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１.研究目的

平成 25 年度から厚生労働省のひきこもり対策推進事業の拡充によりピアサポートを含む「ひきこ

もりサポーター」養成研修・派遣事業が導入されてきた。これは平成 21 年度から整備されてきたひ

きこもり地域支援センターが中核となって研修による養成や研修修了者の情報管理と提供を行い、実

施主体である市町村からひきこもり当事者やその家族に対して派遣を実施する事業である。派遣後は

その相談内容等を市町村に報告すると同時に活動費の補助支給や必要に応じて助言・指導をもらうシ

ステムとなっている。ひきこもり対策推進事業実施要領では地域に潜在するひきこもりを早期に発見

し、適切な支援機関に早期につなぐことで、ひきこもりからの脱却の短期化を目指す。また、サポー

ターによる対象者へのきめ細やかで継続的な相談支援によって、ひきこもり本人の自立を推進し、対

象者の福祉の増進を図ることを目的とすると述べられている。

さらに「ひきこもりサポーター」養成研修の対象者は特に資格要件を定めないひきこもりに関心の

ある広範囲の人たちとしているが、実際はピアサポートを含むとあえて注釈されているように、さま

ざまなひきこもり経験を有する当事者に対する期待度は大きいことが伺えられる。

しかし、市町村が求める主たる「ひきこもりサポーター」の派遣事業内容は「訪問支援」である。

ひきこもりの高年齢化に伴う早期発見と親亡き後の生活「危機介入」など高度な専門性を有する個別

支援がねらいとして含められており、ピアサポートの実践的価値や実践上の位置づけに関する議論が

十分行えていない現状では、ピアサポートの実践的価値が無視され、わからないまま都合よい人員活

動として使役されてしまいかねない危惧も見られる（岡部,2015）。
また、研修内容についても「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」などを参考に講義や

