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最近「ひきこもり」ってよく聞くけど、どんな人たち何だろう？

近所のあのお家は、お子さんの「ひきこもり」で困っているのでは？

うちの息子の「ひきこもり」は解決するのだろうか？

みなさんは、このような疑問を持たれたことはありませんか。

最近、「ひきこもり」という言葉をよく見聞きするようになりました。日常の会話のなか

で「ひきこもり」と言われて、「何ですか？」と聞き返す人は少ないでしょう。それほど「ひ

きこもり」はわたしたちの生活のなかで、身近な問題となっています。実は有名な英語の

辞書にも「hikikomori」という単語が載っているんですよ。

ですが、この「ひきこもり」という言葉、実はわかっているようでよくわからない、難し

い言葉なのです。

あなたは「ひきこもりの人」をイメージするとき、どんな人を思い浮かべますか。あなた

がイメージした人は、どのようなことがきっかけでひきこもり、なぜいまひきこもっていて、

どのような支援を必要としているのでしょうか。具体的に考えてみると、途端に答えるの

が困難になってしまうと思います。

この冊子では「ひきこもり」について、実態から支援のあり方まで、できるだけわかり

やすい言葉でまとめてみました。不十分なところがあるかもしれませんが、この冊子がみ

なさんにとって「ひきこもり」について考えるきっかけになれば、うれしく思います。
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はじめに、「ひきこもり」に関する3つのクイズに挑戦してみてください。

第1問／全国にひきこもり状態の若者は何人いるでしょうか？
A・・・約70万人
B・・・約10万人
C・・・約3万人

第2問／「ひきこもり」という病気があるのでしょうか？
A・・・ある
B・・・ない

第3問／「ひきこもり」の人はみんな家の外に出られないのでしょうか？
A・・・出られない
B・・・出られる人もいる

　いかがでしたか。あなたはいくつ正解しましたか。意外だと思う答えはあったでしょうか。
これから、それぞれ詳しく学んでいきましょう。

【答え：①A　②B　③B】

1）「ひきこもり」の人数は？

全国にひきこもり状態の若者はどのくらい存在しているのでしょうか。2010年に発表された国

の調査報告によると、全国でおよそ70万人の若者がひきこもり状態にあると言われています。ひ

きこもりは教育、医療、労働、福祉など様々な領域にまたがる問題です。これほど多くの若者がひ

きこもり状態であるため、わたしたちはひきこもりについて、社会全体で考えていく必要があると

言えます。

わたしたちが暮らす堺市には、ひきこもりの若者がどのくらい存在しているのでしょうか。

あくまで全国調査からの推計ですが、堺市には、およそ4700人の若者がひきこもり状態

にあると考えられます。

「ひきこもり」とは？
「ひきこもり」
はじめてのヒント

1.

堺市における「ひきこもり」の人数
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ひきこもりは「状態」を表す言葉であり、さまざまな人が含まれる

ひきこもり状態の「背景」を知ることが大切

ひきこもりになったいきさつや現在の健康状態などの背景は一人ひとり異なる

病気の症状や障害がある人もいるため専門的な見きわめが重要

ひきこもりにはさまざまな人が含まれるため、一人ひとりの事情を丁寧に整理した上

で、今後の道筋を考えていくことが大切です。

ひきこもりとは？

2）ひきこもりは病気なのか？

ひきこもりは病名ではなく状態です。「ひきこもり」と呼ばれる病気はなく、ひきこもっていると

いう状態を表している言葉に過ぎません。このように説明すると、「ひきこもりは病気じゃないの

なら、元気な人たちなのだ」と誤解してしまうかもしれません。ここで大切なことは、病気や障害

があってひきこもり状態になっている人もいるということです。ひきこもり状態の背景に、病気の

症状や障害があるかないかを見きわめて適切に対応することが大切です。

3）ひきこもりは外出できない？

ひきこもりについて、「家から全く出られない人、場合によっては自分の部屋からも出られない

人」というイメージが強いかもしれません。実は、ひきこもりのなかに他者と交わらない形での外

出をしている人がおよそ90％いると言われています。このことを知ると「外出できる人をどうし

てひきこもりと言えるのか」と思われるかもしれません。外出できることと、社会参加ができるこ

とは大きく異なります。図書館やコンビニなどに出かけられる人であっても、学校や仕事などの社

会参加に困難を感じていることがあり、そのための支援が必要な場合が多いのです。

4）ひきこもりのきっかけは？

ひきこもりは状態を示す言葉に過ぎないため、ひきこもり状態になってしまったきっかけは、そ

れぞれに異なります。学校に行けなくなってしまった人、就職活動が思うようにいかなかった人、

仕事を辞めざるを得なくなった人、体調を壊して療養していた人、家族の事情で家の手伝いをし

ていた人など、一人ひとり異なるさまざまな事情があります。

詳しい事情はそれぞれ違いますが、ひきこもりに至るいきさつにはたいへんな苦労があった人

が多いのです。ひきこもりとは様々な苦労のあと、元気がなくなり自信を失ってしまった状態であ

るとも言えるでしょう。

まとめ

ヒント
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統合失調症、気分障害、不安障害などの精神障害のあるひきこもり群
で、薬物療法などの生物学的治療の有効性が期待されるもので、精神
療法的アプローチや福祉的な生活・就労支援などの心理・社会的支援
も同時に実施される。
自閉症スペクトラム障害や知的障害などの発達障害を主診断とするひ
きこもり群で、発達特性に応じた精神療法的アプローチや生活・就労
支援が中心となり、薬物療法は発達障害自体を対象とする場合と、二
次障害を対象として行われる場合とがある。

