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長期・高齢化するひきこもり
～8050問題の背景にも～

　厚生労働省によれば、ひきこもりは

「様々な要因の結果として社会的参加

（義務教育を含む就学、非常勤職を含む

就労、家庭外での交遊など）を回避し、原

則的には6か月以上にわたって概ね家庭

にとどまり続けている状態（他者と交わ

らない形での外出をしていてもよい）を

指す現象概念」と定義されています。

　内閣府が、平成27年度および平成30

年度に実施した調査では、ほとんど自室

や家から出ない「狭義のひきこもり」に

加え、趣味の用事のときだけ外出する

人も含めた「広義のひきこもり」を定義

とされています。平成27年度に15～39

歳の「若者ひきこもり」が約54万人、平

成30年度に40～60歳の「中高年ひきこ

もり」が約61万人と推計されていること

から、調査方法に一部違いがあるもの

の、単純に合計するとひきこもり状態に

ある人の数は、全国で概ね100万人以上

いると考えられます。

　前述の内閣府による調査では、ひき

こもり期間が5年以上になるケースが半

数を超えています。このように、ひきこも

りが長期・高齢化すれば、病気や生活困

窮、介護といった課題が増え、複雑化す

るため、解決に時間を要するだけでな

く、何よりも本人と家族が疲弊してしま

います。今、話題となっている、ひきこも

る中高年の子どもと高齢の親が孤立す

る「8050（はちまるごーまる）問題」の背

景にも、ひきこもりの長期・高齢化があ

ります。

　ひきこもりの状態にある人やその家

族は、それぞれ異なる経緯や事情を抱

えています。学生時代の不登校や就職

時からのひきこもりが長期化したケー

スもあれば、社会にでてからさまざまな

　「ひきこもり」は、従来、若年期の問題と考えられてきましたが、昨年3月に
行われた内閣府の調査によれば、「中高年のひきこもり」の数が、「若者のひ
きこもり」の数を上回るという結果がでています。背景には、ひきこもりの長
期・高齢化があります。ひきこもりをひとつの生き方とするとらえ方もあり、
一概にはいえませんが、長い間、ひきこもることによる社会的孤立は、本人
や家族にさまざまなダメージを引き起こします。　
　今回は、ひきこもりの実態とそれに対する取り組みを紹介し、ひきこもり
（社会的孤立）のない社会のありかたについて考えてみたいと思います。

原因でつまずき、外に出る機会を失って

しまったケースもあります。障がいや精

神疾患が隠れている場合もあります。

　いま、ひきこもらずに生活している人

たちが、これから、ひきこもらないとは

限りません。重要なのは、たとえ、つまず

きがあっても、早期に相談できる人や機

関があること、適切なサービスが受けら

れることです。

　ひきこもりの状態にある人や家族

が、社会とのつながりを回復するには、

安心して過ごせる場所や自分の役割を

感じられる機会など、生きる基盤が必

要です。

　市内には、相談窓口が複数あります。

「ひきこもっているのではないかな」と

本人や家族が感じたら、まずは、電話相

談を利用するといいでしょう。外出可能

な場合は、生活困窮者自立支援の相談

窓口やひきこもり地域支援センターな

どを訪ねてみてください。次ページから

は、生活困窮者自立相談支援窓口、ここ

ろの健康センターを通じて、その取り組

みについてみていきます。

「ひきこもり」とは

長期・高齢化のダメージ

早期の自覚や発見が第一

学生時代の

ひきこもりが

長期化

就職時

　からの

ひきこもり

障がいや

　精神疾患
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構えすぎない、伴走型支援で
かたくなな心を解いていく
城東区　生活自立支援相談窓口　ウィズゆうゆう

※この事業は城東区社会福祉協議会が受託し、実施
しています。
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　ウィズゆうゆうでは、本人に対し、必
要な時に必要な施設や支援センター等
の機関と関わりを持ちながら、伴走型支
援を行っています。また、就労支援のノ
ウハウや経験のある団体と連携し、本人
が外に出たい気持ちになったとき、適
切につなげられるような就労支援を
行っています。
　「長期化したひきこもりの場合、就活
は、ハードルが高いものです。そのせい
で『今日がんばろう、明日がんばろう』と
思うが、ずっと踏み出せずにいる人が多
いですね。まずは、就活以前の段階で、
最初の一歩を踏み出してもらうために
力を注いでいます」と担当の安藤広貴
さん。心がけているのは、「構えすぎな
い姿勢」でした。
　すぐに支援につながらない場合、「い
つでも話を聞くから、来たい時に、いつ
でもおいでや」と伝え、数か月に一度の
連絡程度で、過度な連絡はしないそう
です。「その人自身は何らかの事情が
あって働くことに対して不安を感じ、躊
躇しているのだと思います。その人の思
いに寄り添うため「待つ」ということは非
常に大切と思っています。「いつでもど
うぞ」「焦らなくて良いですから」という
スタンスで、当事者の方と関わりたいと
思っています」

