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　まずは、家族から「おはよう」「おやすみ」といった日常的なあい
さつや、本人の体を気づかっているということなどを伝えてみまし
ょう。それがきっかけになって、お互いにずいぶんと気が楽になるこ
とがあります。
パソコンの設定やビデオの予約など、本人の方が詳しい世界もあ
るでしょう。家族が教えてもらうという形をとってみるのも自然で、
意味のあることです。
また、パソコンやテレビゲームを行っているのであれば、「何のゲ
ームしているの？どうやるの？」など、本人の興味のあることを話題
にするのも一つでしょう。
たとえ、返事が返ってこなくても続けてみると、お互いの不安な気
持ちも減ってくるものです。
食事を一緒にとっていない場合や本人と会話ができない場合で
も、伝えたいことを「何かほしいものはない？」など、一言書いたメモ
を置いてコミュニケーションのきっかけにするのもよいかもしれま
せん。
「ひきこもり」という問題に、家族それぞれが真剣に悩んでいるの
ですから「応援している」ということを「見せる」のが、初めの一歩と
言えるでしょう。

会話が生まれてくると、お互いに相手への期待も高まってきます。
『意味のあることを言わなくては』『こころの奥の気持ちを聞いてや
らなくては』などと頑張らずに、今、生まれているコミュニケーショ
ンを大切にしましょう。
声かけは多少不自然になってもよいのです。『本人と話したい』と

いう家族の気持ちが本人に伝わることが大事です。積極的に行いま
しょう。
たとえば、「仕事に行ってくるよ」「ご飯よ」「お風呂に入る？」「今

日、イチローがホームラン打ったんだって」など、日常的な言葉かけ
やテレビやスポーツの雑談など、うるさがられない限りは、こちらか
ら言葉かけをしてみましょう。
批判的な印象を与えない方法として、「あなたは○○だからよくな

い」ではなく「私はあなたが○○して（しないで）くれるとうれしいと
思う」というような言い方をしましょう。

コミュニケーションが大切です55
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１）まずは、きき上手になりましょう

◆

◆

◆　

◆　

２）本人の気持ちに添った言葉かけをしましょう

本人の自尊心を高めるためにも、本人の気持ちに添った言葉かけ
をしましょう。
たとえば、「つらかったんだね」などの一言でもよいのです。
つらい気持ちを受け止めてもらえることは、本人の安心感につな

がります。
次に大切なのは、「相談したいことがあったら言って」「相談したい

ことがあったら力になるから」といった言葉かけです。
本人が相談したい気持ちになった時は、ゆっくり、しっかりと本人

の話を聴きましょう。

誠意を持って、うなずいたり、あいづちを打ったりして、真剣に
聴いていることを示しましょう。
本人の話を途中で遮ったり、本人の言葉を奪って話し始めたり
しないようにしましょう。

本人の話に反論しないこと。
家族が本人を理詰めにして反論したり言い負かしてしまうと、
どちらもが感情的になって喧嘩してしまったりするかもしれ
ません。
あくまで、本人の話を聴くことに重点を置きましょう。

本人が家族を非難する場合も、たとえ本人の誤解であったとし
ても、まずは訂正しないでおきましょう。
内容の正しさは問題ではありません。怒りや苦しみを家族にぶ
つけてしまう本人の気持ちを汲み取ろうとする姿勢でいった
んは耳を傾け、本人が「家族に自分の思いが伝わった」と実感で
きることが大切です。

回復過程で、本人が「何かをしてみようかな…」という気持ちを
持ち始めているようなら、本人の思いを聴きながら、情報提供
や今後のことについて、あせらず一緒に考え、話をしてみるの
もよいでしょう。
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ひきこもりという状態は、挫折体験や色々な要因でエネルギーが
低下しています。エネルギーを蓄えるためにひきこもっている場合
も多くあります。

本人の状況を理解し、現在ひきこもっている状態を受け入れるこ
とは、本人が安心できる環境をつくるという点で大切です。
しかし、本人のことを《完全に》理解すること、状態やあり方を《す

