
各基礎自治体における 
ひきこもり支援の概要 



 
 群馬県安中市 
 
 愛知県豊明市 
 
 滋賀県守山市 
 
 山口県宇部市 
 
 岡山県総社市 
 

全国ひきこもり支援基礎自治体サミット 



みんな元気で いきいき暮らせる 
 市民総働のまち あんなか 

全国ひきこもり支援基礎自治体サミット in そうじゃ 

群馬県 安中市長 

茂木 英子 



自治体名 群馬県 安中市 

市の概況 

人口：57,861人、高齢者人口：19,977人、高齢化率：34.53％ 
                        （平成31年3月末現在） 
療育手帳所持者数：422人、精神保健福祉手帳所持者数：432人 
                        （令和元年6月末現在） 

ひきこもり支援体制 

平成28年7月ひきこもり支援関係者連絡会を発足 
・連絡会事務局 安中市市民生活課 
・連絡会メンバー（行政関係・社会福祉協議会・若者サポートステーション・障害者   
 の相談事業所・民間ひきこもり支援グループなど１３関係機関） 
・事例検討・研修会・講演会等年に4回程度開催 

相談実績 等 

ひきこもり家族相談（面談・訪問） 
・平成30年度相談延16件（実4件）1ケースは月に1回訪問 
・平成31年4月～相談延１４件（実９件） 
就労準備支援事業 
・平成31年4月開始 利用者２名 

その他 

「未就労の若者の就職を考える保護者セミナー」を毎年開催し、未就労でひきこもり状態 の子ども
を持つ保護者に勉強してもらい、対応を学んでもらう機会をつくっている 
 
平成31年度から被保護者及び生活困窮者の就労準備支援事業を開始 
・ひきこもりや中高年齢者等のうち、直ちに一般就労を目指すことが難しく、家族や友人、 
 地域住民等との関係が希薄な者への訪問支援も併せて実施。 
 
平成31年度からひきこもりサポート事業を開始 
・ひきこもり支援に関する相談窓口や支援機関の情報発信を行う。 

各市の取り組み 



 
 安中市におけるひきこもり支援の取り組みについて 

 ■講演会 
 平成２６年９月６日（土）午後１時３０分～３時３０分 

 講演会：「ひきこもる若者と家族の揺れる心」～不登校・ニート・ひきこもりへの支援～ 

 講 師：高等教育総合研究所 臨床心理士 須田 誠先生 
 

 平成２７年５月２３日(土) 午後１時３０分～３時３０分 

 講演会「ひきこもり支援から見えた地域福祉の可能性」～ひきこもり者の力を町づくりに～ 

 講 師：秋田県藤里町社会福祉協議会 常務理事 菊池まゆみ先生 
 
 平成２９年１２月２日（土）午前１０時００分～１２時１５分 

 講演会 「ひきこもる」方々への理解と自立について 
 講 師：NPO法人 コミュニティワーク研究実践センター（北海道）湯浅 雄偉 氏 
 

 平成３１年１月２１日（月）午後１時３０分～４時 

 研修会 「自分の地域でひきこもり者とその家族をどう支援していくのか」  
       ～長期高齢化したひきこもり支援とは～ 
 講師： 大橋史信 氏（ＮＰＯ法人 楽の会リーラ ピアサポーター） 
 

■平成２８年度～未就労の若者の就職を考える保護者セミナー 毎年開催 
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福祉課社会福祉係 

民間支援グループ 

障害者支援 

ＮＰＯ法人など 

精神疾患の相談 

不登校 

精神科医によるこころ
の相談 

事例検討会・研修会・講演会      

ひきこもり支援関係者連絡会（平成２８年７月～） 
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若者就職個別相談会 

