
令和３年度 第１回豊島区ひきこもり支援協議会 

 

                    令和 3年 7月 15日 19:00～20:00 

豊島区役所会議室 507～509 

 

開会 

 

 １ 挨拶【高際副区長】 

 

 

議題 

 

 

 ２ ひきこもりに係る支援の現状について 

・豊島区のひきこもり支援 

 

 

３ 各委員からのご意見等 

   ・ひきこもり支援専用ホームページについて 

   ・窓口及びホームページの名称 

 

 

４ 今後のスケジュールについて 

 

 

 ５ その他 

 

閉会 

 

 

○ 資料 

・資料 1-1 ひきこもり支援協議会設置要綱 

・資料 1-2 委員名簿 

・資料 1-3 豊島区のひきこもり支援 

・資料 1-4 豊島区におけるひきこもりに係る支援の取り組み 

・資料 1-5 ひきこもりホームページについて 

・資料 1-6 ホームページタイトルについて 

・資料 1-7 今後のスケジュール 

・豊島区未来戦略推進プラン 2021 将来像編 

参考：委員の皆様からの意見 

座席表 



所属 氏名

社会福祉 文京学院大学　人間学部　人間福祉学科　教授 中島　修

教育心理 東京学芸大学　教育心理学講座　准教授 福井　里江

家族会 ＮＰＯ　ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会　事務局長 上田　理香

支援団体 ＮＰＯ　ワーカーズコープ　事業推進本部　事務局長 牧野　斉子

医療 櫻和メンタルクリニック　院長 山野 かおる

弁護士 池袋市民法律事務所　所長 釜井　英法

高齢者 高齢者総合相談センター（包括）　ふくろうの杜センター長 深澤　雅世

第6地区青少年育成委員会　会長 根岸　幸子

民生委員・児童委員 山本　ナミエ

― 小杉　順二

― 小暮　和美

保健・医療 池袋保健所健康推進課　課長補佐 松川　君子

地域福祉 豊島区民社会福祉協議会　地域相談支援課長　 田中　慎吾

国 厚生労働省 大臣官房総務課広報室長（社会・援護局併任） 野﨑　伸一

東京都 東京都　福祉保健局生活福祉部地域福祉課生活支援担当長課長 小澤　耕平

豊島区 保健福祉部長 田中　真理子

豊島区ひきこもり支援協議会　委員名簿
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豊島区のひきこもり支援について 

 

 

１ 実態調査概要 

   (1) 対象  関係 10課及び関係団体 2団体（※1) 

    (2) 期間  令和 2年 10月～12月 

    (3) 定義  ・すでに相談に来ている方を対象に調査を実施。 

・義務教育修了後、仕事や学校に行かず、且つ家族以外の人 

との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひき 

こもっている状態。 

      (4) 対象  上記「定義」の状態で、15歳以上の方 

         ※ 個人情報保護の観点から、対象者が特定されないよう調査の回答は氏名 

や住所等は記載することを禁じている。 

※１ 

高齢者福祉課 
障害福祉課 

(東・西障害支援センター) 
介護保険課 

健康推進課 長崎健康相談所 生活福祉課 

西部生活福祉課 子ども若者課（アシスとしま） 子育て支援課（女性相談） 

豊島区民社会福祉協議会 

（ＣＳＷ） 

高齢者総合相談センター 

（8か所） 

福祉総務課 

(くらし・しごと相談支援センター) 

 

２ 結果概要 

〇 調査回答数     総数 225人 

【２-１ 当事者の状況】 

(1) 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 ひきこもり相談者の性別を見て 

みると、男性 68.9％に対し女性 

30.2％であり、比率として 7：3 

の割合となっている。 

資料１－３ 
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(3) 世帯構成及び相談者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 40代が 27.1%と最も多く、次に 

50代が 20.4%、30代が 17.3%、 

20代が 16.4%と続いている。 

 

