 当事者・家族のニーズは多様であり、アンケートにおいても多様な意見が顕在化した。特に、年

齢やセクシャリティに対する理解を求める声は多く、本項以外でも同様の意見が見られた。 

 

■具体例抜粋 

【経験者・40 代】年齢によって、深刻度や必要な支援は変わってくる。若い人向けの支援も当然必

要だが、年齢が高い引きこもりが同じ支援を受けてどうにかしろ、と言われても厳しい。 

【経験者・30 代】行政職員やボランティアの方への、ジェンダーやセクシャリティなどの研修  

【経験者・30 代】男女別でない清潔なトイレ、個室の銭湯  

【本人・20 代】セクシュアルマイノリティ（X ジェンダー）であるためトイレ、個室の銭湯等日常生活で

困難が生じ、外出に支障がある。 

【経験者・50 代】シェルターがあれば、市内に一つありますが遠い 

【本人・30代】私は支援をお願いすることすらできないほどの、絶望的な人間不信に陥っています。

その絶望について話し合える、解決出来る支援を望みます。 

【本人・30 代】コミュニケーションを練習できる講師の方と場所がほしいです。 
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【家族・40代】家族として引きこもり当事者を外に出したいけれども、力づくでも説き伏せても出せな

い。自宅に来てもらう形でのサポートに協力してくださる体制。 

【家族・40代】暴力的な当事者に対して、家族と私とで話し合いの場を持ちたいが、その場に来てく

れて一緒にサポートしてくれる支援が欲しい。また、家族では話にならない兄の気持ちを聞き出し

てくれるようなサポートもぜひ欲しい。 

【家族・50 代】環境を変えるもの、親の価値観を変えることが必要と思う。幼児期からの親のかか

わり方の問題もあり、そこからの子育て支援が必要と感じる。 

 

４．支援活動を身近に 

 本アンケートのみならず、ひきこもり関連の場では支援・行政との距離感を感じる意見が頻繁に

見られる。支援・行政をもっと有効活用できる何かがあれば、という声が集まった。 

 

■具体例抜粋 

【本人・30 代】わかりやすい社会参加の方法がほしい。大きな窓口がほしい。 

【本人・30 代】いち支援者・団体でどうにかなるレベルではない。行政的レベルで変革しなければど

うにもならない。行政は、あまりにも家族・親子（もしくはひきこもってる本人）の問題にしすぎて、責

任を放棄している。 

【経験者・30 代】積極的に関わってくれるコンテンツ 

【経験者・30 代】相談する側・される側のマッチングを行うサイト、スカイプで話せるような 

【本人・30 代】身近で多方面や総合的にまた個々個別に将来や先に向けて長期的や長期間に渡

る支援や援助が必要と感じ思っています。 

【家族・60 代】行政との折衝や協働 

【家族・60 代】相談しやすい支援機関  

【家族・70 代】行政の認知と支援（情報提供、費用援助、場所の提供） 

【家族・20 代】警察がパトロール、見回り 

 

 

５．開催場所の提供、開催に対する支援 

 イベントや居場所、それにとどまらない目的で利用できる低コストの場所が求められていることが

分かった。他項で求められているものを下支えすることになる重要な需要であると思われる。 

 

■具体例抜粋 

【経験者・40 代】家賃の安い家や自助会などを開催する場所  

【家族・50 代】無料または低価格で貸してもらえるスペース 

 

 

６．地域支援活動 

 地域での協働は重要視されていることは対話交流会の項でもふれた。本アンケートではそれに

加えて、地域間での連携を重視する声があがった。 

 

■具体例抜粋 

【家族・70 代】市町村単位での支援団体を強化していかねば地域、特に地方では問題は改善され

ない。行政の財政的支援も時には必要だ。(就労支援前のひきこもり） 

【本人・40 代】他県の自治体のサポートも受けられる様にして欲しい。 

【本人・40 代】支援活動が活発な地域との連携を可能にする機関・中継するサポート支部など  

【本人・30 代】田舎暮し斡旋・相談所 
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７．学校・学習支援 

 不登校をひきこもりは密接な関係がある。そのため学校・学習支援についての意見も集まった。 

 

■具体例抜粋 

【本人・40 代】高校、大学などの学びなおし支援など 

【家族・50代】学校の作業環境をデジタル化してほしい。板書が苦手な生徒は PC持ち込み可にす

るなど、生徒それぞれのニーズに応じて自由で柔軟な学び方ができるようにしてほしい。 

【家族・60 代】学校と保護者会との連携がもっと進めばいいと思う。各学校に１つ不登校・引きこも

りの保護者会があればと思う。(その会は保護者が立ちあげる必要があると思う) 