未就労の若者の就職を考える保護者
セミナー 

市民生活課相談支援人権係 ひきこもり相談窓口 

福祉課障害福祉係 

自立相談支援 

若者サポートステーション 

社会福祉協議会 

子ども課 
学校教育課 

保健福祉事務所 

障害者相談支援事業所 

ひきこもり 

サポート事業 

住民福祉課 

就労支援施設 



豊 明 市  

小浮 正典 
愛知県 豊明市長  



豊 明 市  



大金星のまち とよあけ  

 愛知県のほぼ中央部に位置し、名古屋市南
部に隣接。面積23.22平方キロメートルで、
昭和47年に市として誕生し、近く市政５０周
年を迎える。 
     
 緑豊かな自然環境と古い歴史に育まれ、快
適な居住環境と交通の利便性を備えた名古屋
都市圏の住宅都市。 
 
 少数軍勢の織田信長が今川義元を奇襲で打
ち破った戦いで有名な桶狭間古戦場伝説地の
他に、JRA中京競馬場、愛知豊明花き地方卸
売市場などがある。 

人口 ６８,９６３人 

  高齢化率 25.7％ 

 

平成３０年４月１日 
生活困窮支援事業として 

 

ひきこもり相談窓口 
はばたき開設 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

大金星のまち とよあけ  

 

 
 
 

はばたきサポーター 

若者サポートステーション 
企業・ハローワークとの連携 市民啓発講演会 

サポーター養成講座 

フリースペース 
スワロー 

家族のつどい 

豊明市社会福祉協議会 

ひきこもり相談窓口 
はばたき 

障がい者基幹相談
相談支援センター 

自立支援相談セン
ター（生活困窮） 

委
託 

豊明市 
社会福祉課 

居場所支援  相談支援 

就労・自立支援 周知啓発 

訪問・面談 

電話・来所 関係機関との連携 

豊明市社会福祉協議会 



大金星のまち とよあけ  

 

豊明市役所 
 
 
 

民生委員 市民 

はばたきサポーター 

若者サポート 
ステーション 

ハローワーク 

企 業 

市民啓発講演会 

サポーター養成講座 

フリースペース 
スワロー 

スワロー 
家族のつどい 

精神保健福祉士
の出張相談・ 
情報共有 

情報共有 

家庭相談員
との連携 

ケアマネ・ 
包括との連携 

在学時から情報共
有・卒業後切れ目 
のない支援 

市役所に 
出張相談 

就労体験 

同行 
豊明市社会福祉協議会 

情報提供 理解の啓発 

ひきこもり相談窓口 
はばたき 

障がい者基幹相談
相談支援センター 

自立支援相談セン
ター（生活困窮） 

子育て支援課 

教育委員会 
学校支援室 

委
託 

社会福祉課 

健康長寿課 

産業支援課 

相談・ 
見学同行 

電話・来所 

訪問・面談 

区・町内会 

地 域 
 
 
 

保健所 

医療機関 

当事者・家族 

相談支援 

居場所支援 

就労支援 





貴市のキャッチフレーズ等 
背景は写真など 

全国ひきこもり支援基礎自治体サミット in そうじゃ 

●県 ●市長 

市長名 

市長様写真 

「住みやすさ日本一」をめざして 
のどかな田園都市  

滋賀県 守山市長 

宮本和宏 

全国ひきこもり支援基礎自治体サミット in そうじゃ 



自治体名  滋賀県 守山市 

市の概況 

人口：83,475人、高齢者人口：18,065人、高齢化率：21.6％ 
年間 500人程度の人口増加が続くまち  自治会加入率：95% 
市民の平均年齢：42.1歳（全国：46.4歳） 
平均世帯人数：2.62人 （全国：2.20人）〈都市データPAC2019より〉  
療育手帳所持者数：721人、精神保健福祉手帳所持者数：501人 

（令和元年６月末現在） 

ひきこもり支援体制 

平成30年４月１日 生活支援相談室にひきこもり支援コーディネーターを配置 
(ひきこもり支援コーディネーター1名、自立相談支援員2名、就労支援員１名） 
 ・守山市生活困窮者等自立支援ネットワーク会議 
 ・守山市生活困窮者等自立支援庁内推進会議、ケース会議  