パーソナリティー障害（ないしその傾向）、身体表現性障害、同一性（ア
イデンティティ）確立などの問題や疾患を中心とするひきこもり群で、
精神療法的アプローチや生活・就労支援が中心となり、薬物療法は付
加的に用いられることがある

厚生労働省による「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」（2010年発表）

では、ひきこもりを次のように定義しています。後半部分で精神科疾患についての注意

を促しているのが特徴的です。

「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む労働、

家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６カ月以上にわたって概ね家庭にとどま

り続けている状態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）を指す現象概念。

なお、ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこも

り状態とは一線を画した非精神病性の現象とするが、実際には確定診断がなされる前

の統合失調症が含まれている可能性は低くないことに留意すべきである」

また、同ガイドラインには、次のような分類と支援方法を提案しています。第1群、

第2群、第3群がそれぞれおよそ3割ずつ存在しているという研究結果もあります。こ

のような背景を知ることは大切ですが、ひきこもり状態の本人が家族以外の他者に会

えないことがあるため、見きわめるまでの時間がかかる場合も少なくありません。ま

た、支援方針についても一人ひとりに合わせて具体的に検討する必要があります。

参考
ひきこもりの定義ひきこもりの定義

………… ひきこもりの背景に見られる精神疾患・障害と対応 …………

第  1  群

第  2  群

第  3  群
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なぜひきこもりが続くのか
「ひきこもり」
はじめてのヒント

2.
ある日の相談場面から　～ご両親の悩み～

ある日「30代の息子がひきこもり状態で困っている」とご両親が相談機関に来られまし

た。それぞれ次のような話をされました。

こうしたご両親の思いについてあなたはどう感じましたか？

また、もしあなたがこうした相談を受けたとしたら、どのように応えますか？

息子がひきこもっているが、ただの怠けだと思う

働けないのは努力（根性）が足りないからだ

働かざるもの食うべからず

ひきこもりを許し、甘えさせてはいけない

親の役割は「働かなければならない」ということを教え諭すことである

「みんなしんどいのをがまんして仕事に行ったり学校に行ったりしている」

　　　　　　　そう伝えているのだが、息子に避けられて困っている

ひきこもり状態の息子のことを近所の人や親戚に知られたくない

そのため近所づきあい親戚づきあいを避けている

どこにも行けない息子はかわいそうなので、せめて私が尽くしている

親の楽しみ（旅行に行く、など）は我慢している

それなのに、息子から「親の育て方が悪かった」と責められた

息子が家で暴れるのではないか、と心配している

イラスト：小倉 麻衣子
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ひきこもり状態の人の不安要素

第1位（71.2％）  家族に申し訳ないと思うことが多い

第2位（52.5％）  集団の中に溶け込めない

第3位（50.8％）  他人がどう思っているかとても不安

ひきこもり状態の人が悩みを相談する相手

第1位

第2位

第3位

＜一般群＞

友人・知人（65.4％）

親（44.1％）

配偶者（30.5％）

＜ひきこもり群＞

親（40.7％）

友人・知人（37.3％）

誰にも相談しない（27.1％）

のかもしれません。「ひきこもりは怠けている状態であり、どうして本人は努力をしないのか」と

いう考えです。また家族に対しても「どうして家族がひきこもりにしたのか、どうして親が何とか

しないのか」という考えもあるでしょう。こうしたイメージの背景には、ひきこもりのような問題

の原因は全て当事者（本人や家族）にあるので自分で解決するべきだ、という考え方があるのか

もしれません。

2）ひきこもり状態の本人の気持ちは？

ひきこもりは怠けで、その原因は本人の努力不足なのでしょうか。それを考えるために、ひきこ

もり状態の本人の気持ちについて考えてみましょう。ここでは、ひきこもりの実態調査の結果か

ら、「ひきこもり状態の人の不安要素」と「悩みを相談する相手」を取り上げます。

ひきこもり状態の人の不安要素の第1位は、「家族に申し訳ないと思うことが多い」です。他に

は人間関係や集団に入る不安などがあるようです。この調査結果を見ると、家族に申し訳ないと

いう気持ちがありながら、様々な不安があってひきこもり状態に置かれていることがわかります。

自ら望んでひきこもっている、という雰囲気は感じられません。

さまざまな不安で苦しんでいる状態なのであれば、誰かに悩みを相談するなど他者に助けを求

めることを勧めたくなります。そこで次に、ひきこもり状態の人が悩みを相談する相手を見てみま

しょう。

（その他）人に会うのが怖いと感じる・生きるのが苦しいと感じることがある・絶望的な気分にな

ることがよくある。　など
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ある日の相談場面から　～ご本人の悩み～