グループワークのスタイル等を活用する（社会・援護局関係主管課長会議資料,2015）という提示に

留まり、その具体的な養成研修プログラム内容については明確に示されてはいない。「ひきこもりサポ

ーター」養成研修・派遣事業の予算については、都道府県、福祉事務所を設置する市町村 1 自体あた

り養成研修に上限 50 万円、派遣事業に上限 80 万円国庫補助基準額が設定されそれぞれ二分の一を実

施主体である各自治体が負担することになっており、こうした公費が有効活用できる研修のありよう

が問われている。全国的に「ひきこもりサポーター」養成研修・派遣事業が開始されてすでに 3 年を

経過しているが、養成がそれほど広がっているとはいえず、派遣活用数に至っては多くないのが実態

である。

そこで本研究ではサポーターの中でもあえて注釈されているピアサポートに着目して当事者の立ち

位置からひきこもりサポーターの養成研修・派遣事業あり方を再検討することを目的に実施した。

２.研究の視点及び方法

本研究の視点は、ソーシャルワークの当事者の力を重視し、主役はあくまでも当事者であり、その

主体性が果たす役割を認識しながら人々のためにではなく、人々とともに働く（日本社会福祉教育学

校連盟・社会福祉専門職団体協議会訳 ,2014）ことに立脚し、当事者が求める支援ニーズを第一に把

握する質問紙による郵送調査方法を取り入れた。対象は北海道内の当事者会や家族会、ひきこもり地

域支援センターなど 90 箇所に全 26 項目の調査票を配布しそこに関係する当事者を対象に平成 2x 年

8 月～9 月までの期間実施、同年 10 月までに回収集約された有効調査票（68 人）は統計ソフトウエ

ア秀吉 Dplus for Windows2011 を用いて解析を行った。また自由記述についてはテキストマイニン

グ手法トレンドサーチ 2015 により分析した。可能な限り在宅のひきこもり当事者本人が回答するよ

う努め、これが難しい場合には家族等が本人に代わって回答した。なお、本研究は平成 28 年度公益

財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金【D.調査研究】採択のもと実施した。

３.倫理的配慮

一般社団法人日本社会福祉学会研究倫理指針に従う。特に本研究では第 2 指針内容 C に関係して本

人や家族の了解のもと特定の地域や個人が特定されないよう配慮して行なった。

４.研究結果

まず回答者 68 人の属性全般から見てみよう。回答者で一番多かったのは当事者本人に代わって回答した

父母 34 人（50.0%）で全体の半数を占め、次いで当事者本人が 29 人（42.6%）、少数であるが、その他具体

的には元当事者が3人（4.4%）、兄弟姉妹、祖父母がそれぞれ1人（1.5%）となった。当事者の性別では男性

50人（73.5%）、女性 17人（25.0%）、その他（具体的には無記入）、不明N.Aが各1人（1.5%）の結果となり、

うち当事者の男性が複数人いる家庭が 2 世帯（2.9%）あった。当事者の平均年齢は 35.29 歳で、もっとも多か

った年齢階層は 30 歳～35 歳未満 21 人（30.9%）で、次いで 35 歳～40 歳未満 12 人（17.6%）、40 歳以上

も 21 人（30.9%）、うち 55 歳以上も 2 人（2.9%）に達し高年齢化が顕著となっている。

また支える家族の年齢では、父親の平均年齢は65.52歳、母親の平均年齢は 63.30歳となり、75歳を超え

る後期高齢者の父親も 5 人（7.4%）、母親も 2 人（3.0%）存在する結果となった。また、なかには、甥や弟が支

え手になっている現状もあった。

居住地域では札幌市内 24 人（35.3%）に対して札幌市外 44 人（64.7%）となり、函館市や紋別市、北見市

など札幌市から 200 ㎞以上離れた地域や町村郡部など人口規模の大きい都市部ではない地方都市でのニ

ーズが高かったことが伺えられた。さらにこれに関連して世帯状況では、親との同居47人（69.1%）が全体の 7
割に達し高齢家族が支えている現状となり、一人暮らしは6人（8.8%）に留まった。兄弟姉妹と同居している当

事者はなく、その他 5 人（7.4%）、三世代同居 4 人（5.9%）、不明 N.A6 人（8.8%）となった。その他の内訳とし

てはグループホーム、自立訓練入所施設、シングルマザー（ひとり親家庭）のほか、祖父母・親・姉妹・甥とい

った多家族形態も見られた。

当事者本人を支える世帯の年間所得については 200 万～300 万円が 25 人（36.8%）ともっとも多く、年間

所得 200 万円以下も 13 人（19.1%）と全体の約 2 割を占め、世帯の年金生活者が目立つ。

当事者本人の最終学歴では、高校卒 19 人（27.9%）で多く、次いで中卒 15 人（22.1%）、専門学校・短大

卒 14 人（20.6%）、大学卒 13 人（19.1%）、その他（具体的には大学中退など）8 人（11.8%）、不明 N.A.1 人

（1.5%）と続き、大学院卒はいなかった。当事者本人の現在の生活状況については、無職 44 人（64.7%）がも

っとも多く、その他 14 人（20.6%）、パート・アルバイト 9 人（13.2%）、正規労働 3 人（4.4%）、学業専念 2 人

（2.9%）不明 N.A.1 人（1.5%）であった。もっとも多かった無職の年数では 15 年～20 年未満 13 人（19.1%）

が一番多く、5 年～10 年未満 10 人（14.7%）、10 年～15 年未満 6 人（8.8%）、～5 年未満 5 人（7.4%）、25
年～30 年未満 4 人（5.9%）、20 年～25 年未満 3 人（4.4%）、35 年～40 年未満 1 人（1.5%）と続き、40 年以

上 1 人（1.5%）もあり、無職の平均年数は 14.02 年であった。また無職ではあるが障害者就労継続支援施設

や中間労働、作業所、自営業、障害年金と回答するものがあった。

当事者本人の現在の社会交流状況については、家族だけと交流24人（35.3%）がもっとも多く、次いで誰と

も交流しない、誰とでも交流する、その他がそれぞれ 13 人（19.1%）、コンビニ等買い物のみ 11 人（16.2%）、

特定の親しい友人との交流 9 人（13.2%）、インターネットで知った人との交流 4 人（5.9%）、不明 N.A.3 人

（4.4%）であった。その他の内訳としては、デイケア、趣味サークルを通じた友人などがあった。

当事者本人の社会サービス利用状況では、医療機関 26 人（38.2%）ともっとも多かった一方で利用実態が

よくわからない不明 N.A.16 人（23.5%）も次に多かった。相談機関 15 人（22.1%）、就労支援機関、NPO 団

体、当事者会がそれぞれ 12 人（17.6%）、その他（具体的には家族会）9 人（13.2%）、デイケア・ナイトケア 5
人（7.4%）、スホーツクラブなど趣味団体2人（2.9%）、学校機関1人（1.5%）と続き、フリースクールと回答した

