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日 時：平成 29年 7月 23日（日）13：30～16：30 

 

会 場：総合福祉センター３階大会議室 
 

主 催：総社市ひきこもり支援等検討委員会・総社市 

     社会福祉法人 総社市社会福祉協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



次  第 

 

１．開  会（１３：３０） 

 

２．あいさつ 

 

３．基調講演（１３：３５） 

  「『引きこもり』の理由、社会的背景、そして苦悩…」 

   ～「引きこもり」するオトナたち～ 

    講 師：ジャーナリスト           池上 正樹 氏 

 

４．経過報告（１５：１０） 

  「総社市での『ひきこもり支援』の取り組み」 

   ～実態調査から「ひきこもり支援センター」の開設へ～ 

    ひきこもり支援等検討委員会 委員長 西田 和弘 氏 

            （岡山大学大学院 法務研究科 教授） 

 

５．座 談 会（１５：３０） 

  「なぜ？いま、ひきこもり支援なのか？」 

    ひきこもり支援等検討委員会 委員長 西田 和弘 氏（座長） 

    ジャーナリスト           池上 正樹 氏 

    駒沢大学 文学部社会学科 准教授   川上 富雄 氏 

    総社市ひきこもり支援センター“ワンタッチ” 

              センター長   中井 俊雄 

 

６．閉  会（１６：３０） 
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【基調講演】 

「『引きこもり』の理由、社会的背景、そして苦悩…」 

～「引きこもり」するオトナたち～ 
 

                      ジャーナリスト 池上 正樹 氏 
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『引きこもり』の理由、
社会的背景、そして苦悩…

〜「引きこもり」するオトナたち〜

池上正樹

池上正樹

ダイヤモンド・オンライン
「引きこもりする大人たち」

読者からのメール
大半は本人、経験者、家族、親和群…

・どこにも行き場がない
・周囲の視線が気になる 恐怖
・何もない自分を表現できない
・将来が見えない（死にたい）

→人脈も情報も途絶えていく

池上正樹
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当事者サポーターになる
ひきこもる人たちは何を求めているのか
当事者ファーストの視点で向き合う
「ひきこもることが問題なのか？」
当事者たちは世の中に問いかけている

耳を傾ける
受け止める
サポーターになる
未来を拓くための社会改革

池上正樹

緩やかな死に向かっている（自ら望んで）

誰かに助けを求めてまで生きようと思わない
→今の社会で当事者たちが置かれた現状

親がどんなに財産を残そうとも、
生きようとする力のない子は生きられなかった

一方、どんなにお金がなくても、
生きようとする意思があれば生きていける

緩やかな死に向かっている（自ら望んで）

誰かに助けを求めてまで生きようと思わない
→今の社会で当事者たちが置かれた現状

親がどんなに財産を残そうとも、
生きようとする力のない子は生きられなかった

一方、どんなにお金がなくても、
生きようとする意思があれば生きていける

池上正樹
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「ひきこもり」とは、社会から孤立した状態

外出できるかどうかは本質的ではない
外部（家族以外）との関わりが途絶えてしまう

これ以上傷つけられたくない
他人に迷惑をかけたくない

自分を防御する手段 ひきこもらざるを得ない
意欲を失いあきらめの境地に至った人たち
→家族に隠される 課題が見えなくなる

池上正樹

「ひきこもり」という定義
外見上、家族以外との関係性が遮断されている

大事なのは、本人が障壁を感じているかどうか
社会で自立したい→絶望、あきらめ…

でも生き続ける道を選択している

⇒周囲が自分の思いを一方的に押し付けて
外へ出そうという就労圧力が強い

池上正樹
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なぜ動けなくなるのか？
だらけているのか？本当にしんどいのか？

周囲は見分けがつかない→自己責任論
本人は言語化できない→モヤモヤ

どうしたらいいのか？答を探している
見えづらい→答よりも実態把握

＜必要とする人に支援を届けるためには、
まず地域ごとにニーズを把握することが重要＞
（厚労省社会・援護局「ひきこもりの場合」より）

池上正樹

社会的ひきこもりの理解と本人家族支援の報告書

岩手県洋野町 2017年3月
高齢者が介護サービスの理由を控えた

「収入のない子供のために生活費が必要だから」

地域包括支援センターが調査に乗り出した

ひきこもり者50人→40代以上が6割を超えた

最も多かったきっかけ「職場になじめなかった」

「失業」「職場の人間関係」…関係性の遮断

池上正樹
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町田市 高齢者宅訪問を機に調査 5・5％ 40代〜３割
秋田県藤里町 11％→半減 40代〜半数以上
愛媛県松山市 40代突出 40代〜65％