相談実績 等 

現在の相談者数 ５2人（ひきこもり支援カルテ作成者86名） 
 性別：男40人：76.9%   女１２人：23.1% 
 年齢：10代‥1名 20代‥24名 30代‥8名 40代以上‥19名 
 延相談件数：310件 
 就労に結びついた人数：8名  

その他 

平成28年度 守山市ひきこもり支援協議会を設置（発達支援課が所轄） 
（目的：本人の自立を推進し、本人および家族等の福祉の増進を図るため、関係機関等が相  
互に連携し総合的かつ効果的に支援するため） 
平成29年度 守山市ひきこもり支援ガイドブック発行（滋賀県内初） 
       ひきこもり支援カルテの運用 
平成30年度 
・市広報紙、ホームページ、自治会回覧等で窓口の周知 
・民生委員児童委員、ケアマネージャー等への周知および情報提供の依頼 
・市内中学校、進学先高等学校との情報交換会 
・守山市生活困窮者等自立支援ネットワーク会議を設置（上記協議会を拡充再編）        

各市の取り組み 



守山市のひきこもり支援体制 

平成30年度から生活支援相談室に 
 「ひきこもり専任支援コーディネーター」を配置 

滋賀県下初となる具体的な 
相談場所・取組内容をとりまとめ、 
ひきこもり当事者やご家族に向けて
作成し、民生委員や地区会館等、
様々な施設に約600部を配布 

 
 
 

アウトリーチ 

ひきこもり支援 
コーディネーター 

保健師等と訪問 

ひきこもり当事者 
（全年代を対象） 

ひきこもり支援ガイドブックを作成 

ガイドブック 
QRコード 

庁内の関係課で共有できるカルテを作成し、 
守山市生活困窮者等自立支援庁内推進会議を開催 

   “包括的な地域ネットワークによる支援“ 
関係機関・地域での理解醸成 

生活困窮者等の支援体制の構築 

守山市生活困窮者等自立支援ネットワーク会議を開催 

会議の設置目的 

庁内の関係課でカルテを共有し、庁内
推進会議を開催することで、ひきこも
り支援のネットワークを構築する 

委員構成 
（福祉）政策・保健・児童・発達・障害・
介護、建築、教育、まちづくり、商工、

税の所属長レベル 

会議の設置目的 
関係機関等が相互に連
携することで、総合的か
つ効果的に支援する体制

を構築する 

 
 

委員構成 
大学教授、社会福祉協議会、法テラ
ス、成年後見センター等の関係機関、 
県健康福祉事務所、県立精神保健福

祉センターの関係行政機関 

 
 
 

会議の内容を報告することで連携 コーディネーターが全体を 
コントロールすることで、 
成果につなげている 

それぞれが互いに補完
し合うことも期待 

主体的にひきこもり支援に取り
組む団体で構成 

当事者やご家庭がつながるきっ
かけづくりとしても活用 





健幸長寿のまちづくり    

宇部市 

山口県 宇部市長 

久保田 后子 

全国ひきこもり支援基礎自治体サミット in そうじゃ 



自治体名 山口県 宇部市 

市の概況 
人口：164,695人、高齢者人口：53,955人、高齢化率：32.76％ 
療育手帳所持者数：1,529人、精神保健福祉手帳所持者数：1,360人 

（令和元年６月末現在） 

ひきこもり支援体制 

従来から宇部市基幹相談支援センター、障害者相談支援事業所などが連携して、ひきこも
りの相談支援にあたってきたが、専門性の高い相談機関とするため、平成27年度から
NPO法人にひきこもり相談支援充実事業を委託し、支援体制の充実に取り組んでいる。 
・受託者  特定非営利活動法人 ふらっとコミュニティ（代表 山根 俊恵） 
・責任者１名（兼務）、職員３名、パート１名 
・相談支援、家族心理教育、訪問支援、居場所設置、就労（準備）支援、 
 不登校児童・生徒の家族支援、精神科医のスーパーバイズ、当事者による 
 相談支援ＵＦＥ（ウッフェ）など 

