
 地域資源ブックマーク 

  本事業では、実施地域ごとにリーフレット「ひきこもりなどの⽣き 
 づらさを抱えた⽅とそのご家族のための地域資源ブックマーク」を作 
 成しました。困ったときの相談先や⼀歩踏み出すための⽀援機関、当 
 事者同⼠や家族同⼠が出会える居場所や⾃助グループなど、各地域に 
 ある「ひきこもり・⽣きづらさ」に関する地域資源を“⾒える化”し、 
 まとめています。 
  ひきこもり状態にある⼈には、その背景に多様な⽣きづらさがあり 
 ます。ひきこもりや⽣きづらさに焦点を当て、かつ就労⽀援に留まら 
 ない幅広いサポートを包括した⼀覧情報はあまり存在しません。 
  リーフレットには、⾏政だけでは把握できていなかった⽀援リソー 
 スも含め、多種多様な、当事者やご家族がアクセスできる場や機関の 
 情報を掲載し、イベントの際に配布しました。イベントに来た⼈に 
 とって、その後もつながりやSOSのきっかけになるものを⼿元に残し 
 てもらうことを意図しました。 
  また、リーフレットを作成するための情報収集・共有や、掲載する 
 内容について話し合い・作業を共にすることが、これまで関わりがな 
 かった⾃治体・団体等との関係構築の機会にもなりました。 

 〈掲載内容〉 
 団体とその実施事業・活動、名称・住所・問い合わせ先・メッセージ 
 などの情報を、「相談する」「出会う」「働くこと」のカテゴリーに 
 分けて⼀覧にしました。 

 各地で講演会の後またはオンライン会議にて関係者の⽅々と顔合わせの機会を設け、地域資源ブックマークの制作意図を説明しながら掲載する内容に 
   ついて協議した 

  ブックマークは各地のUXラウンジ開催に向けて制作し、当⽇会場で 
  紹介した 

  UXラウンジでは1⼈1部配布するほか、⾝の回りに配れる場所があるとい 
 う⼈が希望する分を持ち帰れるように「チラシコーナー」に多く設置した 
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 １︓恵那市（岐⾩・東濃エリア版） 
 ◎制作協⼒︓恵那市 
 ◎掲載団体︓19  （⾏政機関/社会福祉協議会/就労⽀援機関/⺠間団体/社会福祉法⼈など） 
 ◎掲載団体の対象エリア︓恵那市/中津川市/瑞浪市/⼟岐市/岐⾩県内全域 
 ◎配布・配架先︓  約80カ所 
 ◎主な配布・配架場所︓市役所  （恵那市/中津川市/瑞浪市/⼟岐市/多治⾒市）  /社会福祉協議会  （恵那市/  中津川市/ 

 瑞浪市/⼟岐市/多治⾒市）  /恵那市内の医療機関/  恵那市内の公⺠館・振興事務所など 

 ２︓茨⽊市（茨⽊エリア版） 
 ◎制作協⼒︓茨⽊市 
 ◎掲載団体︓15  （⾏政機関/社会福祉協議会/就労⽀援機関/⺠間団体/当事者団体など） 
 ◎掲載団体の対象エリア︓茨⽊市/関⻄全域/全国 
 ◎配布・配架先︓約20カ所 
 ◎主な配布・配架場所︓茨⽊市役所/茨⽊市内のユースプラザ/社会福祉協議会/保健福祉センターなど 

 ３︓所沢市（所沢エリア版） 
 ◎制作協⼒︓所沢市/所沢市社会福祉協議会 
 ◎掲載団体︓23  （⾏政機関/保健所/社会福祉協議会/就労⽀援機関/⺠間団体/当事者団体/親の会など） 
 ◎掲載団体の対象エリア︓所沢市/埼⽟県内/清瀬市  （東京）  /東久留⽶市  （東京） 
 ◎配布・配架先︓約40カ所 
 ◎主な配布・配架場所︓所沢市役所/所沢市内のまちづくりセンター/図書館/社会福祉協議会  （所沢市/ 