ある30代のひきこもり状態で悩む男性が、相談機関に来られるようになりました。来談

を続けるなかで、日々の苦しい気持ちを話してくれるようになりました。

彼は毎朝「今日こそ何とかしなければ」と思っていたそうです。でもすぐに「ひきこもっ

てもう３年も経ってしまった」と思うと、「今まで何をしていたのか」と考え、「今さら何か

してもどうせうまくいかない」と諦めの気持ちになったそうです。そして、「もう3年経って

しまった」が気づけば「もう5年経ってしまった」と年数が増えていくことで、あきらめの

気持ちがより強くなってしまっていた、と話してくれました。

このように周囲からは悩んでいないように見えても、内面ではしっかり悩んでいる人が

多いように思われます。悩んでいるけれど自分のなかで堂々めぐりになってしまい、ひきこ

もり状態が維持されているのかもしれません。

ひきこもり状態ではない一般群の若者と比較してみると、「親」に相談する人はいずれも4割ほ

どで同じくらいです。一方、「友人・知人」に相談する人は、一般65％に対して、ひきこもり37％

とおよそ半分になってしまいました。ひきこもり状態が続くことで、友人との関係が切れてしまう

人が多いためでしょう。

人間関係が家族だけになってしまう場合が多いのも、ひきこもりの特徴です。家族のみが相談

相手になるということは、家族が支援のキーパーソンであることを表すと同時に、家族の負担が

大きくなるということにも繋がります。

ひきこもり状態の本人は、困っている状況にもかかわらず（家族にしか）相談できずに孤立して

いるのです。他者に相談できない理由は、周囲に相談できる相手がいないからなのかもしれませ

ん。また、先に述べた世間のイメージから「誰かに相談しても自分のせいだと責められるだけ」と

思って諦めの気持ちがあるのかもしれません。こうした状況のため、本人と家族が社会から孤立

して、ひきこもり状態が続いてしまうのでしょう。

ひきこもり状態で、今日も始まる

そして、今日も一日が終わる

このままではいけない、何かをしなければ

どうせうまくいかない、今さら出ていけない

と思いながらもう～年も
たってしまった・・・こんな
自分はダメな存在だ
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3）ひきこもりを社会から孤立させないために

ひきこもりはもはや社会全体で取り組む課題です。誰しもひきこもり状態になるかもしれず、

そうした人が一向に減っていないのです。ひきこもりを社会から孤立させないために、わたした

ちはまず、本人や家族の自己責任を追及する考えからいったん離れてみることが大切です。その

考え方を持って関わろうとすると、本人や家族の孤立を一層促してしまいます。なぜなら本人や家

族自身にも、自分を責める気持ちがあり、自分たちだけで解決するべきという考えを持たざるを得

なくなっているからです。世間のイメージから距離を置くというのは難しいことなのですが、その

上でどうすればよいのか対応方法を一緒に考えていきましょう。

4）ひきこもりの家族をサポートしよう

ひきこもりは決して家族の責任ではありませんが、ひきこもり状態が変わっていくためには、家

族の役割が重要になります。ひきこもり状態の本人が家族と暮らしており、関係するのは家族だ

け、という場合が多いからです。堂々めぐりの悩みから動けない本人に家族が関わり、社会との

橋渡しとなることが効果的な場合があります。家族が本人とのコミュニケーションを充実させ、

同時に家族自身が積極的に社会と関わるようにすることで、本人が少しずつ社会との接点を取り

戻せるようになっていくわけです。実際、家族が相談機関などの利用を積極的に行い、同時に本人

への関わり方を工夫することによって、やがて本人が相談機関の利用に繋がるということがあり

ます。

これは「家族ががんばれば本人のひきこもり問題を解決できる」ということではありません。家

族が変化を起こす最初のきっかけになりやすい、という意味です。家族に橋渡しの役割を期待す

る場合、何よりも大切なのは家族の健康状態について考えることです。ひきこもりの家族は、す

でに多くの負担を抱えながら、自身も孤立のなかで生活していることが多いからです。

つまり、ひきこもりからの変化を求める場合、まずは家族へのサポートを充実させることが大

切です。その上で家族と相談機関などの第三者が一緒になって、本人への支援方針を考えていく

ことが大切です。
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ひきこもりの本人やその家族は、困っている状況にもかかわらず、他者に助けを求めら

れず孤立している状態にある

「ひきこもりの原因は全て当事者（本人や家族）にある」というイメージが、ひきこもり

の孤立と長期化を促してしまう

家族が、本人と社会との橋渡しの役割を担うことが有効な場合がある

そのためにはまず、家族自身へのサポートを充実させることが大切

ひきこもりで悩んでいる本人や家族の自己責任を追及する考えからいったん離れてみ

ましょう。それが、ひきこもりを孤立させない社会への第一歩なのかもしれません。

なぜひきこもりが続くのか？
まとめ

ヒント
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ひきこもりからのリハビリとは？
「ひきこもり」
はじめてのヒント

3.

あなたの友達はサッカー選手です。その友達は、ある日の試合で、膝に大きな怪我をし

てしまい、「全治2か月」と言われました。足をギプスで固めて数週間。レントゲンを撮

ると、「骨の異常は治りました」と言われたそうです。この後、あなたは、友達にどちら

を勧めますか？

翌日の試合に出場する（すぐに活動開始）

まず歩く練習をしたり筋トレをしたりする（活動前に「準備」をする）

あなたの息子は、ある会社で働いていました。その息子は、毎日遅くまで働いていまし

たが、数年後、体調を崩して辞めてしまいました。家で療養すると体調は戻りました。最

近、「これからどうしようかなぁ」とつぶやいています。この後、あなたは、息子にどち

らを勧めますか？

今すぐ就職活動をする

活動する前に何らかの「準備」をする

いかがでしたか。もちろんこのクイズに正答があるわけではありません。ただ一般的に、

では を選択したけれど では を選択する人が多いのではないでしょうか。これは

骨折に対するリハビリの具体的なイメージは知っていても、社会参加に対するリハビリのイ

メージを知らないことが原因なのかもしれません。知らない方法を勧めることはできない

からです。

社会参加から離れた（ひきこもり状態になった）人はどのような過程で再び社会参加に

繋がっていくのでしょうか。その際、どのようなリハビリが有効なのでしょうか。次はこの

点について考えてみましょう。
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1）ひきこもりから社会参加へのリハビリとは？