〇 40代・50代の中高年の割合が全体 

の 47.5％と約半数で 20代から 

50代までで 81.2％と全体の 8割を 

占めている。 

〇 世帯構成では単身世帯が 39.1％に 

対し、同居世帯が 60.9％と比率は 

4：6の割合となっている。 

 

〇 また、最初に窓口に接触した相談 

者は「本人」が 46.2％と最も多く、 

次に家族が 40.4％となっており、 

本人・家族で相談が 8割を超えて 

いる。 

 

(2) 年齢層 
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(5) ひきこもり期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ひきこもりのきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 活動状況 

 

〇 すでに相談窓口へつながっている人も 

いるため、「乗物に乗り単独で外出」で 

きている状況にある方が 43.1％と最も 

多い。 

 

〇 一方で「自室から出ない」3.1％、「自宅 

から出ない」が 16.0％と、外出できな 

い方も一定数いる。 

〇 ひきこもり期間において 

「20年以上」の 15.1%と 

一番多い割合であった。 

〇 ひこもりのきっかけについては、「不明」が 52.0％と最も多い。 

 

○ 理由が明らかな項目としては、自身の障害が最も多く、次いで登校拒否、 

職場の人間関係と続く。 

不明 52.0% 

単位（件） 
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(7) 経済状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇 経済状況については、「家族の援助」が 35％と一番多く、次いで「年金」、 

「手当」となっている。 

 

家族の援助 35% 

単位（件） 
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【２-２ 相談者の状況】 

 

(1) 相談の主訴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主相談者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇「とにかく助けてほしい」という 

切実な訴えが全体の 55.6％と 

一番多い結果であった。 

 

〇 次に「仕事を見つけてほしい」が 

24.9％で、この 2項目で全体の約 

8割を占める。 

〇 一番多い年齢層は 40代で次に 

50代、60代と続く。 

 

〇 70代、80代も他年齢と同じ割合 

で、高齢の親からの相談もある。 
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３ 調査からわかったこと 

 

(1) 対象者は、40代・50代が多く、次いで若年者と続き、20代から 50代までで 

全体の 8割を占めている。 

(2) 相談窓口に来所する人は、本人である割合が高い。 

(3) 対象者の状態像においては、自室や自宅から出ないいわゆる完全なひきこもり型 

の人の割合は多くはなかった。 

(4) ひきこもった理由は、不明が 5割を超えており、なかなか悩みを言えない（言わ 

ない）傾向にある。 

 

 

４ 今後のひきこもり支援の取組みについて 

 

(1) 周知活動について 

・専用ＨＰの開設によりＳＮＳでの相談受付等 

・専用相談ダイヤルの設置 

・区報やその他様々なメディア媒体で周知活動を強化 

 

(2) 連携体制について 

  ・福祉包括化推進員体制の強化 

  ・複数課にまたがる相談を福祉包括化推進員部会にて対応する仕組み作り 

 

(3) 支援内容について 

    ・アウトリーチ支援員の配置 

  ・官民連携の支援体制作り 

  ・ひきこもり支援協議会の設置 

 