 狭⼭市/富⼠⾒市）  など 

 ４︓安中市（群⾺・⻄⽑エリア版） 
 ◎制作協⼒︓  安中市/安中市ひきこもり⽀援関係者連絡会/群⾺県社会福祉協議会/⾼崎市/富岡市/渋川市 
 ◎掲載団体︓28 
 ◎掲載団体の対象エリア︓安中市/⾼崎市/富岡市/渋川市/群⾺県内 
 ◎配布・配架先︓約35カ所 
 ◎主な配布・配架場所︓市役所  （安中市/⾼崎市/富岡市/渋川市）  /安中市内の⽣涯学習センター/社会福祉  協 

 議会など 

 ５︓/⾹川県（⾹川エリア版） 
 ◎制作協⼒︓  ⾹川県/⾼松市/丸⻲市/坂出市/善通寺市/観⾳寺市/さぬき市/東かがわ市/三豊市/⼟庄町  /⼩ 

 ⾖島町/三⽊町/直島町/宇多津町/綾川町/琴平町/多度津町/まんのう町/⼀般社団法⼈hito.toco/KHJ⾹川 
 県オリーブの会 

 ◎掲載団体︓26 
 ◎掲載団体の対象エリア︓  ⾼松エリア/中讃エリア/⻄讃エリア/東讃エリア/⼩⾖島エリア/⾹川県内/全国 
 ◎配布・配架先︓約800カ所 
 ◎主な配布・配架場所︓県内のひきこもり⽀援センター/保健所/市役所・町役場/社会福祉協議会/⺠ 

 間団体/就労⽀援機関/医療機関/図書館/公⽴⼩中学校/公⽴⾼校/私⽴中学・⾼校/⼤学法⼈など 

 ※配布・配架先および主な配布・配架場所は2022年3⽉時点の情報です 

 右記QRコードから本事業で制作した全地域の地域資源ブックマーク、 
 地域ごとの配布・配架場所をご覧いただけます。 
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 INTERVIEW︓01 

 恵那市 社会福祉課 
 安藤 寛美さん  （左）  ・⼀⽊ まゆみさん  （右） 
 社会福祉課に設置された福祉総合相談窓⼝の業務を担当。相 
 談者の属性を問わない「断らない相談窓⼝」として、相談・ 
 ⽀援業務に携わる。 

 ―本事業に参画することになった経緯を 
 教えてください 

 ⼀⽊︓  恵那市ではひきこもりの実態についてきち 
 んとした調査を⾏ったことがなく、何とか実態を 
 把握するようにと前任者から引き継がれていたん 
 です。そこで、まずはひきこもりに対する理解を 
 深めようといろいろ調べていたタイミングでUX 
 会議のことを知って連絡しました。 

 安藤︓  事業に参画した理由のひとつに、専⾨家や 
 ⼤学の先⽣など第三者の話ではなく、当事者・経 
 験者の⽅から⽣の体験や⼼境を話していただける 
 という点がありました。「悩んでいるのはあなた 
 ⼀⼈だけじゃない」というメッセージを通して、 
 当事者の⽅の考えが少し変わったり⼀歩踏み出す 
 きっかけになったり。そういうことが必要だと 
 思っていたので、この取り組みは恵那市にぴった 
 りでした。 

 ―事業を実施してみて 
 周囲の反応などはいかがでしたか︖ 

 安藤︓  「地域資源ブックマーク」やチラシなどは 
 病院とか薬局に置かせてもらう関係上、事前に医 
 師会を通してお願いするのですが、病院の先⽣⽅ 
 も恵那市におけるひきこもりの実態に関⼼を寄せ 
 られていたのが印象に残っています。 
 また、講演会については市内よりも近隣市町村か 
 らのほうが反響が⼤きかったというか、市外の⽅ 
 から「うちでもやってほしい」という声がいくつ 
 もありました。 

 ⼀⽊︓  周辺⾃治体との連携についてはまだまだ道 
 半ばですが、それでも少し進んだと思います。最 
 初に近隣の市に話を持ちかけたときも、「とても 
 そんなことまで無理です」みたいな反応だった。 
 ところが、ブックマークが完成して届けに⾏った 
 時に「また来年も同じことがやれたらぜひ」と伝 
 えたら、思いのほか好反応だったんですよ。形に 
 なるというのは⼤切ですね。 