べて》受け入れるということにはやはり限度があります。
過度の金銭要求や家庭内での暴力、迷惑な行為に関しては、受容に

も限度があるといってよいでしょう。

受け入れられないものは「受け入れられない」と、きちんと言うこ
とも大切です。

そのようなことで家族が困っている場合は、我慢せずに相談機関
に相談して、対応を決めていくことが大切です。

人はついつい、できていないことの方に目がゆきがちです。
本人のよい点、何か役に立っている行動・できているちょっとし
たことを探し、本人のよいところがあると気づいたら、それをちゃん
と伝え、表現し、教えてあげること、が大切です。

たとえば、『洗濯物を取り込んでくれた』『お風呂の栓を抜いてくれ
た』『ゴミを出してくれた』などしてくれたら、意識的に「ありがとう」
「助かったわ」と伝えてみましょう。言葉だけでもよいのです。

こちらの嬉しい気持ちを伝えることで、本人は相手に喜んでもら
えたことに満足感を持つことができるでしょう。

自分が周囲の人にとって役に立っていると感じる時、自分は価値
がある、つまり自分自身を大切に思える気持ち、「自尊心」を持つこと
ができます。そこから『できることから始めてみよう』というプラス
の気持ちや、勇気も出てきます。

３）意識して「ありがとう」と伝えてみましょう １）受け入れられないこともあります

家族にも「できないこと」があります66
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第三者を介入させる　　　
家庭のなかだけで起こる暴力であるため、家庭の風通しをよく

することが大切です。家族が人付き合いを活発にして自宅に人が
訪ねてくるようにしましょう。
暴力が起こった場合は、暴力の直後に警察に来てもらいましょ

う。
本人の恨みを買って暴力がエスカレートしないようにするため

には、「暴力は断固拒否する」という一貫した態度を保ち、あるレベ
ルまで達した暴力には必ず警察を呼ぶようにしましょう。

場合によっては、自宅から避難する
避難先は、実家・ホテル・ウィークリーマンション・女性シェ

ルターなどがあります。やみくもに避難しても効果は期待できま
せん。逃げるタイミング、避難中の連絡、戻るタイミングが重要で
す。

器物破損について
器物破損という非言語メッセージに込められた本人の言い分を

聴こうとこころがけましょう。
  「いけないことだ」というのではなく「そういうことをされる

と悲しい」という家族の気持ちを伝えましょう。

ひきこもっていると、「～がしたい」「～がほしい」「～が食べたい」
という欲求がなくなってくることがあります。
そのため、小遣いをほとんど使わなくなり、家族も小遣いを与えな
くなります。それは、さらなる欲求や意欲の低下を生むことになり、
他の人との交流や、社会参加についても意欲がなくなります。

ひきこもっている（怠けているかのような）本人に小遣いをやるこ
とは、「甘え」を助長するのではないか、と不安に思われるかもしれま
せんが、小遣いは、本人の要求や、外の世界との交流を実現するため
に必要なもの、と言えます。
本人にとって、小遣いは大切なことです。

逆にインターネットで高額な買い物をしたり、家族に高価な品物
を買うように要求したりする場合もあります。

小遣いの額と使い方についてはルールが必要です。

２）金銭の扱いについて ３）家庭内暴力への対応

◇

◇

◇
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本人だけでなく、家族も心配やあせりなどから、疲れきってしまっ
ていることがしばしばあります。そして、その疲れが家族の生活にも
さまざまな影響を与えています。
下の項目にあてはまることがあったら、疲れすぎ・エネルギー不
足のサインかもしれません。

人づきあいが減る・世間の目が気になる
子どものひきこもりはすべて自分の責任だと感じてしまう
色々な援助の試行錯誤がうまくいかず、途方に暮れてしまう
将来の設計がたたないので、不安
楽しみにしていた趣味の活動もやる気がしない
よく眠れない
食欲がない

＊家族が少しゆったりでき、元気を取り戻すことも大切です！

ひきこもりの問題は、本人が家族を巻き込みます。家族は疲労困ぱ
いし、気持ちの面でも社会から孤立してしまいがちです。
家族が心配で過保護・過干渉になったり、本人の支配的な言動に