【家族・50 代】息子は高校生活の途中で体調不良により不登校になった。全日制では出席日数３

分の２が単位取得の要件なので、不本意な退学や転学をせざるを得なくなる。それが本人の絶望

感を深め、長期のひきこもりに移行するケースも多いのではないか。不登校は個人の問題、家庭

の問題、学校に来ない生徒には何もできないという考えを改め、不登校生徒の自宅学習を支援し、

単位を取得して卒業できるようにしてほしい。 

 

 

以上 

８．調査結果の考察 
特定非営利活動法人 レターポストフレンド相談ネットワーク 

田中 敦 氏 

 

 本調査結果 Q1.からもかわるように回答者がひきこもり当事者本人及びその経験者で全体の

77.1%を占めておりインターネットを活用した調査が当事者たちのニーズをとらえる方法として有効

的であったことが理解できる一方で、Q4.回答者の地域属性では東京都を中心とした関東首都圏

に集中し、その他の地域は全体の 1～5%に留まり地方圏でのインターネット活動がどの程度可能

であったかなど今後確認していくことが必要である。 

また、回答者の年代において 40代の割合が 22.9%と 2割を超え 50代も他の設問項目から把握

できることからもひきこもりの高年齢化は顕著である。Q6-4.「一人に耐えられなかったから【本人・

40 代】」を代表するように社会参加や現状課題を打開しようと思ってさまざまな地域社会資源とつ

ながる信頼できる受け皿が求められているが、残念なことに Q7-1.Q7-2.身近な地域に行く場（又

は参加したいと思える場）がなく「遠方のため参加しづらい」ことが「金銭的な理由」として大きな影

響を及ぼす結果となっている。 

さまざまなひきこもり情報社会資源が増えていくことがどこにも所属できない当事者経験者を

さらに追い詰め社会的に孤立させてしまうことは LGBT などの人たちに特に強くのしかかっている。

個別的な配慮はもちろんのこと、選択肢としての自宅という居場所をどのように位置づけていくか、

また非構造的な緩やかな関係性をどのようにつくり出していくかなど課題は残る。 

さらにこれに併せて、Q8.地方圏には根強いひきこもりに対する偏見や不適切なかかわりの実態

が示されている。地域からの温かい眼差しと関係性が日常の暮らしの中で行われるよう各自治体

単位でひきこもりの理解啓発を努めることは彼らを追い詰めないためにも不可欠である。 

ひきこもりのライフストーリーは一人ひとり異なりそのニーズは実に多様である。Q9.いかに個々

のニーズや要望に対して丁寧に受け答えができるかが私たちに問われ、これからのひきこもりの社

会参加促進と地域福祉推進にとって重要な鍵となりうる。 
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９．メディア掲載 

■対話交流会 in 山梨 告知記事 山梨日日新聞 2016 年 12 月 13 日一面 

 

■対話交流会 in 山梨 告知 山梨日日新聞 2016 年 12 月 13 日中面 
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■対話交流会 in 山梨 告知 山梨日日新聞 2017 年 1 月 16 日一面 
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■対話交流会 in 山梨 報告 山梨日日新聞 2017 年 1 月 16 日中面 
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■対話交流会 in 山梨 報告 山梨日日新聞 2017 年 1 月 16 日中面 

 

 

■対話交流会 in 茨城 告知 茨城新聞 2017 年 2 月 9 日 
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■対話交流会 in 茨城 報告 常陽新聞 2017 年 2 月 24 日 
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■対話交流会 in 茨城 報告 茨城新聞 2017 年 3 月 2 日 

 

 

■対話交流会 in 東京 告知 朝日新聞 2017 年 2 月 24 日 
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■対話交流会 紹介記事  中国新聞 2017 年 4 月 16 日 （共同電）も掲載 
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＜巻末資料：Web アンケート内容＞   

 

【Web アンケートのお願い】 

本アンケートは、「ひきこもり当事者の社会参加と地域福祉の推進」のために、ひきこもる本人、経験者、

家族の方から地域社会における課題・ニーズを発掘し、課題解決に向けた取り組みを進めていくことを

目的に実施します。 

アンケートに回答いただける方は、ひきこもるご本人及び経験者、家族の方になります。記入は無記名

です。 

また、本アンケートの結果は、当事者と家族が身近な地域において生きやすい暮らしにつながるための

提言として、ホームページや機関紙を通じて発信し、その成果を広く伝えていきたいと思います。  

本アンケートの趣旨をご理解いただき、ひとりでも多くの皆さまのご協力をお願いいたします。  

 