 ―取り組みを継続していく上で、 
 どのような課題を感じていますか︖ 

 安藤︓  やはり課題になるのは、予算の枠組みを今 
 後どのようにしていくかですね。この事業を⼀度 
 きりで終わらせてしまうのではなく、継続的に 
 やっていくこと、そして広域で取り組むことが必 
 要だと感じています。今回は恵那市としての経費 
 負担がなかったので、近隣の⾃治体に共催を依頼 
 したり恵那市以外の会場を使おうとしても融通が 
 利いたんです。もしこれが恵那市の予算で⾏う事 
 業だったとしたら、そういったことはかなり難し 
 かったと思います。 

 ―あるべき福祉総合相談窓⼝の姿とは︖ 

 安藤︓  ひきこもり⽀援をはじめ、さまざまな⽀援 
 の現場で継続的な取り組みの重要性が指摘されて 
 います。⾏政職員にも意識のアップデートが求め 
 られているのですが、現場に近い職員と上層部と 
 の間には認識のずれが存在します。現場と距離の 
 ある上層部の理解をどのように促進していくかと 
 いうのは⼤きな課題ですね。 

 ⼀⽊︓  例えば今回の事業を⾒ても、チラシのデザ 
 インや受付のセッティング、メール配信の⽅法な 
 ど、⾏政にはないノウハウやアイデアがたくさん 
 詰まっていました。恵那市でこれだけの規模の事 
 業ができたことは、本当に私たちにとって⼤きな 
 経験になりました。 

 安藤︓  やはり、⾏政の⽅法論だけではどうしても 
 限界があります。官⺠が連携して、それぞれの⽋ 
 点を補いつつ、得意分野を活かしながら事業に取 
 り組む姿勢が⼤切なのだと思います。（了） 
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 INTERVIEW︓02 

 茨⽊市福祉部 福祉総合相談課 相談⼀係 
 横⼭ 裕⼀さん 
 福祉総合相談課の中でも、社会的孤⽴の防⽌を⽬標に掲げる⼀係に所属。 
 主に⽣活困窮に関わる困りごとに対応する中で、中⾼年のひきこもり⽀援 
 にも携わる。 

 ―今回の事業への参画は、茨⽊市から 
 UX会議にご連絡をいただいたことが 
 きっかけでした。その経緯を 
 お聞かせいただけますか 

  私が2年ほど⽀援に関わっていた当事者の⽅が 
 「ひきこもり⼥⼦会」に関⼼をお持ちで、その⽅ 
 から「こんな団体がある」とUX会議の情報をい 
 ただいて連絡してみた、というのが最初ですね。 
  茨⽊市は39歳以下のひきこもりや不登校につい 
 ては、ここ4〜5年で⽀援体制が整ってきました。 
 ただ、40歳以上のひきこもり⽀援や対応は市とし 
 ても課題となっており、なにかお知恵を借りられ 
 れば、という思いもありました。 

 ―  事業を終えてみて、どのような課題を 
 感じていますか︖ 

    同じ「ひきこもり」というテーマであっても⽀ 
 援の対象が若年層か⼤⼈かという部分で印象が⼤ 
 きく異なるようで、40歳を越えると厳しい⾒⽅を 
 されがちということは感じています。 

 ―  今回の事業を受けての、 
 ひきこもり⽀援における今後の展望を 
 教えてください 

    今回の事業をやってよかったということは間違 
 いありません。  ⼀連のイベントを通して、何もし 
 なくてもありのままを受け⽌めてもらえる居場所 
 の価値や意義の⼤きさを、改めて確認することが 
 できました。  ただ、今後ひきこもり⽀援のために 
 予算や⼈員をどれだけ割けるかという点が課題だ 
 と感じています。 
  今後の展開として、⾏政が⽀援の旗を振るとい 
 うよりは、茨⽊市にお住まいの⽅が⺠間の団体を 
 ⽴ち上げて、⾏政がバックアップしていける形が 
 望ましいのかなと考えています。 