相談実績 等 

平成27年度からの累計 
●相談件数 2,135件（新規相談件数 339件 訪問支援 152件）  
●家族心理教育 1,224名（基礎編 69名 実践編 1,155名） 
●居場所支援  1,516名 
●就労・復職等   25名（一般就労 14名、福祉的就労 7名、復職 4名） 
●ひきこもり支援フォーラム開催 年1回 
●居場所等利用者のうち4名が、情報処理技能検定試験合格 

その他 

家族会 2016年9月設立  会員60名 
 
課題：市内のひきこもり者を推定６００名としているが、今後詳細な実態の把握を 
   予定している 

各市の取り組み 



全世代型相談体制・共生型福祉の構築 

専門相談機関、医療機関、就労支援機関、学習支援機関、福祉施設など 

 地域活動や社会活動への参画を支える仕組み 
        ・支援スキルの研修 
        ・就労や農福連携などへのモデル構築 
        ・共生型福祉のまちづくり 

高齢者 障害者 

母子家庭 子ども 生活困窮者 

罪を犯した人 等 ひきこもり 

全世代型相談体制 

アンテナ高く 

・アンテナ機能をもち要援護者の潜在ニーズの掘り起こし 
・課題解決に向けた関係機関との連携強化 
・地域に応じた設置 
・民間事業者との連携 

つ
な
ぐ 

つなぐ 

共生型福祉 

福祉 

委員 

学校 

医療 

機関 

福祉 

施設 

民生児
童委員 

実態把握 

適正な支援機関 

地域相談機関 

体
系
化
・
施
策
化 

アンケート調査 
訪問調査 
聞き取り調査 

     など 

推計600名 





する都市 

全国ひきこもり支援基礎自治体サミット in そうじゃ 

岡山県 総社市長 

片岡 聡一 



自治体名 岡山県 総社市 

市の概況 
人口：69,123人、高齢者人口：19,346人、高齢化率：27.99％ 
療育手帳所持者数：526人、精神保健福祉手帳所持者数：373人 

（令和元年６月末現在） 

ひきこもり支援体制 

平成29年4月1日 ひきこもり支援センター「ワンタッチ」設置 
 ・設置主体は総社市（委託先：総社市社会福祉協議会） 
 ・センター長1名（兼務）、職員2名、臨時1名 
 ・ひきこもり支援等検討委員会（年６回程度） 
 ・ワーキンググループ：支援者養成ＷＧ、社会参加WG、事例検討WG 

相談実績 等 

●実相談者数 212人（男154人：72.6％、女57人：26.9％、不明1人：0.5％） 
 ・本人接触あり 74件（対面63件、電話8件、メール3件） 
 ・家族接触のみ 80件  ・民生委員からの相談 26件 
●延相談件数 4,829件（訪問1,132件、来所1,737件、電話1,626件、e-mail 他334件） 
●社会参加実人数 27人（ボランティア体験5人、就労10人、短期就労4人、福祉的就労3人、 
             定期的居場所利用8人、その他6人） 

その他 

●居場所“ほっとタッチ”の設置、運営 
 ・月曜日～金曜日：15時～17時 開所 サポーター2人 
 ・夜の居場所開催 
●サポーター養成 
 ・養成講座 毎年５回講座で開催 
 ・フォローアップ研修 
●家族会 
 ・平成30年8月16日に、家族会設立。 
 ・毎月１回、居場所“ほっとタッチ”にて、定例会開催。 
 

各市の取り組み 



 総社市は，かつての古代吉備の
国の中心として栄えた地域であ
り，縄文以前から人々が生活し
ていた形跡が見られます。 
 古墳時代には吉備の中心地とし
て栄えたことをうかがわせる数
多くの古墳が残されています。 
 飛鳥・奈良時代には，備中の国
府も置かれ，国分寺，国分尼寺
も配置され，備中の国の政治・
経済・文化の中心地として栄え
ました。 