人はいなかった。



次に以上のような回答者の属性全般を理解したうえで、ピアサポート活動の設問について見ていこう。不登

校やひきこもり体験など苦労を共にしてきた人たちのピアサポート活動を行うことについては、とてもよい 36 人

（52.9%）、よい 23 人（33.8%）を合わせると 86.7%に達し、これら回答者に対してピアサポートを行う際に受け

てみたい支援内容を質問したところ、相談支援（話し相手）40 人（58.8%）と全体の半数以上を占め、続いて

情報提供 24 人（35.3%）、当事者主導の居場所支援 19 人（27.9%）、絵葉書によるアウトリーチ支援、家族支

援各16人（23.5%）、家庭訪問支援15人（22.1%）、外出の同行支援、専門職との協働支援各11人（16.2%）、

学習会講師 7 人（10.3%）等となった。ピアサポートの支え合う活動として望ましいと思われる形態については、

いくつかの形態を試みて、できるだけ相性のよいピアサポーターが対応するが 30 人（50.0%）と全体の半数、

できるだけ経験年数の多い信頼のおけるピアサポーターが対応するが 24 人（35.3%）、当事者本人に対して

は同性で年上のピアサポーターが対応するが 17 人（25.0%）と上位を占めた。ピアサポート活動を行っていく

際に、重要だと思われる事項については、自分の価値を当事者本人に押し付けないが 48 人（70.6%）ともっと

も多く、次いで守秘義務 41人（60.3%）、さりげない伴走的なかかわり 32人（47.1%）、当事者本人への説明と

同意 22 人（32.4%）、当事者本人の感情に巻き込まれない距離感の保持 21 人（30.9%）、公私混同とならな

い立場を弁えた活動 20人（29.4%）、評価や指導はしない 14人（20.6%）、セルフケア（自己ケア）に心掛ける

13人（19.1%）、スーパービジョン 12人（17.6%）等となった。ピアサポート活動の強みとしては、同様な立場に

あるものとしての共感性 51人（75.0%）、苦労を分かち合える感受性 28人（41.2%）、同じ仲間としての対等性

25人（36.8%）、専門性とは異なる敷居の低さと親近感 23人（33.8%）が上位を占め、専門職とは異なる「当事

者性」がピアサポートの強みとして挙げられた。

しかしその一方では、今後改善点も指摘された。対話が難しい当事者との関係性づくり 38 人（55.9%）との

回答者が全体の半数を占め、次いで重くのしかかる負担や責任 27 人（39.7%）、当事者や親との考えの不一

致、地域にある社会サービスの理解不足、定期的な専門職を交えたケーススタディ体制の未整備がそれぞれ

17 人（25.0%）を占めた。サポーター養成研修・派遣事業を実施するにあたり必要不可欠な内容という

設問では、具体的な援助技術方法の習得 35 人（51.5%）と回答したものが多く、次いで支援困難な事

例検討会 23 人（33.8%）、制度政策などの専門知識の学習 22 人（32.4%）、ロールプレイによる学習

17 人（25.0%）、グループワークによる演習 16 人（23.5%）、そしてピアサポートの価値倫理による

理念体系 15 人（22.1%）の順となった。ひきこもりサポーターを一般市民や家族等にも広げる意見に

ついては、なんともいえない 38 人（55.9%）がもっとも多く、続くあまりよくない 5 人（7.4%）を

含めると、全体の 63.3%となり、とてもよい 9 人（13.2%）、よい 13 人（19.1%）の合計 32.3%を大

きく上回る結果となった。当事者以外の人がピアサポートになることに対して肯定的に回答した人た

ちの理由である自由記述（FA）回答でみると【偏見】をなくすためにも【多様性】は必要である意見

が導き出された。これに対して当事者以外の人がピアサポートになることに疑問をもつ理由である自

由記述（FA）回答では【一般市民】への【恐怖】もあり【ひきこもり】をよく【知る】【当事者】と

【寄り添う】【サポート】ができる【ピアサポート】の【適性】のある人が担うほうがよいとする意見

がカテゴリーとして生成された。今後、ピアサポートがそれぞれの地域のなかで定着して、さらに発展して

いくためには何が必要かについては、一人で抱え込まないようなチーム体制 46人（67.6%）と回答する数が半

数以上に達し、複数人でピアサポート活動を実施する必要性が多く出され個々のピアサポーターの体調に見

合った働き方がもっとも当事者本人が望むところであった。また今後期待される専門職との有効的な協働 30
人（44.1%）や心身の無理のない、個々のピアサポーターの体調に見合った働き方26人（38.2%）に次いで実