 ―  茨⽊市では、他の⾃治体で社協が 
 果たしている役割を 
 コミュニティソーシャルワーカー  （CSW） 
 が担っているのが特徴的でした 

  茨⽊市はCSWの取り組みを全国でも先駆的に始 
 めた⾃治体で、市内でCSWの存在感は⼤きいんで 
 す。地域に密着しながら、ひきこもりや⽣活困窮 
 に限らずあらゆる相談や困りごとを受け付けてい 
 ます。最近では、地域で解決できることはCSWが 
 主体となって解決し、地域だけでは解決の困難な 
 ケースを福祉総合相談課と協⼒して取り組む、と 
 いう連携の形が増えてきています。実際に今回の 
 事業でもイベントは私の課とCSWで担当していま 
 したし、今後ひきこもり⽀援に関しても、CSWが 
 主体となってそれを市が下⽀えする体制もあり得 
 ると思います。 

  現状でできる取り組みとして、試験的にではあ 
 りますが、福祉総合相談課の相談者でひきこもり 
 経験や⽣きづらさを抱えている⽅々の交流会を開 
 催しました。今後もこうした取り組みを続けなが 
 ら、興味をもって関わってくださる市⺠の⽅や、 
 ⽀援のために⼀肌脱いでくれるような⼈材の発掘 
 に努めたいと思います。 

 ―他の⾃治体との連携についてはいかが 
 でしょう 

  ⽣活困窮については担当者の会も⾏われている 
 のですが、ひきこもり⽀援に関しては⾃治体に 
 よって⼒の⼊れ具合はまちまちで、取り組めてい 
 ない市町もまだまだあると思います。今回の事業 
 に関しても他の市に案内は送りましたが、そこま 
 で密な連携はありませんでした。まずは、ひきこ 
 もり⽀援に興味を持って取り組んでる⾃治体の⽅ 
 と意⾒を交換できる機会があっても⾯⽩いと思い 
 ます。 
  広域的な連携は⾃治体間の調整の⾯で難しい部 
 分もあるのですが、例えば⼤阪府として全域で⽀ 
 援事業を⾏うということであれば、これまでひき 
 こもり⽀援に慎重だった⾃治体でも抵抗なく参画 
 できるかもしれませんね。（了） 
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 INTERVIEW︓03 

 社会福祉法⼈ 所沢市社会福祉協議会 
 相談⽀援課  （ひきこもり・アウトリーチ⽀援担当） 

 吐⽥  （はんだ）  愛さん 
 2021年4⽉より⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業の⼀環で始まったアウトリーチ 
 ⽀援を担当。アウトリーチ⾃⽴⽀援機能強化事業の⽴ち上げ、ひきこも 
 り状態にある⽅に関する個別相談や、常設の居場所の運営に携わってい 
 る。 

 ―所沢市社会福祉協議会  （以下、所沢社協） 
 がひきこもり⽀援に取り組むように 
 なった経緯は︖ 

  所沢社協では、平成28年度からコミュニティ 
 ソーシャルワーカー（CSW）を市内の全⾏政地区 
 に配置していました。CSWは地域の困りごと全般 
 に⽿を傾け⽀援しますが、その中にはひきこもり 
 に関する相談もあって、地域の居場所につなげた 
 りということに取り組んでいました。 
  そんな中で、令和3年度から所沢市の委託を受 
 けて、アウトリーチ⾃⽴⽀援機能強化事業が始ま 
 りました。最初は視察等に⾏きながら、事業をど 
 のように組み⽴てようか思考錯誤をしていた時に 
 UX会議から事業のお話をいただいて、率直に「こ 
 れは是⾮やりたい」と思いました。 