ひきこもり状態の背景は一人ひとり違いますが、ほぼ共通しているのは次のような状態です。つ

まり、「ひとりで過ごす時間が長い」「家族以外の他者と話すことが久しぶり」「みんな（集団）で

何かをすることが久しぶり」ということです。それまで学校に通ったり仕事をしたりといった経験

やそのための能力のある人がほとんどです。ただ、ひきこもり状態が続いたため活動から遠ざかっ

ている期間（ブランク）があるわけです。ブランクがある場合、活動を開始するためには準備やリ

ハビリを必要とするのは自然な考えだと言えます。しかしひきこもり状態からのリハビリの具体

的な方法について知っている人は少ないため、社会参加を急ぎ過ぎてしまい、場合によっては失

敗を繰り返してしまっているのかもしれません。

ひきこもりの支援について、この図のように4つの段階を少しずつ進めていくことがよいと言

われています。ひきこもり相談は家族の相談から始まることが多いので、まず家族への支援を続

けることが大切です。ひきこもり状態の本人が相談機関を利用できれば、本人は久しぶりに家族

以外の他者と出会うことになります。その後、そこから急いで就労などの本格的な社会参加に挑

戦するのではなく、集団に慣れるリハビリとしてグループワークなどの集団支援を利用することが

大切です。小集団での活動に慣れたあと、さらに地域社会でのボランティア活動などに取り組む

場合もあるでしょう。このように小さい変化を着実に積み重ねていくことで、ひきこもり状態から

のリハビリが進んでいくのです。

家族の相談

本人の相談

自分の事情に合った
　活動の開始

地域活動で
社会参加、
学校・就労
などへ

集団に慣れるリハビリ
興味・関心に沿った活動
出かける場所として利用

他人に慣れるリハビリ
これからのことを一緒に
　考える場所

グループ
ワーク等の
利用

まず家族が相談機関等の
　利用をはじめる

小さい変化の
積み重ね
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図：堺市こころの健康センターにおける
　  グループワーク利用者の主な転帰の割合
※平成24～26年度（3年間）の利用者62名の分析

就労/47％

就学、就労準備、
ボランティア/24％

社会参加なし
27％

デイケア・居場所
2％

堺市こころの健康センターでは、ひきこもりの集団支援を「サカイ式すべらないグ

ループワーク（SSG）」という独自の方法で実施しています。それは、ひきこもり状態

の本人の興味関心はさまざまなので、一人ひとりに合ったテーラーメイドのプログラム

を提供しようとする試みです。また、久しぶりの集団参加に取り組みやすいように、全

てその場限りのグループワークにしているのも特色です。

これらの工夫により、個別相談を利用している本人が相談を続けていくほど、グルー

プワークに参加できるようになっていくことがわかりました（37回相談を利用した者

の80％がグループワークに参加）。

また、グループワークの利用者は、その後さまざまな社会参加に繋がっています。

下図の通り利用者の72.6%が次の活動を開始するに至りました。その際、グループワー

クの利用後にいきなり就職等をめざすのではなく、ボランティアや職業体験など他の

活動機会を積極的に活用することで、一人ひとりにあった社会との繋がり方を見つけや

すくなるようです。

参考
ひきこもりの集団支援の実際と効果ひきこもりの集団支援の実際と効果

2）焦らずリハビリに取り組もう

ひきこもり状態の本人や家族への支援にあたり、最も大切なことは「自己責任を追及する考え

（ひきこもりは本人や家族のせいなので自分たちの努力だけで何とかしなさい）」はいったん横に

置いておく、ということです。本人や家族自身もそうした考えを持って、孤立していたのです。

代わりに必要なのは、本人や家族の状況に合ったリハビリです。本人や家族が第三者（相談機関

等）に相談しながら、現状からのリハビリを緩やかに進めていくことが大切です。

その際に、焦って無茶をすると悪化する可能性があります。小さな階段をひとつひとつ上るイ

メージが有効です。「急がば回れ」という言葉通り、現状を適切に見きわめて次のステップをめざ

すことがリハビリを着実に進めるポイントになります。
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3）みんなで取り組むリハビリテーション

リハビリテーションとは、それを必要とする当事者が取り組むことだけを示している言葉ではあ

りません。当事者が暮らす地域社会が取り組むことをも含んだ考え方なのです。

「本人と家族およびひきこもりの相談機関のみがリハビリに取り組めばよいのだ」と言ってしま

うと、それは結局自己責任を追及する考えの延長でしかありません。リハビリの初期には、本人や

家族と相談機関が中心となって取り組むことが多いでしょう。一方その後半では、とくに地域社

会の関わりが重要になります。

地域社会のなかに、ひきこもり状態から元気になってきた若者が関われる活動を増やしましょ

う。ひとつの受け皿を作ればよいのではなく、ひきこもり状態の本人にはいろいろな人が含まれ

ているため、多種多様な活動が必要です。そうした活動機会が数多くあるほど、リハビリが進み

やすくなるでしょう。そしてリハビリを経て元気になった若者は、自身も社会と繋がりながら、誰

もが社会参加しやすい地域づくりをすすめてくれるかもしれません。

ひきこもり状態が続いている人が再び社会参加を始めるには、適切な準備やリハビリ

を必要とする

4つの段階の図のように、小さい変化を積み重ねていくことで、ひきこもり状態からの

リハビリが進んでいく

焦らず、現状を適切に見きわめて次のステップをめざすことが大切

地域社会のなかに、ひきこもり状態から元気になってきた若者が関われる活動を増や

し、みんなでリハビリに取り組む

リハビリを着実に進めるためには時間がかかるかもしれません。まずは、家族や本人

が、一緒に次のステップを考えてくれる相談機関等を利用することが重要です。地域社

会のなかに若者が参加しやすい活動機会を増やすと、その後のリハビリが進みやすくな

ります。

ひきこもりからのリハビリとは
まとめ

ヒント
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ひきこもりはどのように始まり、その後どのような経過を辿るのでしょうか。一人ひとりの状況