働に見合う賃金・報酬の確立 22 人（32.4%）が出された。さらにスキルアップに必要な継続研修受講システム

19 人（27.9%）やピアサポートの社会的認知やポジションの理解啓発 19 人（27.9%）の理解啓発、個々バラバ

ラに展開しているピアサポートのネットワーク化 17 人（25.0%）については、全国的動向を見ても立ち上がりが

遅れている。その他 3 人（4.4%）では、ピアサポートという言葉の浸透が必要、ピアサポーターとして活動する

人の人柄、性格がそのまま活かされる方法という意見が出された。

今後、ピアサポート活動を受けてみたいと思うかについては、当事者本人及び父母等ともに今後ど

うなるか、わからない 29 人（42.6%）と回答し、受けたい 26 人（38.2%）と表明したものも約 4 割

あり、受けたくないと回答したものは 2 人（2.9%）のみに留まった。

最後にピアサポート以外で、今後もっとも重視されるべき支援については全体の半数以上が親亡き

あとの生活支援 37 人（54.4%）となった。それ以外では相談支援 27 人（39.7%）、最低生活保障 23
人（33.8%）、就労準備支援 21 人（30.9%）、就労支援 20 人（29.4%）、訪問診療 18 人（26.5%）と続

いた。クロス集計結果では、当事者本人は緩やかに働くことが可能な中間労働を、父母については親

亡きあとの生活支援を望んでいるところがわかった。

５.考察

当事者本人の現在の社会交流状況においては、インターネットで知った人との交流は 4 人（5.9%）と少なく、

ひきこもりサポーターを一般市民や家族等にまで広げる意見については、なんともいえない 38 人

（55.9%）、あまりよくない 5 人（7.4%）を含めると、全体の 6 割以上を占め消極的であった。その

一方で不登校やひきこもり体験など苦労を共にしてきた人たちのピアサポート活動については、8 割以上が肯

定的に受け止め、彼らが望む支援は必ずしも家庭訪問支援のみではなかった。同様な立場にあるものとし

ての共感性 51 人（75.0%）、苦労を分かち合える感受性 28 人（41.2%）、同じ仲間としての対等性 25 人

（36.8%）、専門性とは異なる敷居の低さと親近感 23 人（33.8%）といった専門職とは異なる「当事者性」の強

みを活かしたピアサポートへの期待が寄せられた。ソーシャルワークにおけるアウトリーチとは家庭訪問

支援だけに特化しない絵葉書や居場所づくりとしての地域へのアウトリーチ（田中,2017）など「本

来もっと多様で多面的な要素を含む広範な概念」（岩間,2016）として理解していくことが求められた。

しかしピアサポートも万能ではなく、対話が難しい当事者との関係性づくり 38 人（55.9%）、重くのしかかる

負担や責任 27 人（39.7%）、当事者や親との考えの不一致の板挟み、地域にある社会サービスの理解不足、

定期的な専門職を交えたケーススタディ体制の未整備が各 17 人（25.0%）という課題も挙げられた。

全国的に見ても期待されるひきこもりサポーター養成はことのほかすすんでおらず、派遣活用につ

いても模索が続いている。そのため今後ピアサポート活動を受けることについては、わからない 29
人（42.6%）と多くは回答し、受けたい 26 人（38.2%）と表明しても信頼における実際多様なニーズ

や相性に応じて相互に助け合える肝心のピアサポートの実働人数は限られ、一人で抱え込まないような

チーム体制 46人（67.6%）にみる仲間同士のチームフォローや専門職との協働する体制未整備の課題も残

されている。またピアサポート活動を行っていく際に重要だと思われる支援する側の価値観を当事者

本人に押し付けない 48 人（70.6%）、当事者としての優位性は持ちながらも「経験者ならわかる」「救

いたい」という姿勢に陥らず、相手との相互性や対等性を確保する理念を学び続ける（割田,成瀬,小
泉,2017）本当の意味での当事者本人の思いにかなう支援のありようが今後とも求められている。
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