 ―実際に事業をやってみて 
 いかがでしたか︖ 

  「地域資源ブックマーク」をツールにして、以 
 前は関わりのなかった団体の⽅々とつながること 
 ができたのは嬉しかったですね。埼⽟県ひきこも 
 り相談サポートセンターなど数か所には⾜を運ん 
 でいたのですが、それ以外の⺠間で活動している 
 団体にはアクセスできていませんでした。今回 
 ブックマークの制作を通じて⾯識ができたこと 
 で、いろいろな団体と連携しやすくなりそうで 
 す。 
  それから、講演会やイベントをUX会議と⼀緒に 
 運営できたので、そのノウハウを現場で吸収でき 
 たことも⼤きかったですね。それこそ受付のつく 
 り⽅ひとつとっても、余計な物は机の上に置かな 
 いとか、案内の声の掛け⽅であったりとか、これ 
 まで私たちが意識していなかったような細かい部 
 分まで気を配っていて、「そこまでやるんだ」と 
 正直びっくりしました。その真剣さは⼀緒にいて 
 肌で感じました。⾃分たちがその場にいられたと 
 いうのは、貴重な経験だったなと思います。 

 ―社協の内部では今回の事業はどのよう 
 に受け⽌められたのでしょうか︖ 

  もし社協だけでひきこもり⽀援に取り組み続け 
 ていたら、⽀援に携わっている⽅や関⼼のある⽅ 
 の視点に偏り、当事者の⽅のニーズが反映されな 
 い内容になっていたと思うんです。当初は、社協 
 が⾏う拠点に来てもらいながら次はどこかでボラ 
 ンティアをして……のような、階段型の⽀援モデ 
 ルを描いている部分もありました。 
  ところが、UX会議と⼀緒に事業を⾏ったこと 
 で当事者⽬線の重要性に気づくことができまし 
 た。まずは私たち⽀援者が当事者の気持ちを汲み 
 取らないと、そもそも⽀援も始まらないことを痛 
 感しました。今回の事業を通じて、私⼀⼈だけで 
 なく、⼀緒に仕事をしている職員たちとそれを共 
 有できたことに⼤きな意味があると思います。 
  また、参加して思ったことや感想を率直に⾔い 
 合えたのは良かったです。現場の職員が今回の事 
 業を通して葛藤したり、改めて⾃分の価値観がど 
 こにあるか⾃⼰覚知できたことは、必ず今後の活 
 動に活きてくると思います。 

 ―今回の事業を経て、今後はどのように 
 活動していきたいと考えていますか︖ 

  今回の事業を通じて、埼⽟県内外の近隣市の社 
 協ともご縁ができました。このつながりを活かし 
 て、近隣エリアの社協や団体と連携しながら、当 
 事者も参画した交流会のようなイベントを開催で 
 きればと思っています。 
  また、社協の強みはボランティアの養成や地域 
 づくりといった部分で既にノウハウを持っている 
 ことです。⾃治会⻑や⺠⽣委員・児童委員をはじ 
 め、地域住⺠の皆さんとも連携しながらひきこも 
 り⽀援に取り組んでいきたいと思います。（了） 
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 INTERVIEW︓04 

 安中市 福祉課 社会福祉係 
 三宅 陽⼦さん 
   

 平成26年から始まった「ひきこもり⽀援講演会」の企画や平成28年発⾜の「ひき 
 こもり⽀援関係者連絡会」⽴ち上げにも尽⼒。市のひきこもり相談窓⼝として連携 
 や理解促進に努める。 

 ―  安中市では、「ひきこもり⽀援」につ 
 いて市役所内の理解やノウハウをどのよ 
 うに積み上げてきたのでしょうか︖ 

    安中市では市⻑がひきこもり⽀援に注⼒してい 
 ることもあり、組織内で理解を得やすい環境が 
 整っていると思います。福祉課でも、ひきこもり 
 ⽀援はきちんと仕事として位置づけられていま 
 す。以前は曖昧な部分もありましたが、現在は明 
 ⽂化され業務の⼀環になっています。さらに、関 
 係各所と連携しながら⽀援に取り組む必要がある 
 という話になり、市役所内の他の課や係、社会福 
 祉協議会や⺠間団体にも声を掛けて「ひきこもり 
 ⽀援関係者連絡会」を⽴ち上げました。 
  その際に意識したのは、それぞれの担当職員が 
 きちんとひきこもりについて理解して、しっかり 
 と対応できるようになること。連絡会として何度 
 も研修や事例検討会を重ねたことで、お互いの顔 
 合わせの場にもなり、⽀援の意識向上にもつな 
 がったと思います。 