 平安時代末期には備中国中の
324社の神々を１つに合祀し
た総社宮が建てられました。 
 総社市の名称はこれに由来して
います。 

人口 69,169人（R1.7月末現在） 

            ※ 暮らしやすいため，どんどん増加中です！ 

総面積：211.9k㎡ 
年平均気温：16.5℃前後 
雨量：年間1,000ｍｍ前後の 
瀬戸内海特有の気候は温暖･少雨 
立地にも恵まれた岡山県南の自然豊かな都市です 

東京から岡山 

大阪から岡山 

新幹線で45分 

新幹線で3時間12分 
飛行機で1時間15分 

岡山市 

倉敷市 

「総社市」名称の由来 

岡山市･倉敷市に隣接 

総社市 
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 全国屈指の福祉文化先駆都市 

歩くことで健康づくりを推進し 

「医療費抑制1億円」 
を目指す。 

医療体制整備部会 

制度の狭間にある高齢者の 
「そうじゃ台帳」を作成し 

「見守り100％ 孤独ゼロ」 
を達成する。 

高齢者支援部会 

障がい者大綱を制定し 

「障がい者1,500人雇用」 
を推進する。 

障がい者支援部会 

「ひきこもりからの社会参加100
人」の達成を目指す。 

ひきこもり支援部会 

「年間を通じての待機児童ゼ
ロ」の達成を目指す。 

待機児童ゼロ部会 

発達障がい児への切れ目のない支
援に向けて 

「中学卒業後のアクセス 
100％」を達成する。 

発達障がい児支援部会 

「地域と連携した 
子ども虐待ゼロのまち」の実現を

目指す。 

子ども虐待ゼロ部会 

住民一人ひとりに 

寄り添った支援を実現する
ため，各部会で目標を設定

し，実行する。 

総社市  
SOJA City 全国屈指の福祉文化先駆都市 
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SOJA City 

23 

ひきこもり支援 

 

 

●実相談者数  212名（男性154名，女性57名） 

    本人接触あり74件（対面43件，電話8件，メール3件） 
  家族接触のみ80件，民生委員からの相談26件 

●延相談件数  4,829件 
●社会参加実数 27人 

（年代） 

（人） 

相談・支援実績（平成29年4月～令和元年6月） 

ひきこもり支援センター設置 平成29年4月1日 

ひきこもり支援「ワンタッチ」 

33 33 29 25 
18 

8 9 

15 
8 15 
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3 

3 1 
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10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～ 不明 

女性 

男性 

対象者の年齢層 

常設居場所「ほっとタッチ」開設 平成30年2月 

ひきこもり家族会「ほっとタッチの会」開設               

                    平成30年8月 

〇趣味活動 
 ゲーム、音楽、読書、芸術 
〇体験活動 

 ジャガイモ堀り、卓球、収穫・調
理、地域行事 
〇行事・イベント 

 映画鑑賞、ハロウィン、クリスマス
会、 等 

月～金 15：00～17：00 

毎月1回定例会 

【活動日時】 
 ・毎月第3木曜日13：00～15:00 
【活動内容】 
 ・情報交換や親睦 
 ・サービス等の情報交換 
 ・勉強会や研修会など 
【年会費】 ・1,000円 

家族会加入10家族 

少なくとも市内に ２０７人 のひきこもり情報を把握  H27～H28年度調査 

1回/月 18：30～20：30（日陰の集い） 



市町村によるひきこもり支援の事例（岡山県総社市） 
 

○地域との協働支援事例 
・民生委員から、家族（3人）が、ひきこもり状態で近所づきあいがな

く庭木が伸びて近所が困っている、挨拶しても返事がないとセン
ターに相談 

・地域包括支援センター、民生委員と繰り返し訪問し、地域住民と
の関係ができ、庭木の剪定ができた。 

 