は異なりますが、支援の実際を知っていただくために、ある事例（Aさん、男性）の経過について

お示しします。（この事例は創作されたものです）

1）ひきこもりのはじまり

Aは中学のとき塾に通い、両親から見ても、受験勉強をがんばっていた。その結果、第1志望の

高校に合格し、家族みんなで喜んだ。高校に入学すると陸上部に入ったが、すぐに辞めてしまった。

放課後はすぐに帰宅してテレビゲームをしていた。友人はあまりいないようだった。しかし、授業

はまじめに受けており、成績は中くらいだった。

そのAが、高校2年になると遅刻しがちになり、休む日も増えた。3年生になった6月のある日、

Aの担任から母親に電話があり、「明日は進路指導の面接があるので、できれば登校させるように

してください」と言われていた。翌朝、母親は、なかなか起きて来ないAに「起きなさい」と声を

かけた。それでも起きてこないため、母親はAの部屋に入り、布団を被っているAをゆすり起こそ

うとした。

母親が「いいかげんにしなさい」と声を大きくすると、Aは、「うるせえ！」と怒鳴った。そして、

枕元にあった目覚まし時計を手に取り、母親の後ろの壁に向かって思い切り投げた。目覚まし時

計は壊れ、壁紙が少しはがれてしまった。

母親は、仕事をしているので、9時半には家を出なければならなかった。その日はとにかく、仕

事に向かったが、一日中Aのことが心配だった。母親は、Aはこれまでおとなしく聞き分けのいい

子だったのに、と思った。元気でよく喋る下の娘のほうが育てにくかったのに、と思った。

その日の夜、仕事から帰ってきた父親は、母親から朝の出来事を知らされた。父親は、Aの部

屋に入った。部屋の電気は消えておりAは布団を被っていたが、布団の中で起きているような気

配がした。

父親は、「どうして学校に行かないのか」「なぜものを投げるようなことをしたのか」と聞いたが、

Aは布団を被って返事をしなかった。父親は、「お父さんが話をしているんだ。聞きなさい」と言っ

て布団をはがそうとしたが、Aは父親の手を払いのけた。父親は怒り、大きな声を上げ、「いい齢

ひきこもりの支援の実際 ～Aさんの物語～
「ひきこもり」
はじめてのヒント

4.
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をして子どもみたいなことをするんじゃない」「言いたいことがあるなら言いなさい」「ものに当た

るのは卑怯者がすることだ」と言って部屋を出た。

翌朝、Aは学校を休んだ。その後も休みが続き、2学期になった。Aは、全く学校に行かなくなっ

ていた。

それから母親が、父親にAの話をすると、父親は嫌な顔をして「あいつは甘えているんだ」「ほ

おっておけ」と大きな声を出すようになった。母親は、父親にAのことを話さなくなった。Aは、

父親が家にいるうちは、自分の部屋から出てこなくなった。

ある日の夜、母親と妹がテレビを見て、大きな声で笑うと、Aの部屋から「ドン！」と壁をたた

く音が聞こえた。

母親は、家では大きな声で笑わないようになった。 妹もAの機嫌を損ねないように、声をかけ

ないようになった。

なんとなく家族全員がAに対して腫れものを触るような対応になった。

Aさんのように、きっかけがよくわからないままひきこもりが始まる場合もあります。また、ひ

きこもりの開始時には、不安定な状態が起こることがあります。こうした事態に、本人も家族も混

乱して、深く傷ついてしまうことが多いのです。

2）ひきこもりが続くなかで

数ヶ月がたち、新年度の4月になった。Aは自宅での生活を続けており、そのまま高校を中退し

た。Aは、両親と妹が出かけている平日の昼間に、居間に出てきているようだった。誰かが帰宅す

る夕方から、自室に閉じこもった。食事は母親が用意してAの部屋の前に置き、Aは自室でそれを

食べた。自室ではテレビゲームとインターネットをしているようだった。夜中にトイレに行く音がす

るので、夜遅くまで起きているようだった。たまに母親がAを見かけると、髪の毛がぼさぼさで

髭が伸び、目つきがどんよりとしている様子だった。

母親は、遠方に暮らしている祖母と電話をするときに、Aのことを聞かれるのが嫌だった。祖母

に「Aはどうしているの？」と聞かれて、母親は「大学受験のために浪人している」と答えた。

Aの友達は、Aにメールを送ったり電話をかけたりしていたが、Aが返事をしないため、やがて

連絡するのをやめてしまった。

Aがひきこもり状態になってから1年が経った。

その日は、母親の仕事が休みの平日で、家にいるのは母親とAの2人きりだった。Aは自室から

出てきて、冷蔵庫からジュースを出して、食卓で飲んでいた。母親は久し振りに声をかけてみよう

と思った。母親がおそるおそる「これからどうするの？」と聞いた。Aは無表情で、「どうせもうす

ぐ死ぬからどうでもいいよ」と呟いた。驚いた母親が黙っていると、Aが静かに語り始めた。通っ

ていた高校について本当は行きたい学校ではなかった、と言った。両親に乗せられて、無理矢理

行っていただけだ、と話した。驚いた母親が、「でも、あなただって行きたいって言っていたじゃな
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い」と反論した。すると、Aは目を見開いて大きな声で「オレの話を聞けよ！」と怒鳴った。　母親が、