 ―  安中市のような枠組みづくりに難しさ 
 を感じている⾃治体もあると思います 

    どの⾃治体でも、個別の事例ごとに関係各所と 
 意⾒を交わしたり連携したりといったことは少な 
 からずやっているはずです。連絡会の取り組みを 
 負担に感じてしまう気持ちもよくわかるのです 
 が、年に数回会合を持つだけでも、顔の⾒える関 
 係を築いたり、事例ごとに意⾒を交換して連携す 
 ることは⼗分に可能です。それに、連絡会の枠組 
 みがあることによって連携の敷居が低くなるとい 
 うか、相談や情報共有が気軽にできて⽀援の幅が 
 広がると思うんです。連絡会を開くこと⾃体が⽬ 
 的ではありませんので、そこはもう少し気楽に構 
 えてもよいのかなと思います。 

 ―  昨年度に引き続き今年度も事業に参画 
 いただきました。2年続けたことで 
 どのような変化がありましたか︖ 

  昨年度、事業に参画した中で最も印象深かった 
 のが当事者交流会でした。はじめは当事者の⽅が 
 来るか半信半疑だったのですが、蓋を開けてみた 
 ら6名来場されて、しかも皆さんが活発に交流し 
 ていたことに驚かされました。市役所や連絡会で 
 も「これで終わりにするのはもったいない」とい 
 う意⾒で⼀致していたので、今回もすんなりと実 
 施に向けて動き出すことができました。 
  今年度と昨年度の違いでいうと、今回は広域連 
 携を意識して周辺の⾃治体にも声を掛けて話し合 
 いの場を設けました。その結果、チラシの設置や 
 ウェブサイトへの情報掲載など、可能な範囲でそ 
 れぞれの⾃治体に協⼒してもらうことができまし 
 た。 
  講演会の開催時にも、厚⽣労働省と安中市、周 
 辺⾃治体、県社協などが出席してひきこもり⽀援 
 について意⾒を交換する会をもつことができまし 
 た。今年度の事業を通して、他⾃治体との話し合 
 いの場を複数回持てたことで、⽀援の意識はどの 
 ⾃治体でも⾼まったと思います。こういうことは 
 今までにはなかったですね。 

 ―  ⽀援の取り組みにおける今後の課題と 
 展望を教えてください 

  現状、安中市内には当事者の⽅々が安⼼して集 
 まれる場がないため、やはりこれからも当事者交 
 流会は続けていきたいですね。いろいろな市町村 
 も巻き込みながら、群⾺県全体で当事者や⽀援 
 者、家族の交流会を開催できればと思います。 
  当事者の中には、⾏政の⽀援に苦⼿意識のある 
 ⽅もいらっしゃいます。⺠間のほうが相談しやす 
 ければそちらにアクセスできるのがいいですし、 
 助けを求める際の選択肢を増やす姿勢が⼤切だと 
 考えています。やはり⾏政だけでやっていても、 
 なかなか⽀援の輪は広がっていきませんので、官 
 ⺠連携の取り組みを拡⼤していきたいですね。 
 （了） 
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 INTERVIEW︓05 

 ⾹川県 健康福祉部 障害福祉課 精神保健・⼈材育成グループ 
 ⼤島 理⼦さん 
   

 保健師として精神保健福祉に関する研修会の開催や啓発活動、ひきこもり⽀援に関する 
 施策の推進等の業務を⾏っている。 

 ⼀般社団法⼈hito.toco代表理事 
 宮武 将⼤さん 
   

 ⼩学6年⽣の時に不登校になり、そのまま20歳までひきこもり⽣活を送る。⾃⾝の経験を 
 活かし、障害のある⽅の就労移⾏⽀援、不登校・ひきこもりの⽅への相談事業や家族会 
 の運営等を⾏う。2021年度から⾹川県ひきこもり地域⽀援センターの市町村等⽀援員も 
 務める。 