岩手県洋野町 40代〜6割以上
島根県、山形県 調査 40代〜半数以上

山梨県 調査 40代〜６割以上

高年齢化、⻑期化、潜在化
50-80問題 待ったなし

自分がいなくなったら、この子は生きていけるのか？

池上正樹

2010年調査（1・79％ 70万人）16万人減

実態との大きな乖離

2016年内閣府 54万人
1・57％ 15才〜39才

ひきこもり開始35〜39歳10％ 7年以上35％

☆親和群 155万人→169万人 14万人増

⇒⇒⇒⇒より親和群化、潜在化している（心性は同じ）

池上正樹
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本人不在 千人千様 一律ではない
「不適切な支援」25％（ＮＨＫ調査） 本人が選べる情報

望んでいない支援 （誰のため？）

「親の呼んだ人には絶対会わない」
→なぜなら、親の味方だから

「家族と本人の気持ちは違う」
「私たちが望む居場所は、場所ではない」
人がつくる。そこに、安心できる人がいる。

池上正樹

「ひきこもる」という行為

背景も状況も千差万別→誰にでも起こり得る

原因探しよりなぜ抜けられないのかを考える
それぞれが抱える障壁を客観的な視点で検証する

生の危機〜不安を増⻑させるもの→横並び社会
突出すること、目立つことを極端に気にする

池上正樹
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ひきこもる人に見られる共通傾向
• カンがいい 周囲の気持ちがわかり過ぎる
• 他人に迷惑をかけたくない
• 相手を気遣い過ぎて疲れてしまう
• 自分さえ我慢すれば、すべて丸く収まる
• 真面目 心優しい持ち主
• 納得できない思いを封じ込め1人で頑張ってきた
• 誰にも助けを求められない
• 断わることができない
→場面回避の連続で社会から撤退していく

ただし、障害、精神疾患者の中には対極の人も

池上正樹

現代の価値のあり方 （当事者との対話より）

①就労=お金を得られるという発想
②コミュニケーション能力が求められる

「社会が発展していかない」

働ける人だけ中心に考えてしまうと
働けない人の価値が置き去りにされる

既存概念に捉われない考えが捨てられる（社会的損失）
↓

「何かの役に立つことを価値のあるものに」

池上正樹
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誰も「ひきこもり」が何かを知らない
（30代男性当事者 Ｔさん）

私は自分の「ひきこもり」経験を理解していない
支援者も、行政も、社会も、家族も、
答えを持たないし、出せないと思う

もし「ひきこもりピアサポート」があるとしたら、
「わからないことをわかっている」

「理解できない経験を理解し、それを共有できる」
関係性なのではないか

池上正樹

偽りの再生
「外に出ていても誰とも本質的な関わりを持てない

必死にフツーになろうとして、失敗した」

正社員でなければいけない
元気にならなきゃいけない
症候群 → 思い込み

社会的役割や雇用（親世代の時代とは違う）
立ち止まっても、生きていけるならいいじゃない

池上正樹
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周囲は「社会就労」が目的
ひきこもった状態は間違ってるから「就労」させる

↓

外に出ても「ひきこもり」経験を背負いながら生きてい
く
↓

本当の「回復」とは、同じ経験を持つ仲間と助け合って
苦しくなっても応援しながら生きていくこと

「回復させる」という考えこそが私を苦しめてきた

池上正樹

「あなたのためだから…」のお節介は、
自分自身でするべき自己決定に介入すること

（40代女性当事者Ｓさん）

自分の判断を他人に一方的に押し付ける
↓

本人が自分で考え、自分の決定と行動の結果を経験し、
自分で責任を引き受ける機会が奪われてしまう

↓

身につけられたはずの自信、自己肯定感、生きるための
力

大事なエンパワーメントを阻害してしまうことになる

池上正樹
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ひきこもり当事者主体による全国初の
体系的なピアサポート学習会の実践報告
（ひきこもり当事者グループ「ひき桜」ｉｎ横浜）