(4) 支援員の育成 

    ・福祉包括化推進員及び関係各課職員に対し、定期的な研修会・講演会を開催し、 

啓発に努める 

  ・講師は支援団体、学識者、専門家など各分野でひきこもり支援に携わる方を 

   お招きする予定 



【取り組み】

豊島区におけるひきこもりに係る支援の取り組み

時期 概要

令和２年４月 福祉包括化推進員の配置

令和２年１０月～１２月 ひきこもり支援の実態調査を実施

令和３年１月 ひきこもり支援の所管明確化

令和３年２月 ひきこもりに関係する部署の職員向け研修を実施

令和３年４月 福祉包括化推進員の配置（強化）

令和３年７月 ひきこもり専用相談窓口の開設

資料１－４
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TOPICS

ひきこもりセミナー 2021/05/13

参加者受付中
2021/06/15

Re：スタ WEBサイトオープン

　
2021/04/01

豊島区では、支援利用者に向けて

一人ひとりに向き合い、

あなたに合った支援のプログラムを

オーダーメイドできる支援事業を行ってます。

ひとつプラスすることで、色々な方向性に

導くお手伝いをいたします。

ご相談はこちらから

メッセージ 支援の特徴

多彩な支援メニュー 相談事例

支援団体の皆様 行政情報

就職氷河期世代等ひきこもり支援事業

T i t l e

｜メッセージ｜センターの取組｜支援団体の皆様｜行政情報｜みんなの「わ」ブログ｜相談事例｜ 

 |　サイトポリシー　|　個人情報の取り扱い　|　

 Copyright(C)2021 Toshima Support Center for Business. All rights reserved.

■ご利用時間／月～金　9：30～16：30（祝日、年末年始を除く）■ＴＥＬ／０３‐４５６６‐２４２７
■〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 ４F　 豊島区保健福祉部福祉総務課自立促進グループ MAP

みんなの「わ」BlogT i t l e



Page img01【メッセージ】

　コロナ禍が続き、人と人との直接的な接点が薄くなっているなか、ひきこもりの問題がとても

気になっています。

　ひきこもりは、全く他人事ではありません。以前は学校などのいじめが原因で、子どもがひきこ

もってしまう事例が主に取り上げられていました。

　しかし、現在は、どこで、何がきっかけで「外に出られない」「生きにくい」状況になるか、理由も

年代もそれぞれ。いつでも、だれにでも起こり得る問題となっています。

　そうしたなか、ひきこもる状況だけではなく、医療、介護、教育、就労、ハラスメントや虐待の問題など、ご本人やご家族を取り

巻くさまざまな課題を、横串を通してみる、その方に寄り添い、押し付けず対応する。まさに福祉の根幹が問われていると考え

ています。

　昨年、75歳以上の方全員へ往復はがきをお送りし、お困り事がないかお伺いしたところ、沢山の声をお返しいただき、「メッ

セージを届けたい相手に、しっかり届けること」の大切さを実感しました。

　家にひきこもり、悩みを抱える方々に、いかに区からの呼びかけに気づいていただけるか。内外の関係者と連携し、どれだけ

支援におつなぎできるか、これからが本番です。

　昨年７月、SDGs未来都市に選定され、「誰一人取り残さないまち」をめざす本区としては、ひきこもり支援を通じ、区の底力が

試されていると思いながら、関係部署総力を挙げて取り組みを進めているところです。

ご相談はこちらから

メッセージ

いくつもの課題に横串を通し連携する。

豊島区副区長 高際みゆき

　ホームページをご覧いただきありがとうございます。

豊島区は、SDGsの実現に向け、関係部署が総力を挙げひきこもりの当事者やご家族に寄り

添った支援に取り組んでいます。

昨年度、関係課及び関係団体を通じ、区の窓口に相談に来られた方を対象としたアンケート

調査を実施したところ、半数を超える方から「とにかく助けてほしい」と切実な訴えがありまし

た。

当事者やそのご家族は、それぞれ異なる経緯や事情を抱えていらっしゃいますが、そうした皆さんの共通した願いは、安心し

て過ごせる場所や自らの役割を感じられる機会を見出し、社会とのつながりを回復することではないかと思います。

そのためには、皆さん一人ひとりと時間をかけて寄り添う支援が必要です。

このホームページでは、様々な支援メニューをご紹介していきます。掲載する支援メニューは、皆さんの気持ちに寄り添いなが

ら、これから徐々に増やし、大きく育てていきたいと考えています。

このホームページが皆さんの心の扉を開き、解決の糸口が見つけ出すきっかけとなりますことを切に願っています。

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

豊島区区長 高野之夫

支援の特徴 多彩な支援メニュー

相談事例 支援団体の皆様 行政情報

就職氷河期世代等ひきこもり支援事業

T i t l e

｜メッセージ｜センターの取組｜支援団体の皆様｜行政情報｜みんなの「わ」ブログ｜相談事例｜ 

 |　サイトポリシー　|　個人情報の取り扱い　|　

 Copyright(C)2021 Toshima Support Center for Business. All rights reserved.