「ごめんなさい」と言うと、Aは再び話し始めた。高校の話から始まり、中学時代の塾にも行きた

くなかったこと、小学校の習い事について本当は別のことをしたかったことなど、母親が初めて

聞く内容だった。高校3年6月の進路指導の日にも、本当は遅刻してでも登校しようと思っていた。

それなのに、母親が勝手に部屋に入ってきたことで、気分を損ねたため行く気力がなくなった。そ

のときのことを母親がいつ気づいて謝って来るかと思って待っていたのに、いつまで経っても謝っ

て来なかった。そして、翌日には行こうと思っていたのに、夜に父親から「卑怯者」と言われた。

大きな声で怒鳴る父親に嫌気がさして、登校する意欲が失せてしまった。Aは「こうなったのは親

のせいだ」と言った。母親は、言葉を返せないほどショックを受け、ひとこと「ごめんね・・」と言っ

た。

その日からAは、父親がいないときに、よく居間に出てくるようになった。母親はAを見ると、

自分が悪かった、と思う気持ちが出てくるようになった。Aは、母親にくどくどと恨み事を言うよ

うになり、母親は何時間も我慢して付き合うようになった。

その後、ある日、母親がいつものように仕事に行き、職場のビルの階段をあがろうとすると突然、

激しい動悸がした。めまいもしたので座り込んだ。疲れがたまっているのかと思ったが、心配にな

り病院に行った。病院で内科的な異常はないので、と近所の精神科を紹介された。母親は精神科

に行きたくない気持ちがあったので、すぐには行かなかった。しかし、動悸やめまいに加えて、夜

に熟睡できないようになってきた。

母親は、勇気を出して精神科に受診した。数回の通院を続けているうち、医師に息子の話を相

談してみよう、と思った。ある日、思い切って医師に家の事情を話した。医師は、「ひきこもり」の

問題について困っている場合、まず家族だけでも専門の相談機関である「堺市こころの健康セン

ター」に相談するようにとすすめてくれた。

Aさんの母親のように、ひきこもりが続くと本人だけで

なく家族も社会から孤立してしまいやすくなります。本人

が家族に対して、過去の恨みごとを話し始めると何時間

も話し続けてしまうことがあります。その際、本心が別に

あったとしても、「全て親のせい」と言ってしまうことも多

いため、家族はたいへんなストレスを感じてしまいます。

その結果、家族が体調を崩してしまうことも少なくありま

せん。
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3）変化の始まり

こころの健康センターは自宅から遠かった。母親は、父親に車で一緒に行ってほしい、と頼んだ。

父親は、覚悟を決めた母親の様子を見て、「わかった」と言った。

センターでは質問されることに、母親が答え、父親はほとんど黙っていた。おおむね事情を話し

終えると、相談の担当者が、よく相談に来てくださいましたね、と言った。今後について、親の体

調が重要なので無理しないでください、と言った上で、本人が来られない状況では親だけで相談

を続けることが大切です、と言った。母親は、話している途中で涙が出てきた。父親は、最後に「お

世話になります」と頭を下げた。担当者は深く頭を下げて、「またお待ちしています」と言った。

来月の相談予約を取って帰宅した。

相談開始後、1年が過ぎた。母親がセンターに月1回通い、時間があるときは父親も一緒に行っ

た。相談では、主に家でのAの様子と親の関わり方を話した。明確な変化はなかったが、話して

みると小さな変化があることがわかった。いつになったら解決するのだろう、と思うが、誰にも話

せない話を聞いてもらえて事情をわかってもらえていることで、安心感があった。

母親は、相談のなかで「お小遣いを渡した方がよい」と助言され、Aに毎月5千円を渡すことに

した。やがてAは、夜中コンビニに出かけるようになった。雑誌やお菓子やジュースを好きに買っ

ているようだった。それからしばらくすると、日中でもAはコンビニや本屋に出かけるようになっ

た。Aは日中に外出するときには、髭を剃っていた。母親は、久し振りに外出しているAを見てう

れしかった。

ある日、母親は「こころの健康センター」に相談していることをAに伝えてみた。外でAのこと

を話していると伝えたら、「余計なことをするな」と言われるのでは、と怖かった。しかし、相談の

なかでAに伝えてみましょう、と強くすすめられ、思い切って言うことにした。するとAは、「ふう

ん・・・勝手にすれば」と言った。

相談の担当者は、Bといった。相談員のBは、母親に、相談に来るときAも一緒に来るよう誘っ

てみてください、と伝えた。母親は、相談予約日の前日に、「明日センターに行くけど、一緒に行っ

てみる？」とAに言うようにした。Aは、最初「知らん」と言っていた。

しかし、母親が根気よく続けていると、やがて「行ってみようかな～」と言って、翌日になると「そ

んなこと言ってない」と言うようになった。そういうやり取りが半年ほど続いた。

やがて、Aは居間で家族と世間話をすることが増えてきた。無趣味だった父親は、休日に釣り

に行き、その話を家でするようになった。母親は、編み物にはまり、家族のマフラーを編んだ。相

談のなかで、世間話のように母親自身の話をすることも多くなっていた。

そして、夫婦で2泊3日の温泉旅行に行く計画を立てた。それまでAに気を遣って好きな旅行

を我慢していた。旅行中のことが心配だが、相談員のBに、ゆっくりしてきてください、と言われ、

何とかなるか、と思った。

母親は、相談員のBから案内された家族の集いにも参加した。案内されたときは、自分の家の

事情を話すことに抵抗があり、他の家族の辛い話を聞くのが嫌だな、と思った。しかし、思い切っ
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て参加してみると、深刻な話もあったがわりと明るい雰囲気だった。続けて参加しているうちに、