ピアサポート（似た経験を持った人同士の支え合い）
→自分の「内面への気づき」が得られた

「当事者同士の学びがもたらす効果」を得た
「自身がリカバリー（自分らしい人生に向けて進む）」

見えにくかった「自身の可能性」を考えた
ヘルパーセラピー（相手を助けることで自分も助けられる）

池上正樹

「就労とは別のベクトルで支え合い
お互い元気に、自分らしい人生を」

（30代当事者Ｗさん）

自分の持つ経験的知識を生かす相互関係
「できる人ができない人の役に立つ」

「できない人ができる人の不足分を補う」

仲間として自分の話ができる→生きる意志
新たな社会のあり方を構築→次のフェーズへ

池上正樹
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ナガシマ理論（ 40代男性：15年後に外へ ）

「世の中に出て行くときのコツは、誰とつながるか。
点が変わるよりも、線を別な所につなげるだけで

蘇ることもある。自分もそうだったし、
自分がつなげた当事者たちもみんなそうだった」
「その人の問題を見たり、レッテルを貼ったり、

病名から判断したりするよりも、
まず、つながりを変えるところから

始めてもいいのではないか」

池上正樹

声を上げるのは重要なサイン
しかし、関係性は上下関係ばかり

引きこもらざるをえなくなった人たちの
思いを受け止め、構築する仕組みがない
当事者の中に起こっていることを真ん中に

多様な人たちの思考回路で世の中を見つめる作業
⇓

視点を共有し合うことで生まれる関係性
安心して言葉を発するための場を作る

池上正樹
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「庵 -ＩＯＲＩ-」
偶数月の第１日曜日に都内で開催

当事者発案のアイデアのきっかけづくり
ひきこもり大学、ひきこもり新聞、ピアサポゼミ…

次回：８月６日（日）14：00〜
東京・豊島区光が丘区⺠センター

・”そうじゃないってば、先生！”〜ひきこもりと精神医療〜
・(株)オレらめっちゃ細かいんで〜ひきこもり在宅勤務の可能性
・女子会 in 庵
・”腹立ち”を形にする方法
・こんな人の支援なら支援受けたい！ex.吉田松陰、星一徹など
・フリーコーナー 沈黙席 休憩室

池上正樹
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ひきこもり新聞2017年1月号 「背景に性暴力を受けてる人も」
「恐怖の中で身体が硬直してしまって、被害に遭った自分が信じられな
くなり、今でもそんな自分を責め続けているんです」

・多様な社会資源や価値観を持つ人たちがいる
・コーディネーター（ファシリテーター）的な人の存在
・コミュニティ活動のきっかけをつくれる場
・皆が共有できるテーマ（誰かの問い）がある場
・楽しいと思える（そのための場のルールを徹底）
・自分が将来、社会につながるイメージを持てる
・自己紹介の工夫、パスあり、お試し、見学席、休憩室
→場の提供があれば、自分たちで何かができる可能性を感じる

地域でできる取り組み
必要性を感じる支援「本人の居場所」（57％ ＫＨＪ調査）

池上正樹
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聖学院大学人間福祉学部 相川章子教授（人間学）
７/17 発達障害当事者会フォーラムより

当事者の声が支援を変えていく
希望を得る 未来を描ける→生きていく上で大事

地域社会にとって、資源や選択肢が増える
明日がわからない 行き詰まりからの解放

ピアサポートは、ダイバーシティ（多様性）と
コミュニティインクルージョン（地域包摂）の架け橋に

ファシリテートになるのは、当事者が語ること
→安心して語れる場 緩やかなつながり

池上正樹

岩手県洋野町地域包括支援センター
スーパー保健師 大光テイ子さん

・一歩踏み込まないと厳しい
・本人に会えなくても家族とつながっておく
・情報があれば動く。ネットワークをつくる
・見捨てられないから来ました
・何か応援したい
・お困りなことがあったら、お金のことでもいいから
⇒⇒⇒⇒親が亡くなる前に、本人が生きていくところまでを

池上正樹

-17-



履歴書基準→真っ白にしか見えない
でも、そこにはエネルギーが詰まってる
コーディネーター、ファシリテーター等

肩書きだけの専門家ではなく
問われているのは、周囲の人たちの力量

理解、忍耐強さ、認識、知識、人脈、努力…

「向き合って欲しい」「話し合ってほしい」

池上正樹

横並び社会 目立つと叩かれる
変わった親戚 いろんな人がいる

同じでなくても 完璧でなくてもいい
ありのままの自分で本人に向き合う

→他人にでなく、まず自分から意識改革
生きてさえいれば希望はある

障壁になっている物事は何なのかを知る
「見守ってるよ」「応援してるよ」の一言

→「寂しさ」「孤独感」を取り除く

池上正樹
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【経過報告】 

「総社市での『ひきこもり支援』の取り組み」 

～実態調査から「ひきこもり支援センター」の開設へ～ 
 

ひきこもり支援等検討委員会 

（岡山大学大学院 法務研究科 教授） 

委員長  西田 和弘 氏 
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総社市ひきこもり支援センター開設記念フォーラム