■ご利用時間／月～金　9：30～16：30（祝日、年末年始を除く）■ＴＥＬ／０３‐４５６６‐２４２７
■〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 ４F　 豊島区保健福祉部福祉総務課自立促進グループ MAP

みんなの「わ」BlogT i t l e



Page img02【特徴と構成】

支援の特徴

メッセージ 多彩な支援メニュー

相談事例 支援団体の皆様 行政情報

就職氷河期世代等ひきこもり支援事業

T i t l e

　支援の目的は自信回復です。本来

は誰しもが回復力を持っていますが、

その芽を息吹かせるだけの気力が失

われています。

　本支援は、上記4つの支援構成を

ベースに、“勇気づけ”でやる気の醸

成を、“体験”で力の裏付けをし、息吹

く力＝エンパワーメントを促していきま

す。

　支援利用者それぞれの状態像や周りを取り囲む環境は千差万別です。故に、Aさんには効果的であった支援が、B

さんにそのまま効果があるとは限りません。

一人一人ときちんと時間を掛け、向き合うことで、その人の生きづらさが浮き彫りになり、本当に必要な支援プログラ

ムのオーダーメイドが出来るようになります。一見、遠回りと思われるような厚い下支えが、結果としては自立への近

道となります。

支援構成

支援の特徴

体験就労

個別相談

セミナー

地域参加

自信回復
自己肯定感

特定の通所場所がなく、固定された時間割もない！
みなさまの状態に応じて、多様で柔軟な支援メニューを
その都度作成する

“オーダーメイド”の支援 を
ご提供することが特徴です。

特　徴

みなさまが納得するメニューで、みなさまのペースで
取り組んでいただきたい、その思いです。

体 験 就 労体 験 就 労 ボランティア
体 験

ボランティア
体 験

｜メッセージ｜センターの取組｜支援団体の皆様｜行政情報｜みんなの「わ」ブログ｜相談事例｜ 

 |　サイトポリシー　|　個人情報の取り扱い　|　

 Copyright(C)2021 Toshima Support Center for Business. All rights reserved.

■ご利用時間／月～金　9：30～16：30（祝日、年末年始を除く）■ＴＥＬ／０３‐４５６６‐２４２７
■〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 ４F　 豊島区保健福祉部福祉総務課自立促進グループ MAP

みんなの「わ」BlogT i t l e

ご相談はこちらから



Page img03【取組Ａ】

多彩な支援メニュー

メッセージ 支援の特徴

相談事例 支援団体の皆様 行政情報

就職氷河期世代等ひきこもり支援事業

T i t l e

　豊島区の当センターでは、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

個々に合わせたオーダーメイドの支援を展開するために

セミナー
コミュニケーション講座など
様々なセミナーを実施。学びの
体得に必要な興味や必要性を
得る機会。 就労準備支援から

ひきもり支援を特化

社会参加
レクリエーションを含めた部活
動や祭りなど社会に参加する
ことを楽しいと感じてもらう
機会を創出。

体験就労
自発的な「やってみたい」という
気持ちを第一に、一人一人の希
望に沿った企業を個別に開拓。

ボランティア体験
東大マックハウスの施設維持ボ
ランティアに参加し、同年代で
闘病する人の日記を読み、自身
の振り返りにも繋げる。

カフェ個別相談
区内のレンタルカフェを借り、
学校でも面談でもないリラック
スした空間で面談を定期的に
実施。

就労自体をゴールとしてしまうと、中々一歩が踏み出せないという方が多くいたことから、豊島区では社会参加支援も就労準備支

援事業の柱の一つとして大切にしています。

この支援では、とにかく社会に参加することを楽しいと感じて貰えるように、一人一人の楽しみを大切にして区のイベントに参加を

したり、自分たちで企画をしたりしています。

各取組についての詳細

ふくし健康まつり 地域参加 部活動 イベント「あうるすぽっと」

■社会参加

ご相談はこちらから
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履歴書講座 賃貸物件内見 調理実習 コミュニケーション講座