自然とAのことを話すようになっていた。

このように、家族が相談機関等の利用を継続することで、少しずつ小さな変化が起こっていく

ことが多いようです。そのなかでタイミングを見て、家族が相談していることを本人に伝えてみ

ると、本人も相談に繋がりやすくなります。この時期には、家族自身が積極的に外に出ていくこと

が大切です。とくに本人のことを話せる場所に通うことが重要です。

4）リハビリから社会参加へ

そしてある日、Aもとうとうセンターに行った。Aは、家族以外の人とまともに話すのは3年ぶ

りだったので、とても緊張していた。母親が毎月通っている姿を見ていたので、嫌なところではな

いだろう、と思ったが、センターの人から「将来のことをどう思っているのか」と責められるのでは、

という不安もあった。

相談員のBは、Aに会うと「よく来てくれましたね」と丁寧にあいさつした。「ここに来るのは勇

気がいることだと思いますが、どうして来てくれたのですか」と聞くBに対して、Aは「母親が行

けと言うから来ただけです」と言った。困っていることは？と聞かれると、「とくにないです」と答

えた。相談員のBは、家でどんなことをしているの？とAに聞いた。Aは、興味のあるゲームや漫

画の話をした。相談員のBは、そのゲームや漫画のことを知っており、意外に話が膨らんだ。あっ

という間に1時間が経った。相談員のBは、「また2週間後くらいに来て欲しい」と言ったので、A

は約束することにした。

それからAは、2週間に1回のペースでセンターに通うことになった。相談員のBと1時間話を

して帰ることを繰り返した。少しずつ慣れてきて緊張しなくなってきた。BがAの高校のときの話

を聞いてきたので、Aは学校に行っていたときの話をした。Bは話を聞いて、嫌なことを我慢しな

がら何とかがんばってきたんですね、と言った。Aは久し振りに人にほめられた感じがした。

1年後、相談員のBは、センターで実施しているグループプログラムにAを誘った。Aは、同年

代の人たちと話すことが怖くて、「やめときます」と断っていた。しかし、Bが根気よく誘うので、

1回行ってみようかな、と思った。

その後、Aは、相談員のBとの面接を2週に1回、グループプログラムに週1回通うようになった。

Aが出かける日の前日は、母親に言われなくても、早く寝て自分で起きるようにしているようだっ

た。表情も明るくなっていた。その後、Aはグループプログラムで見学したことをきっかけに、地

域でのボランティア活動にも参加するようになった。少しずつAに関わる人が増えていった。

Aは25歳になった。Aは、相談員との話し合いのなかで、高校を卒業しておきたい、と言い、通

信制高校に入学する準備を始めた。Aは、通信制高校に入学した。高校に通い始めてから、しばら

くしてアルバイトを始めた。忙しくなってきたので、相談に行く時間がなくなってきた。ときどき、

Bと約束しては近況報告をしているようだったが、いつのまにか行っていない日が続いていた。
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両親とも仕事が忙しくなり、センターに行くことがなくなっていった。いつの間にか、Aが学校

やアルバイトに通っているのが普通の生活になっていた。ときどき、ひきこもっていたときのこと

を思い返してみると、昔のことにように感じる。でも、またAがつまづいたときには、今度はすぐ

に相談しよう、と思っている。

このように本人が相談機関の担当者に会えたとしても、最初は困っていることを話せない場合

が多いです。まず話しやすいことから話すことで、家族以外の他者とのコミュニケーションに慣

れていくことが大切です。担当者との会話に慣れてきた頃、やがて過去の話ができるようになる

こともあります。相談機関の個別相談を続けているなか、グループワークのような集団支援の利

用が始まるなど、少しずつ外出が増えていきます。その後、本格的な社会参加が始まったら、相

談機関の利用から遠ざかることになるかもしれません。しかしほとんどの相談機関には明確な
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この冊子を読んで下さっているのがご家族なのであれば、あなたはすでに、ひきこもりからのリ