平成２９年７月２３日（土）

ひきこもり支援は
社会全体の課題

「総社市での「総社市での「総社市での「総社市での『『『『ひきこもり支援ひきこもり支援ひきこもり支援ひきこもり支援』』』』の取り組み」の取り組み」の取り組み」の取り組み」
～実態調査から「ひきこもり支援センター」の開設へ～

ひきこもり支援等検討委員会ひきこもり支援等検討委員会ひきこもり支援等検討委員会ひきこもり支援等検討委員会

（岡山大学大学院 法務研究科 教授）

委員長 西 田 和 弘
1

2

障がい者基幹相談支援センター（H21）

権利擁護センター（H25）

生活困窮支援センター（H26）

障がい者千人雇用センター（H24）

◆ 延べ相談件数 15,865件
（平成28年度実績）

3,667件（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）

4,019件（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）

4,187件（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）

3,024件（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）

横断的な総合相談支援体制の推進

60才からの人生設計所（H28）

968件（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）（延べ相談件数）

ひきこもり支援センター（H29）
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地域の方や関係機関の支援を受けて、地域

で安心して暮らせないだろうか？

総社市におけるひきこもりの実態は？

総社市内にいったい何人？

今までは、家族や
個人の課題？

相談機関や地域から、
十分な支援ができてい
なかった？

3

社会の一員として、活躍できないだろうか？

ひきこもり支援等検討委員会の設置（H27.8月）

4

・目 的：総社市内のひきこもりの実態把握及び支援方策等を
検討することを目的とする

⇒ひきこもり支援は、社会全体の課題であることを確認

・構成委員：市民生委員協議会、市福祉委員協議会、
市地域自立支援協議会、生活困窮支援センター
協議会、おかやま若者サポートステーション、
市保健福祉部、市教育委員会、市社会福祉協議会、
備中保健所、ハローワーク、学識経験者

・事業実施：生活困窮者自立支援事業、
岡山県社会福祉協議会助成事業
（市町村社協活動活性化支援事業
平成27年度・28年度）

・５つのワーキンググループ
①定義、②調査者・支援者養成、
③支援資源検討、⑤結果・分析
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ひきこもりとは・・・（ひきこもりの定義）

【総社市におけるひきこもりの定義】

「義務教育修了後であって、

おおむね６か月間以上

社会から孤立している状態」

～例えば～

・仕事や学校に行っていない人

・家族以外の人と対面での交流がほとんどない人

・コンビニでの買い物や自分の興味・関心のあることでの外出はあっても、

普段は自宅にいる人

・日中、図書館や公園などで過ごすことはあっても、人と接することを避けて

いる人

※ 「ひきこもりは、病気ではありません。」
（専門家、内閣府、厚生労働省） 5

ひきこもり支援を考える研修会の開催

◆民生委員・児童委員（161人）と福祉委員（573人）を対象に２回開催

◆１月７日開催（１９４人参加）
◆１月９日開催（ ９４人参加）
◆研修会の内容
①ひきこもりとは・・・
②ひきこもり支援の実態
③今後の取り組み

合計：２８８名参加

6
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民生委員・福祉委員
ひきこもり支援を考える地区懇談会

◆市内１７全地区で開催：最終的に２０７人の情報

7

【実数・実態の調査】

①個人の特定をしない
→個人情報に配慮した調査

→氏名や年齢等は記入しない

総社市のひきこもりの定義

「義務教育修了後であって、

おおむね６か月間以上社会

から孤立している状態」

ひきこもり懇談会から見えてきた実態

・若い世代（30代～
40代）の方が多い。

・同居２人が最多。
・次に、同居１人。
・ひとり暮らしの方も

懇談会であげられた
ケース

２０７人

8
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ひきこもり懇談会から見えてきた実態

・男性が６.５割、
女性は、３割。

・両親と同居が約4割。
・母と同居が、2割。

・地区によって、かな
りの差がある。

・かなり詳しく実態を
把握されている地域
がある。・総社市内のひきこもり率、平均 0.30％

・総社市内のひきこもり率、地区別 0.08％～0.87％ 9

≪ひきこもりの理由≫
○不登校の経験・
傾向 （18）

○ 障がい？（22）
○ 病気 （6）
○ いじめ （5）
○ 虐待 （1）

（当事者団体）（当事者団体）（当事者団体）（当事者団体）
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全国屈指の福祉先駆都市をめざす！