従ったり、逆に本人に拒否的・批判的になったりすることは、家族自
身の、「柔軟さ」をうばうことにつながっていきます。
本人がリラックスできる環境をつくることは、本人だけでなく、家

族自身が、本来のエネルギーを取り戻すことが役立ちます。

まずは、家族自身がリラックスすることを考えて、家族それぞれが
自分の生活を大切にして、楽しむことが大切です。
本人がひきこもっているのに…、と家族もまた、ひきこもりがちに

なっていませんか？

たとえば、家族が積極的に出て生活を楽しむことで、家の風通しを
よくなり、色々な情報を得ることもできます。そのうちに、さまざま
な選択肢があることが本人にも伝わり、解決の糸口につながるかも
しれません。

２）家族自身が生活を楽しむ「ゆとり」を持って１）家族自身が疲れてしまっていませんか

家族自身の生活も大切です77



２．生活困窮自立支援
　　■生活困窮者 自立相談支援窓口（区役所内）
　　　　　　　　月～金曜日　９時～17時30分（祝日、年末年始を除く）

各区相談担当の直通電話番号

06ー6313ー9968
06ー6882ー9968
06ー6464ー9968
06ー6466ー9968
06ー6267ー9968
06ー6532ー9968
06ー6576ー9968
06ー4394ー9968
06ー6774ー9968
06ー6647ー9968
06ー6478ー9968
06ー6308ー9968
06ー4809ー9968
06ー6977ー9968
06ー6715ー9968
06ー6957ー9968
06ー6930ー9968
06ー6915ー9968
06ー6622ー9968
06ー6682ー9968
06ー6694ー9968
06ー4399ー9968
06ー4302ー9968
06ー6659ー9968

06ー6809ー2814
06ー4800ー4800
06ー6468ー6340
06ー6466ー9530
06ー7507ー1487
06ー6538ー6400
06ー6576ー9897
06ー4394ー9925
06ー6774ー9937
06ー6536ー8861
06ー6471ー8222
06ー6195ー7851
06ー6320ー0231
06ー6977ー9126
06ー6717ー6565
06ー6953ー2380
06ー6936ー1181
06ー6913ー7060
06ー6622ー9795
06ー6682ー9824
06ー6654ー7763
06ー6621ー3011
06ー6700ー9250
06ー6115ー8070

北
都　島
福　島
此　花
中　央
西
港

大　正
天王寺
浪　速
西淀川
淀　川
東淀川
東　成
生　野
旭

城　東
鶴　見
阿倍野
住之江
住　吉
東住吉
平　野
西　成

地域保健活動担当 自立相談窓口
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ひきこもっていることにより、勉強、仕事、友人関係や将来の進路
などが不安になることがあります。また、家庭内暴力や精神疾患な
ど、特別の対応が必要になる場合もあるでしょう。
このような時には、問題が大きくなる前に、相談機関に行くことを
おすすめします。本人や家族の状況に応じ、さまざまな相談方法があ
りますので、気軽に相談をすることができます。

相談機関・社会資源88

１．精神保健福祉関連相談
　　■大阪市こころの健康センター（大阪市ひきこもり地域支援センター）
　　　「ひきこもり電話相談」
　　　　　　　　月～金曜日　１０時～１２時（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　　TEL：06－6923－0090

公的相談機関

　　■各区保健福祉センター（地域保健活動担当）
　　　「精神保健福祉相談」
　　　　　　　　月～金曜日　９時～17時30分（祝日、年末年始を除く）
　　　　（電話・面接・訪問での相談が可能です）



３．発達障がいの方の相談機関
　　■大阪市発達障がい者支援センター「エルムおおさか」
　　　　　　　　月～金曜日　９時～１７時（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　　TEL：06－6797－6931

4．知的障がいの方の相談機関

　　

■大阪市こども相談センター
＜18歳未満の方＞

＜18歳以上の方＞

　　　　月～金曜日　９時～17時30分（祝日、年末年始を除く）
（下記の4区を除く20区にお住まいの方）

　　　　　　　　TEL：06－4301－3100
　　■大阪市南部こども相談センター
　　　　　　　　　
　　　　　　　　月～金曜日　９時～17時30分（祝日、年末年始を除く）

（阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区）

　　　　　　　　TEL：06－6718－5050

　　