　
　同窓口では、アウトリーチ（家庭訪問）
にも積極的です。
　「家がいやなら、公園でもいい。時間も
問わないなど、できるだけ柔軟に対応する

ようにしています。また、訪問する際、関係
機関と共に動いていくことも大切と思い
ます。留守の時は手紙をポスティングした
りしながら、本人が『働きたい』と言うまで
寄り添い続けるしかありません。関係機関
からの事業説明やイベント参加、月に1－
2回会って話すだけのプランを半年かけ
て行い、障がいの作業所で働けるように
なった事例もあります。ゆるくふわっとし
たおせっかいを続けていくことで、本人は
一歩外に出やすくなっているようです。
　支援する側にとって大切と心がけて
いることは「こうしなければ」と思わな
いことと私は思います。「こうしなけれ
ば」は、支援者の押しつけになると思い
ます。その人の生きてきた価値観や、生
活の歴史を大切に、相手の気持ちを尊
重して相談にあたるようにと、日々心が
けて業務にあたっています」

　「ひきこもり支援において、家族支援
が重要です。誰しも、家の中で、働いて
いるはずの子どもが毎日家にいて1日
中テレビを観ていたら、抵抗感がある
はずです。しかし、それをぶつけたら険
悪な関係になるため、一人で悶々と
闘っている親が少なくありません」
　城東区社会福祉協議会では、そうし
た親の受け皿として家族会「ほっとタイ
ム」を組織・運営しています。
　「OBもいれば、県をまたいで参加す
る人もいます。フォーマルとインフォー
マルとの協働のなかで生まれた大きな
受け皿のなかで、同じ悩みを持つ家族
同士が交流して、気持ちを発散させるこ
とができたら、自宅に帰っても、子ども

をありのまま受け入れるゆとりができま
す。家が「安心して過ごせる場所」に変
わるんですよ」と安藤さんは話します。
親との関係性がよくなれば、支援が入り
やすいメリットがあるそうです。
　「今、世間では8050「問題」として、ひ
きこもりの方のケースは捉えられがちと
思います。しかしそれは「問題」なので
しょうか。「こうしなくてはいけない」とい
う意識が、8050を「問題」としてしまうよ
うに思います。家族や関係機関が当事
者の方に「こうあるべき（例えば、働くべ
き）」という思いがあると、当事者の方は
より、しんどさを抱えてしまうことがあり
ます。でも、周りの方、特にご家族は「ど
うしよう」と悩んでしまいますよね。その
ようなときにぜひ、各区の自立相談支援
機関をお尋ねください。
　最後にですが、ご本人、家族の方、関
係機関の方々と共に、「ひきこもり状態に
ある方、そのご家族」が少しでも不安少
なく、より良い生活ができるためのお手
伝いをさせていただければと思います。
1人で抱え込まず、一緒に考えましょう」

家庭を
「安心して過ごせる場所」へ

「来たい時においでや」

ゆるくふわっとした
おせっかい

▲城東区 生活自立支援相談窓口
　（ウィズゆうゆう）担当
　安藤広貴さん「どんな相談でもお気軽に」

●生活自立支援相談窓口
　ウィズゆうゆう
大阪市城東区中央3-5-45
城東区役所１階19番窓口
a06-6936-1181
（平日：午前９時～午後５時３０分）



　こころの健康センターでは、市民を対

象にひきこもり相談窓口専用電話を設

置し、匿名可能・無料で「ひきこもり相

談」を実施しています。「どこに相談して

いいかわからない」という人でも気軽に

相談できます。また、必要に応じて面接

やアウトリーチ（家庭訪問）を行ってい

ます。昨年は、ひきこもり本人・家族など

から、延788回の相談を実施しました。

窓口事業が開設された平成21年と比

べ、その数は倍以上に伸びています。全

体の約半数は、親からの相談で、対象者

の性別は、男性が7割です。ひきこもり支

援コーディネーター（心理職員など）が

ていねいに話を聴くことで「話しただけ

で救われた」といわれるケースもあるそ

うです。

　