（第２次総社市総合計画 平成28年～平成37年）

【全国屈指福祉会議 ひきこもり支援部会】

①ひきこもり相談支援センター（仮称）の設置
・ワンストップの相談窓口の設置（専属相談支援員２名の配置）

・パンフレットやインターネットで周知

・関係機関と連携し、切れ目のない相談支援体制を整備

②ひきこもりサポーターの養成
・ひきこもり問題を理解し、支援活動を行うサポーターを養成

・ひきこもりから自立した者が支援者となるピアサポーターを養成

③居場所の設置
・相談支援もできる有効な居場所の設置

・社会へ踏み出す出発点となる環境を整備
13

総社市におけるひきこもり支援事業の実施

④ひきこもり予防
・不登校はひきこもりの原因の１つ

・長期欠席児童生徒へのアプローチ（支援員の配置）

⑤情報提供
・市民にひきこもり支援の理解を広げる 「社協だより」の特集

・ひきこもりの方へ支援資源を広く伝える広報活動

⑥就労支援
・ボランティア体験、生活支援サービス、

一般就労など多様な就労形態の創出

・市内社会福祉法人との連携による

社会貢献活動（体験の受入）

14
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ひきこもり支援センター
「ワンタッチ」の誕生！

〇専門の相談員が対応！
・２人の専任相談員

（社会福祉士・臨床心理士）

・電話、メール、訪問での相談

⇒５０人の対応
〇ひきこもりサポーターの養成
・理解ある市民が支援

⇒４０人のサポーター
〇居場所の創設
・気軽に立ち寄れる場所

⇒下半期に立ち上げ

15

市町村で設置は、
全国でも例のないセンター

ひきこもり支援センター相談実績

■相談者数■相談者数■相談者数■相談者数５０人
男性３８人（７６％）
女性１１人（２２％）
不明 １人

■対象者の年齢層■対象者の年齢層■対象者の年齢層■対象者の年齢層
１０～１９歳 ７人 １４％
２０～２９歳 １０人 ２０％
３０～３９歳 １４人 ２８％
４０～４９歳 ７人 １４％
５０～５９歳 ７人 １４％

６０～ ３人 ６％
不明 ２人 ４％

7
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ひきこもり支援等検討委員会

「ひきこもり支援センター『ワンタッチ』」の運営、事業の計画・推進
（支援者の養成、居場所の設置等）予算の執行、規定の制定等に
ついて審議する。

■開催頻度■開催頻度■開催頻度■開催頻度
隔月開催（奇数月）

■■■■構成メンバー構成メンバー構成メンバー構成メンバー
総社市民生委員児童委員協議会
総社市福祉委員協議会
総社市地域自立支援協議会
総社市生活困窮支援センター協議会
NPO法人あかね
吉備医師会
総社市（健康医療課・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）
備中保健所
学識経験者
ハローワーク
社会福祉協議会

ひきこもり支援等検討委員会

課題別ワーキンググループ会議の開催

■■■■支援者養成ワーキンググループ会議（隔月開催）
-サポーター養成講座等を企画実施

■事例検討ワーキンググループ会議（支援検討委員会と合同開催）
-個別支援事例について、協議検討

■社会参加ワーキンググループ会議（隔月開催）
-就労体験（ボランティア）、中間的就労、生活支援サービス、一般就労など多

様な就労形態の創出に向けて検討
-介護職員初任者研修の受講支援等、就労に向けた資格取得の支援を検討
-市内社会福祉法人との連携による社会資源の創出（社会貢献事業）につい

て検討する
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ひきこもりの方

総社市のひきこもり支援の取り組み

社会の一員として活躍

実数・実態把握 支援者養成

住民協力の調査

相談支援
訪問相談 情報提供

就労支援居場所

ひきこもりの定義

だれもが安心して暮らせる地域づくり

様々な支援を繋いで、地域生活を広げて！
19
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【座 談 会】 

「なぜ？いま、ひきこもり支援なのか？」 

 

     （座長）ひきこもり支援等検討委員会 委員長   西田 和弘 氏 

         ジャーナリスト             池上 正樹 氏 

         駒沢大学 文学部社会学科 准教授     川上 富雄 氏 

         総社市ひきこもり支援センターセンター長 中井 俊雄 
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