　学びの体得には、興味や必要性が重要になります。

そのため、ここでもオーダーメイドは大切な要素となっており、面談の中で出た需要をいかに拡大し、複数の参加者で共有できる

のかが鍵となります。

常に複数のアイディア持ち合わせ、適切なタイミングで開催をしていくことが運営のポイントです。

■セミナー

介護施設 うどん店 古雑誌の仕分け 自転車修理

　体験就労・職場見学は、あらかじめ用意された決め打ちの協力企業に相談者を宛て込むのではなく、個別の相談の中から芽生

える自発的な「やってみたい」という気持ちを第一に、一人一人の希望に沿った企業を個別に開拓していきます。

■体験就労
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相 談 事 例

支援の特徴メッセージ 多彩な支援メニュー

支援団体の皆様 行政情報

就職氷河期世代等ひきこもり支援事業

T i t l e

テレビで、役所に相談をして社会に出るきっかけを掴んだというひきこもりの方の特集を観

て電話をしてみた。

電車やバスに乗ると不安感で汗をかいたり、めまいがし、自分は社会で生きていくこと

はできなんだと諦めていた。

Case study 1

50 代 ・ 男性

【来所のきっかけ】

【状況と取組】

症状が精神的なものである可能性を知り、病院へ相談。治療をすることで乗り物に乗れ

るようになり、自信がついてきた。

今では自分の症状を理解して貰える職場で、仕事をすることが出来ています。現 在

人の役に立つ仕事に就きたいと思ったが、どうしたら良いか何も分からなかった。取り敢え

ず聞いてみようと思い電話をしてみた。

仕事で失敗が続き、自分に自信が無くなり、一歩が踏み出せなくなった。

Case study 3

40 代 ・ 男性

【来所のきっかけ】

【状況と取組】

就職活動で上手くいかない時にでも、愚痴を言ったりする相手が出来た。話をしている

うちに、失敗話が笑い話になったりすることもあり、挑戦をすることに前向きになれた。

フルタイムの仕事に就いて、自分で生活費を稼げるようになり、職場の同僚にも信頼され、仕事

が楽しいと思えるようになった。

現 在

仕事をしたいが、ブランクがあり、どこからどう活動したら良いか分からなかったのでHPを観

て電話をしてみた

同居の家族を亡くし、一人になって社会から孤立してしまった気がする。

Case study ２

50 代 ・ 女性

【来所のきっかけ】

【状況と取組】

何かあれば気軽に相談できるようになり、孤独感が減って勇気が湧いてきた。

地域の活動にも顔を出すようになり、社会に繋がっている安心を得られた。現 在

ご相談はこちらから
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眠れないことを誰かに相談したい。大雪の日、今日なら人も少ないのではないかと思い、家