■大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター
　　　　　　　　　
　　　　　　　　月～金曜日　９時～17時30分（祝日、年末年始を除く）

（“はーとふる”ぷらざ）

　　　　　　　　TEL：06－6797－6562

5．不登校・教育関連
　　■大阪市こども相談センター（18歳未満）
　　　　「総合相談窓口」

　    月～金曜日　9時～17時30分（祝日、年末年始を除く）
　　TEL:06－4301－3100
「24時間子どもSOSダイヤル」
　　TEL:0120－0－78310

6．就労支援関連

　

　■大阪市「しごと情報ひろば」
　　　　◇ 職業相談・紹介
　　　　◇ キャリアカウンセリング
　　　　◇ 職業適性検査
　　　　◇ 各種セミナー

　　　

「しごと情報ひろば」天下茶屋
　　TEL:06－6655－5971
　　月～金曜日　9時～17時30分（祝日、年末年始を除く）　　
　　　　　　　
「しごと情報ひろば」西淀川
　　TEL:06－6476－5753
　　月～金曜日　9時～17時30分（祝日、年末年始を除く）

「しごと情報ひろば」平野
　　TEL: 06－6769－6071　
　　月～金曜日　9時～17時30分（祝日、年末年始を除く）
　
「しごと情報ひろば」クレオ大阪西・マザーズ
　　TEL:06－6467－5145
　　06－6467－6067(女性専用ダイヤル)　
　　火～金曜日　9時30分～18時
（祝日、年末年始、クレオ大阪西の休館日は休み）
※天下茶屋と西淀川、平野は
　ハローワークコーナーを併設しています。
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　■「OSAKAしごとフィールド」
　(「エル・おおさか」(大阪府立労働センター)本館2階・3階)
　　TEL:06－4794－9198
　　相談時間：月～金曜日　10時～20時（19時受付終了）
◇キャリアカウンセリング
◇セミナー・イベント・職場体験
◇パソコン・作業スペース
◇書類添削・面接特訓
◇大阪東ハローワークコーナー　10時～18時30分
◇保活相談・一時保育サービス
　10時～17時30分（16時30分受付終了）

　■「大阪府地域若者サポートステーション」
　(OSAKA仕事フィールド内)
　　対象：現在仕事についていない15歳～49歳の
　　　　　働くことに悩みを持つ片
TEL：06－4794－9200
相談時間：月～金曜日　10時～16時
 　　第3土曜日　10時～16時
 　　　夜間相談　17時～20時（b不定期）
※予約・問い合わせ受付時間　9時30分～18時
◇個別相談（キャリアカウンセリング）
◇仕事体験
◇グループワーク・セミナー

■大阪市地域就労支援センター
　　　　問合わせ電話番号:0120－939－783(月～金曜日、10時～17時)

実施場所:本部及び一部区役所にて巡回相談
◇職業適性検査
◇コミュニケーション能力向上のためのグループワーク
◇履歴書の書き方・面接の受け方等の相談
◇ハローワーク、事業所・企業の面接会場への同行支援
◇就労支援イベントの実施

■大阪市若者自立支援事業「コネクションズおおさか」
　（大阪市地域若者サポートステーション併設　※　）　　　　

対象：15～39歳で仕事に就いていない若者、及びその保護者
TEL：06－6344－2660
相談時間：火～土曜日　11時～18時30分（18時受付終了）
ただし、第3金曜日は11時～20時30分（20時受付終了）
相談事業
社会参加体験プログラム
（コミュニケーション講座・社会体験・仕事体験 など）

※令和2～4年度については、現在仕事についていない
　40～49歳の働くことに悩みを持つ方も対象
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「ひきこもりかな？」と思ったら
～家族のためのパンフレット～
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このパンフレットは、「ひきこもり」に苦しめられている本人や、

「ひきこもり」に不安にさせられたり、

イライラさせられたりしている家族や周囲の方が、

新しい工夫のきっかけを見出すためのヒントとなるように…

という思いから作成しました。

「ひきこもり」からの回復の道のりに役立てれば幸いです
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