　ひきこもりの原因は多種多様です

が、世代によって傾向があります。10-20

代はいじめや不登校、30-40代は職場で

のパワハラやうつ病の発症、50代以降

はリストラや介護離職がきっかけにな

る場合もあります。ひきこもりは長期化

するほど、人との関係を結ぶことのハー

ドルが高くなり、課題は複雑化していき

ます。

　センターでは、複雑化する課題に対

し、解決につながる道筋をつけるため、

他の機関との連携を密にしています。

こころの健康センター保健主幹の石神

朋子さんは「例え

ば、人の目が恐い

など対人恐怖症で

あれば、精神科な

どの医療機関を紹

介しますし、外に

は行けるけれど定

期的に通える場所がないなら、自助グ

ループや家族会などの居場所を案内

します」。このほか、就労支援や障がい

福祉サービスなど本人のニーズに応

じた支援にもつないでいます。

　同センターでは、支援にあたり、「就

職だけがゴールではない」「すぐに結果

を求めない」と考え、本人の今の想い、

それを掘り下げていく過程を大切にし

ています。

　「部屋からリビングに出る、自宅を出

てコンビニで買い物をする、その人に

とっての第一歩からはじめ、時間をかけ

て、次のステップという風に段階を踏

み、本人の希望に合わせた形で社会参

加を後押ししています。身だしなみを整

えるようになるなど変化が現れたとき

が、次のステップを提案するタイミン

グ」と、同センター臨床心理職員の三谷

大樹さん。

　窓口のひとつ、各区の生活困窮者自

立相談支援窓口では「何か困りごとが

あったらきてください」と広報し、できる

だけ敷居を低くしています。

　「ひきこもるなかで生活が困窮してき

たなら、世帯全体の家計の改善、借金や

トラブルがあれば法律相談など、様々な

課題に応じて、ひきこもり本人だけでな

く世帯全体を支援しています」と大阪市

福祉局生活困窮者支援担当課長・伊藤

奈美さん。

　こころの健康センターでは、相談窓

口のほかに、ひきこもりについての正

しい理解を広めるための市民講座や、

ひきこもり支援技術の向上をはかるた

めの支援者を対象とした研修を行って

います。

　「相談窓口や支援機関の情報が届い

ていない人にどう届けるかが課題。人々

の意識が変化し、『こんなところがある

よ』と身近な人から伝わることを期待し

ています」

●こころの健康センター
　（ひきこもり地域支援センター）
大阪市都島区中野町5丁目15番21号
（都島センタービル3階）
ひきこもり相談専用電話
a06-6923-0090
（平日午前10時～12時）

各区の保健福祉センターや生活困窮者自
立相談支援窓口でも、ひきこもりに関する
相談を受け付けています。お気軽にご相談
ください。

きっかけは
世代によっても違う

家にいながらでも相談できる
匿名・無料の専用窓口
こころの健康センター

その人にとっての
第一歩を探す

ひきこもりの正しい理解を
多くの人に

「話しただけで救われた」

▲左から、こころの健康センター臨床心理職員の三谷大樹さん、保健主幹
の石神朋子さん、大阪市福祉局生活困窮者支援担当課長・伊藤奈美さん
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地域の専門職が連携して
ひきこもり家族を支援する

　ひきこもり問題がクローズアップされ

た2000年頃、ひきこもりの相談窓口は

ほとんどなく、あっても相談者は少な

かった。また、相談したところで、次の受

け皿が用意されているわけではありま

せんでした。ひきこもりが長期化した背

景には、こうした国の対策が遅いとい

う、社会側の問題があります。

　ひきこもりの相談を受けていると、障

がいや精神疾患がある人も少なくあり

ません。どこからが病気、どこからが障

がいなのか、ボーダーを引くことが難し

いため、本人にうつ病の自覚がなかっ

たり、「おかしい」と思っていても家族が

「気合が足りないだけ」と認めなかった

りする場合が多いのです。その結果、社

会生活に問題が生じていても、医療機

関にかからず、ひきこもってしまいます。

　さらにいえば、価値観の急激な変化

も、ひきこもりをつくり出しています。ひ

と昔前なら、1－2年働かずぶらぶらして

いる人がいるのは普通でしたが、今、同

じようにしていると犯罪者予備群のよう

にみられることがあるため、親が過剰に

心配し、子どもをひきこもりにしてしま

います。女性の場合は、社会進出がよし

とされる価値観が、家事手伝いをやって

いた人にとって生きづらさの原因とな

り、「ひきこもり主婦」と呼ばれることに

なってしまうのです。

　