族に付き添ってもらって来てみた。

容姿に自信がなく、人の視線が自分を馬鹿にしているように見えて、怖くて外を歩くこと

なんてできなかった。

Case study 4

30 代 ・ 女性

【来所のきっかけ】

【状況と取組】

自分が出来る環境の仕事を作って貰い、短い時間から仕事を開始することができるよう

になった。いつかは正社員で働けるかもしれないと信じられるようになってきた。

何とかしたい思いを母親に伝えた。母親がそのことを気に掛けてくれ、調べて相談をしてく

れた。

何となく仕事を辞めてから家にいて、ゲームをしているうちに何年も経って、仕事へ応募

がしづらくなって焦りだけが募っていた。

Case study 5

20 代 ・ 男性

【来所のきっかけ】

【状況と取組】

高校を中退していることがコンプレックスだった。諦めていた勉強に一緒に取り組んで、

高卒認定試に挑戦。

家に来られると近所の人に見られて困ると言ったら、家の近くの公園で話を聞いてくれ

た。ぼさぼさで切るとき笑われるかもしれないと不安だった散髪に一緒に来てくれたり、

服を買いに行くのも付き合ってくれた。

学ぶことに自信が着いたので、頑張って勉強をして公務員になった。

外に出られないことを伝えると、家まで来てくれて、外に出たいと思えるまで一緒に寄り

添って待ってくれた。買いに行きたいけど諦めていた、好きなアーティストのCDを買いに

一緒に行ったり、少しずつ外に出る練習を一緒にするうちに、一人でも外に出られるよう

になってきた。

現 在
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メッセージ

支援団体の皆様

支援の特徴 多彩な支援メニュー

相談事例 行政情報

就職氷河期世代等ひきこもり支援事業

T i t l e

NPO法人　楽の会リーラ

社会福祉法人 やまて福祉会

一般社団法人 SCSカウンセリング研究所

■その他 東京都の民間支援団体はコチラから■

　東京都では、「ひきこもり等の若者支援プログラム」に沿った支援事業として、都の登録制度に登録した事業を、適正かつ継続

的に実施するＮＰＯ法人等を「登録団体」とし、また「ひきこもり等の若者支援プログラム」に沿った支援事業に取り組んでいるＮＰ

Ｏ法人等を「研究団体」としてご紹介しています。

　豊島区の支援団体をご紹介すると共に、東京都のサイトにもリンクしましたので、ご参照ください。
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行 政 情 報

支援団体の皆様

メッセージ 支援の特徴 多彩な支援メニュー

相談事例

就職氷河期世代等ひきこもり支援事業

T i t l e

厚生労働省は「ひきこもり」の状態ついて定義を示しています。

　「ひきこもり」とは仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、６か月以上続けて自宅にひきこもってい

る状態を「ひきこもり」と呼んでいます。

　「ひきこもり」は、単一の疾患や障害の概念ではなく、様々な要因が背景になって生じます。ひきこもりのいる世帯数は、約３２万

世帯とされています。

　くわしくは、こちらをご覧ください。⇒https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000554777.pdf

　また、内閣府では、ひきこもりの相談窓口など紹介しております。

⇒https://www8.cao.go.jp/youth/soudan/index.html
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窓口ネーミング及び専用ＨＰタイトル（案） 

 

１．ポノポノ～ありのまま～ 

  意味：思いやり、優しさ、楽しさ、嬉しさ、喜び、尊重する、 

応援する、信頼する、許す（ハワイ語） 

 

２．オハナ～ありのまま～ 

  意味：精神的に支えあう家族や仲間（ハワイ語） 

 

３．ラシク～ありのまま～ 

  意味：自分らしく生きよう。自分をＬａＳＥＥＫする。 

 

４．ナナイロ～ありのまま～ 

  意味：色と同じように、みんなと同じである必要はない。 

自分らしく生きよう。 

 

（組み合わせ：例） 

としま〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇インフォメーション 

  〇〇〇〇〇ステーション、〇〇〇〇〇プラットフォーム 

  相談窓口〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇センター 

資料１－６ 



7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

広報・周知

ひきこもり支援

協議会

ネットワーク

協議会（部会）

【官民連携】

支援実施

福祉包括化

推進員部会

【今後のスケジュール】

8月1日

【本格実施】

専用ＨＰ

【検証⇒改善】

7/15 第１回

協議会

≪ゴール：豊島区の地域性も踏まえ、ひきこもり支援に係る広報・アプローチ方法・支援内容等について手法を見出すこと≫

〇任期３年 〇委員１６人 〇各年度において支援方針・手法や事例等をとりまとめること

9月21日 第２回

協議会

毎月開催⇒事例検証取りまとめ

アウトリーチ支援員と関係窓口の連携強化（民生委員・ＣＳＷ・支援団体との連携強化）

広報としま特集

号（全戸配布）

12月17日 第３回

協議会

【本格実施】

専用ダイヤル

【検証⇒改善】

第１回

協議会

第２回

協議会

とりまとめ

7月1日

アウトリーチ支援員 支援開始

資料１－７