 ―  ⾹川県では本事業は昨年度に続いて 
 2度⽬の開催となります。2年連続で 
 事業を実施してみていかがでしたか︖ 

 宮武︓  昨年度から継続して参画してくれている⾃ 
 治体があったことは⼤きかったです。ひきこもり 
 への理解は確実に進んでいましたし、事業の広が 
 りを感じました。 
  2度⽬ということで各所に事業のイメージを伝 
 えやすかったことも、続けて実施した成果です 
 ね。昨年度の反省として、参画した関係者が少な 
 かったという声がありました。今回は昨年度の実 
 績や事業の意義を伝えながら多くの関係機関や⾃ 
 治体を巻き込めたと思います。 

 ⼤島︓  私は今年度からこの事業に関わっていま 
 す。これまで、ひきこもり⽀援の経験もなく素⼈ 
 のような⽴場でしたが、今回の事業を通して当事 
 者の⽅への⼼配りを現場で学ばせてもらいまし 
 た。これまでは、参加者を主体として考える視点 
 に⽋けていたと思います。今回の事業に関わった 
 ことで、そのような視点や配慮の必要性に気づく 
 ことができました。 

 ―  UXラウンジでは県内すべての⾃治体 
 から後援をしていただくことが 
 できました。それはどのように 
 実現したのでしょうか︖ 

 宮武︓  私は、今年度から⾹川県ひきこもり地域⽀ 
 援センターの職員としても仕事をするようになり 
 ました。 

 今回の事業が始まる前に、市町等⽀援員として県 
 内すべての市町を訪問していたことは⾮常に⼤き 
 かったですね。最初は、⾹川県全域から後援をい 
 ただけるということはまったく想定していません 
 でした。丸⻲市でのラウンジ開催が決まった際 
 に、少なくとも丸⻲市を含む中讃エリアでは広域 
 的に参加できる体制をつくろうという話になり、 
 保健所を中⼼に中讃全域をまわって事業の説明を 
 しました。その時にふと、これは⾹川県全域に呼 
 び掛けてみてもいいのではないかと思ったんで 
 す。ほかのエリアも⽇頃から各⾃治体と連携して 
 いる保健所が協⼒を呼びかけてくれました。 
  それぞれの⾃治体は地域ごとの課題やマンパ 
 ワーの問題を抱えていて、現場の担当者レベルで 
 ひきこもり⽀援における場づくりや対話交流の必 
 要性を認識していても、いち⾃治体として取り組 
 むのはなかなか難しいと思います。そのような意 
 味でも、県内すべての⾃治体がこの事業に関わっ 
 てくれたことには⼤きな意義があったと思いま 
 す。 

 ―  保健所は今回の事業に 
 かなり早い段階から関わっていますよね 

 宮武︓  保健所は地域におけるハブの役割を果たし 
 ているんですよね。社協にもその要素はあるので 
 すが、広域性という観点から⾒ると保健所のほう 
 が幅が広いように思います。今回の事業では広域 
 性を重視していたこともあって、保健所との連携 
 はかなり序盤から意識していました。 
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 ⼤島︓  保健所は市町の状況もよく把握されている 
 ので、もともと情報を交換し合う関係性でした 
 し、今回の事業のこともすぐにメールで連絡をし 
 ていました。早い段階から保健所がこの事業に関 
 ⼼を持ってくれたので、こちらの動きをタイム 
 リーに共有できましたね。 