人口：69,052人（平成３1年４月末時点） 

作成：厚生労働省 

市役所 

介護保険課 

福祉課 

学校教育課 

生涯学習課 

教育支援セ
ンター 

健康医療課 

ひきこもり支援等検討委員会（2ヶ月に1回開催） 

学識経験者 

医師会 

ハローワーク 

保健所 

生活困窮支援セ
ンター協議会 

地域自立支援協
議会 

福祉委員 
協議会 

民生委員児童委
員協議会 

社会福祉 
協議会 

NPO（当事者団体） 

ひきこもり支援等検討委員会 
（運用・計画審議等） 

センター事業運用 実態把握から得られたデータ分析 

ひきこもり支援等検討委員会による検討（設置に向けて準備） 

市内１７全地区でひきこもり支援地区懇談会
実施し支援対象者の実態把握 

H27.8～H28.9 H28.10～H29.3 

ひきこもり支援 
センター設置 

ひきこもり支援センター「ワンタッチ」設置と運用までのプロセス 

検討会開始 
民生委員・福祉委員向け 

研修会 

H29.4～ 

障がい者基幹相談
支援センター 

生活困窮支援 
センター 

ひきこもり支援センター 
「ワンタッチ」 

権利擁護センター 

障害者千五百人 
雇用センター 

６０才からの 
人生設計所 

横断的な総合相談支援体制 

総社市社会福祉協議会 

○相談件数 
（平成３０年４月～平成３１年３月） 

電話：７６６件 訪問：５１８件 
来所：８５５件 その他（メール、手紙）：１９０件 

専属配置２名 
精神保健福祉士 
社会福祉士 

○ひきこもりサポーター養成講座 
全5回講座／年 
当事者・家族・民生委員・福祉委員・ 
ボランティア・大学生など 
○サポーターフォローアップ研修 
フリースペース見学や専門家による研修 
○サポーター定例ミーティング 
活動を共有、あらたな発見等につなげる 
 

○家族会「ほっとタッチの会」設立 

当事者家族を対象に、ひきこもりについて
知識理解を深めながら交流を図る。 
「居場所」を活用し、毎月1回活動してい
る。 

ひきこもり支援センターの運営、計画、 
推進等にかかることを一体的に検討 

 
・個別支援事例について協議検討 
・サポーター養成講座等の企画 

・就労体験、ボランティア体験、中間就労、生活支援
サービスなど多様な社会参加の形態創出を検討 
・市内社会福祉法人連携検討 

○個別相談から見えたひきこもり事例から「ひきこもり支援等検討委員会」を設置し、実態調査・分析・検討の上、ひきこもり支援センター設置。 

 設置後も検討委員会は継続し、センター運営・計画・推進・予算執行・規定制定等について審議。 

○ひきこもり支援センターは、市社会福祉協議会が受託して実施。市社会福祉協議会では、ひきこもり支援センターのほか、生活困窮者支援 

センター、障がい者基幹相談支援センターなど横断的な総合相談支援体制を構築。 

○ひきこもり支援センターでは、属職員2名（精神保健福祉士・社会福祉士）が、電話、来所、訪問等で相談対応し、関係機関、地域と協働支援 

 を展開。 

○サポーター研修・サポーター定例ミーティングを実施し、活動を共有。当事者・専門職・サポーターによる居場所設置を企画し、空き屋を 

 活用した居場所を設置。 

○当事者家族を対象に家族会「ほっとタッチの会」を設立（当事者組織）。居場所を利用し月1回活動を実施。 
○検討委員会にて、支援者養成WG・事例検討WG・社会参加WGをそれぞれ開催。 

 

○居場所開設 

相談支援で関わる事例からイメー
ジした「居場所」を当事者・専門職・
サポーターを交え企画実施 
 
空き屋を活用し 
「居場所」設置 

H29.4.1 

【調査方法】地区懇談会において民生委員・福祉委員に調査票を配布。 
担当地区でひきこもりが疑われる者の人数を記載してもらい回収 
【把握人数】２０７人 

体
制 

取
組 