ハビリに向けた第一歩を踏み出していらっしゃる、と言えるでしょう。つまり、この冊子でひきこ

もりについて学ぼうとしているわけですから、ご本人にとってよいことをしているのです。これか

らも、ご家族としてできることから始めて、できる範囲で続けていくことをお勧めします。そのた

めに下記のヒントを参考にしてください。

1）ご家族が元気でいることが大切

ひきこもりの支援を進めていくためには、ご家族が元気でいることが大切です。ご家族自身の

楽しみを持つことなどにより、できるだけご家族に元気でいていただきたいのです。ご本人が思

い悩んでいる状況で、「親が楽しんでいいんでしょうか」と言われるご家族もいらっしゃいます。

また、「本人が変わらないので元気になれない」という気持ちがあるかもしれません。しかしご家

族に元気がないと、ご本人のことについて相談する余裕すらなくなってしまいます。その結果、同

じ状況が続き、そのことがご家族をさらにがっかりさせてしまうでしょう。

一方、ご家族が楽しみの時間を持ち、今よりほんの少しでも元気になると、「相談機関を利用し

てみようかな」「ご本人との関わりにちょっと工夫してみようかな」という気持ちが生まれるかも

しれません。そして家庭の雰囲気が変わり、ご本人にもよい影響が出るかもしれません。

2）相談機関等を利用してみよう

相談機関や家族会などをうまく利用することも大切です。ご家族が社会と繋がること（ひきこ

もりについて第三者に話すこと）が、ご本人によい影響を与えます。

「利用する」とは、おいしいところを使うということです。相談機関で支援者から言われたこと

が、「よくわからない」あるいは「あたりまえ」と思うことであれば、気にしないでおきましょう。

そのなかに「おもしろいな」「やってみようかな」と少し思えたところだけを、生活のヒントにして

いけばよいのです。

3）相談機関を活用するためのポイント

実際にご家族が相談機関を活用するためのポイントをまとめてみましたので、参考にしてください。

相談機関の担当者と一緒に、今後の方針についてメリット・デメリットを吟味して検討する

今後どのように相談をすすめていくのかの方針は、状況によってひとりひとり異なるものにな

ります。唯一の正しい方法があるわけではないので、担当者の意見を聞きながら、一緒に検討

するようにしてください。

ひきこもりのご家族に向けたヒント
「ひきこもり」
はじめてのヒント

5.
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選択した方針を試してみる

ある程度方針が定まったら、その方針に従ってしばらく試してみましょう。

うまくいかないように感じたら、再度話し合う

試してみた方法がうまくいっていないように感じた場合、再度担当者と話し合ってみましょ

う。方針を変えるかどうかに関わらず、不安を伝えることは大切です。話し合うこと自体に失敗

はありません。どんどん話し合いましょう。

ご本人についての情報が増えると、充実した話し合いになる

話し合いを継続することで、ご本人に関する情報が増えていきます。情報が増えれば増える

ほど、話し合いが充実したものになります。新しい有効な工夫を思いつく可能性も高まるでしょう。

ひきこもりに関する「知識」が増えると、柔軟に考えられるようになる

相談機関の利用を続けているうちに、ご家族のひきこもりに関する知識も増えるでしょう。

情報が増えることでご本人への関わり方について柔軟に考えられるようになってきます。より効

果的な関わり方ができる可能性が高まるでしょう。

4）勇気と不安を抱いてリハビリにチャレンジ

この冊子では、ひきこもりの支援にあたり、自己責任を追及する考えから離れて、社会参加へ

のリハビリを進めていくことを勧めています。しかしひきこもりをご本人の努力不足のせいにして

しまう、という一般的な世間のイメージから離れて、社会参加へのリハビリという未知の方法に

取り組むというのは、ご家族にとって、とても勇気の要ることです。

勇気の要ることにチャレンジするとき、誰しも不安な気持ちを抱きます。たとえば、相談機関等

を利用したあと、リハビリ期間が長くなり大きな変化が見られないときには、焦って迷いが生じた

り不安になったりするのは自然なことです。そうした心の揺れについても、できるだけ話すように

しましょう。不安な気持ちを話すのはときに恥ずかしさを伴うかもしれませんが、その気持ちを

相談の担当者に話してみることをぜひお願いしたいと思います。なぜならそれがひきこもり状態

のご本人ができなくなってしまっていることであり、ご家族のお手本を必要としているからです。
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この冊子を読んでいるご家族は、ひきこもりからのリハビリに向けた第一歩をすでに踏

み出していらっしゃいます

ご家族が楽しみの時間を持つなどで、今よりほんの少しでも元気になることが最も重

要です

相談機関を活用するためのポイントを参考にして、相談機関などをうまく利用しましょう

ひきこもり状態からのリハビリという勇気の要るチャレンジに不安はつきものです。

ご家族の不安な気持ちも、相談機関等にお話しされることをお願いします。

ひきこもりのご家族に向けたヒント
まとめ

ヒント

参考
さらに学びたいご家族のためにさらに学びたいご家族のために

堺市こころの健康センターでは、ひきこもりを支えるご家族のためのコミュニケー

ション講座「HINTs（ヒント）」を開催しています。次のようなご家族の疑問について、

一緒に学ぶワークショップです。お気軽にお問い合わせください。

いますぐ本人に、働くように伝えた方がいいですか？

本人の家族への冷たい態度は変わるのですか？

どんな話題で本人に話しかければいいですか？

どうやって本人を相談に誘えばいいのですか？

＜これまでの参加者（ご家族）の声＞

「私も社会から孤立していると感じていましたが、少し楽になりました 」

「会話を工夫して本人と話す時間が増えました 」

「本人が集団プログラムへの参加を始めました 」
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相談機関の情報
「ひきこもり」
はじめてのヒント

6.
堺市こころの健康センターでは「ひきこもり地域支援センター（成人期）」を併設し、ひきこも

り対策に取り組んでいます。ひきこもりで悩むご本人やご家族からの相談に応じるとともに、関

係機関のネットワークを構築し、支援体制の整備を行っています。

相談では、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士などの専門職が応じています。下記の連絡先

までご相談ください。ひきこもりの背景等の事情に応じて、より適切な他機関を紹介する場合が

あることをご了承ください。

なお、来所相談は予約制になっているため必ず事前にご予約ください。

（参考文献）
蔵本信比古（2001）引きこもりと向きあう―その理解と実践的プロセス
斎藤環（2002）「ひきこもり」救出マニュアル
厚生労働省（2010）ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン
　<http://www.ncgmkohnodai.go.jp/pdf/jidouseishin/22ncgm_hikikomori.pdf>
内閣府（2010）若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）報告書
　<http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/pdf_gaiyo_index.html>
厚生労働省（2016）ひきこもり地域支援センター設置運営事業に関する調査報告書
　<http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol22.html >
岩田光宏，真志田直希，金谷尚佳ほか（2016）ひきこもりの個別相談段階から集団支援段階へ繋げ
　る方法：グループワークの企画方法と効果．臨床精神医学45；1197-1205

〒590-0808　 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号　堺市立健康福祉プラザ3階

TEL. 072 245 9192（代表）年末年始、祝日を除く平日午前9時～午後5時半
FAX. 72 241 0005
TEL. 072 241 0880（ひきこもり相談専用）年末年始、祝日を除く平日午前10時～12時

堺市こころの健康センター（堺市ひきこもり地域支援センター）
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