 ―  広域的な連携を進める中で、 
 難しさを感じた部分はありますか︖ 

 宮武︓  関係する⾃治体が多くなるとその分だけ登 
 場⼈物も考え⽅も増えるので、それぞれから理解 
 を得ていく難しさを感じました。やはり広域連携 
 を⾏うためには、⼤島さんのように広域的に動け 
 る中⼼となるような⼈の存在は必要です。ただ、 
 その分ある程度の負担が集中してしまう課題はあ 
 ります。今後、実績を積んでいく中で次は実⾏委 
 員会を組もうかとか、役割を分散させようという 
 話になってくるといいなと思います。 
  もうひとつは、県が事業の中⼼になってしまっ 
 たことです。そうすると取り組みの主体が⽀援者 
 になってしまい、当事者・経験者の存在感が薄れ 
 てしまうんですよね。昨年度も当事者の⽅に実⾏ 
 委員会に⼊ってもらうことを考えていたのです 
 が、運営だけで⼿⼀杯になってしまい、⼈材の発 
 掘までたどり着くことができませんでした。 

 ―  その辺りのバランスは地域プラット 
 フォームづくりでも共通の課題ですよね 

 宮武︓  当事者の視点を取り⼊れることは不可⽋な 
 のですが、⾏政と⼀緒に何かをすることで疲弊し 
 てしまう当事者やご家族の⽅もいます。⾏政と連 
 携した結果、当事者の思い描く⽅向性とは異なる 
 内容になってしまうケースは多いですし、かと 
 いって⾏政任せになってしまうと、それこそ求め 
 ていた⽀援の形とは齟齬が⼤きくなってしまう。 
  それと、僕⾃⾝もすごく気をつけないといけな 
 いことですが、当事者側の意⾒が強くなりすぎる 
 ことも危ないことだなと思います。どちらかが強 
 くなりすぎずにバランスの取れた双⽅向的な協⼒ 
 体制をどうしたら築けるかというのは、⾮常に難 
 しい課題ですね。 

 ⼤島︓  当事者⽬線という意味では、⺠間団体のほ 
 うがフラットに動けるし当事者とも普段から関 
 わっているので、⾏政よりも当事者の側に⽴って 
 いますよね。実際に私が障害福祉課に来てから 
 も、当事者の⽅とつながる機会は数えるほどしか 
 ありませんでした。出先機関の⽀援や相談に関わ 

 る職員であれば当事者の⽅と接する機会もあるの 
 ですが、その施策を考える⽴場になると、決定権 
 は持っていても当事者の声を直接汲み取る機会は 
 少なくなってしまう。 
  当事者との連携はもちろん重要なのですが、⾏ 
 政と当事者が直接連携しようとしても、お互いの 
 意識に溝があるためにすれ違ってしまうような気 
 がします。なので、そこは⺠間の⼒を借りて当事 
 者の⽅も巻き込みつつ、⾏政―⺠間―当事者とい 
 うネットワークで事業を展開できるのが理想なの 
 ではないでしょうか。 

 ―  そのような観点も含め、 
 定期的な居場所とは異なる今回のような 
 イベントには、どのような意味があると 
 思われますか︖ 

 宮武︓  私が活動を⾏うhito.tocoでは、昨年の9⽉ま 
 で居場所を運営していました。ふと思い⽴った時 
 に⾏ける居場所が重要なのではないかと思って毎 
 週5⽇間オープンしていましたが、今回のラウン 
 ジを経験して学んだのは、「⾮⽇常だからこそ⾏ 
 きやすい⼈もいるのではないか」ということでし 
 た。もちろん⼈によって合う合わないはあると思 
 いますが、決まった居場所の場合、合わなかった 
 らさらに⾏き場を失ってしまいますよね。毎⽇で 
 なくても居場所になり得るし、単発の機会だから 
 こそ丁寧にできるというのは新しい発⾒でした。 

 ⼤島︓  ⾹川県では居場所を3つ開設しているので 
 すが、そこにつながっている⽅々は⽀援の⼿をあ 
 る程度離れていて、⾒守り状態にあるんだそうで 
 す。⼀⽅で、なかば雰囲気ができあがっている常 
 設の場には近寄りがたさを感じるなど、なかなか 
 来られない⽅もいらっしゃいます。いつでもアク 
 セスできる居場所の必要性も理解していますが、 
 不定期開催のイベントだからこそ関⼼を持ってく 
 れる⽅がいることを今回の事業を通して学びまし 
 た。ぜひこれからもこうした取り組みは継続した 
 いです。（了） 
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