 

 

  

 

＜記入のお願い＞  

※は必須項目になります。その他の項目はお書きいただける範囲でお願いします。  

 

①お立場※ ：□本人  □経験者  □家族  

②年代※ ：□10 代 □20 代 □30 代 □40 代 □50 代 □60 代 □70 代 □80 代  

③性別※ ：□男性 □女性  ※性別は性自認による   

④お住まいの地域： 

都道府県名（            ）※   市区町村名（                ） 

 

⑤ひきこもりを対象とした支援機関や、家族会、自助グループ（当事者会）、居場所などへの参加の経

験はありますか。※ 

□1 回だけあり ・・・・・・・質問⑥-1 へ 

□継続して（複数回）あり ・・・・・・・質問⑥-1 へ 

□なし ・・・・・・・質問⑦-1 へ 

 

⑥-1 質問⑤で「１回だけあり」「継続して（複数回）あり」と答えた方にお尋ねします。参加した内容と場

所に当てはまるものをお答えください￥。 

[内容]  

□支援機関  □家族会 □自助グループ（当事者会） □居場所 □その他（            ） 

[場所] 

□お住まいの市区町村・・・・質問⑥-4 へ 

□お住まいの都道府県・・・・質問⑥-4 へ 

□他県・・・・質問⑥-2 へ 

 

 

⑥-2 

質問⑥-1 で「他県」と答えた方にお尋ねします。その理由として当てはまるものにチェックしてください。 

□自分の住んでいる県では実施されていない。・・・・・・質問⑧へ 

＜情報の取り扱いに関する配慮＞ 

・アンケートの記述から、個人が特定される情報は一切使用いたしません。 

・アンケートに関わる全ての情報は KHJ 本部によって厳重に管理されます。 

・アンケートで得られた情報は、本事業の目的以外には一切使用いたしません。  
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□自分の住んでいる都道府県の集まりに参加することに抵抗がある。・・・・・質問⑥-3 へ 

□自分の住んでいる市区町村での集まりに参加することに抵抗がある。・・・・・質問⑥-3 へ 

 

⑥-3 

質問⑥-2 で「自分の住んでいる都道府県または市区町村の集まりに抵抗がある」と答えた方へお尋ね

します。その理由を自由にお答えください。  

（                                                      ） 

  

⑥-4  

質問⑤で「継続して（複数回）あり」と答えた方にお尋ねします。継続して参加してみたいと思った理由を

自由にお答えください。 

 （        ） 

 

⑦-1 質問⑤で「参加の経験なし」と答えた方にお尋ねします。理由として当てはまるものにチェックをし

てください（複数回答可）。 

□情報を知らない。 

□人と会うことへの抵抗や不安感がある。 

□参加したいと思える場がない 

□遠方のため、参加しづらい 

□金銭的な理由（交通費が出せない等）  

□行く必要を感じない（支援や居場所などを必要としない） 

□その他 （                                          ） 

  

⑦-2 質問⑤で「参加の経験なし」と答えた方にお尋ねします。どのような工夫があったら、またはどの

ような場だったら参加してみたいですか。  

（                                                   ） 

 

⑧地域における活動（または地域での生活）で、困っていることや、問題と感じていることなどがあれば

教えてください。 

（                                                      ） 

 

⑨困っていることや問題と感じることを解決するために、どのようなものや場所があったらいいでしょ

う？また、あなたの身近な地域にあったらいいなと思うもの、アイデアがあれば自由にお答えください。 

 （                                                    ） 

 

以上です。ご協力ありがとうございました。  

 

【情報提供をご希望の方へ】 

今後、「ひきこもり つながる・考える対話交流会」を全国で開催していく予定です。イベントのご案内や

情報提供をご希望の方は、お名前（またはニックネーム）、メールアドレスをご記入ください。  

・お名前（またはニックネーム）：   

・メールアドレス： 

 

＜この調査に関するお問い合わせ＞  

 

 

 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 3-16-12-301  taiwa@khj-h.com 

特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会 本部事務局  

TEL：03-5944-5250 FAX：03-5944-5290 
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平成28年度中央共同募金会 第一回赤い羽根福祉基金 

 

「ひきこもり当事者の社会参加と地域福祉の推進のための 

対話交流会の全国展開」 

報告書 

 

平成29年3月発行 

 

問い合わせ先 

KHJ全国ひきこもり家族会連合会本部事務局 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨３－１６－１２－３０１ 

電話：03-5944-5250FAX：03-5944-5290info＠khj-h.com 

ホームページ：http://www.khj-h.com 