　一概にはいえませんが、精神疾患は、

かかってからの期間が浅く、病院で投薬

とカウンセリングを受けた場合は、早く

治ります。しかし「こもり歴」が長くなり、

高齢化したケースは、カウンセリングで

心の問題が解決しても、仕事や生活の

安定など現実問題が解決しないので

す。社会経験に10年のブランクがあれ

ば、体力や筋力も落ち、自信が持てなく

なり、再就職はなおさら難しくなります。

どんな問題も、早期発見が大切です。し

かし、実際には、親が80代になり、介護

などで地域包括支援センターと関わっ

て初めて、ひきこもる50代の子の存在

がわかるケースがほとんどです。　

　民生委員は、独居老人に対するアン

テナは立っていますが、親の年金とバイ

トで生活がギリギリ成り立っている世帯

は、発見がしづらいものです。本人が

「ひきこもって生きたい」という自由もあ

ります。しかし、親が動けなくなった時の

リスクは、本人の想像以上に大きいもの

です。少しの歯車が狂えば、全部が崩れ

てしまう家庭を早期に発見する必要が

あります。

　

　ひきこもりの状態をなくしていくに

は、まず、家族関係の修復が必要です。

多くの親は、子どもに対し「働け！」と正

論で追い詰め、動かそうとします。それ

では逆効果になる恐れもあります。相手

のことを理解しながら、叱咤激励ができ

れば、人は動かせます。信頼関係を築

き、相手が心を開いてから初めてアドバ

イスをしていきます。親御さんのカウン

セリングでは「息子さんの役をやるの

で、しゃべりかけてみてください」と演技

指導のような形で対応のしかたを伝え

ています。

　「8050問題」においては、ひとつの機

関で支援が完結することは、まずありま

せん。病院、地域包括支援センター、社

協、介護事業所、場合によっては、弁護

士、ファイナンシャルプランナーなどが

集まり、対象者が「地域でどんな生活を

するのか」をテーマに、各自できること

を出し合うことから始めましょう。その

際、ネットワークを持っているコミュニ

ティソーシャルワーカー（CSW）が軸に

なると連携がスムーズです。

　2040年は日本の高齢者人口（65歳以

上）がピークになる年だといわれていま

す。団塊ジュニア世代（1971～74年生ま

れ）が高齢者となり、65歳以上が約4000

万人に達すると推定されています。行政

と地域が連携しながら、早期発見できる

しくみとひきこもり状態にいる人へのよ

り効果的な対策について早急にとりく

む必要があります。

メンタルワークス大阪　三家クリニック
なんば・ながたメンタルクリニック　臨床心理士　岡崎　剛さん（ひきこもり専門）

社会がつくりだす
「ひきこもり」

生き抜くための
環境を整備

心の問題が解決しても…

家族関係の修復が先決
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講座案内
市内在住、在勤、在学の方●市民向け講座

■市民向け講座の申込み方法▼
ハガキ・FAＸ・メールに次の必要事項を記入して、お申し込みください（当センターホームページや電話での申込みも受け付けます）
〔必要事項〕①講座名　②名前（ふりがな）　 ③郵便番号・住所　④年齢　⑤電話番号　⑥大阪市在住でない場合は、勤務先または学校名と所在地
介護実習講座を申込みの方は⑦介護経験の有無（有の人は年数も記入）※介護職の方はお申込みいただけません。

研修名 日　時 受講対象者 講　師 内　容 その他

講座名 日　時 受講決定 講　師 内　容 その他

申込み多数の場合は抽選です。締め切り後に、事業所あてに決定通知を送付します。●福祉従事者向け研修

①職場研修の重要性を認識する
②職場研修のニーズを把握する
③職場研修の仕組みを理解する

3月17日（火）
9：30～12：30

定員：30人
締切：2月25日（火）
受講料：1,500円＋

テキスト代
1,000円

※「OJT推進研修」
　との合同開催

職場研修推進研修

関西福祉科学大学大学院
社会福祉学研究科　
教授　津田　耕一

大阪市内の社会福祉関係施
設・事業所に勤務する方

大阪市内の社会福祉関係施
設・事業所に勤務する方で
次の①～④すべてに該当す
る方
①指導的立場にあるか、今
後、期待されている方

②職場の人材育成について
あらかじめ整理し、当日に
意見交換できる方

③2日間とも参加できる方
④事前課題を持参できる方

①「職場研修推進研修」内容①～③
②OJTの意味と内容
③OJTリーダーの役割と心構え
④職員育成の方法
⑤効果的な指導方法
⑥OJTの機会と具体的方法
⑦職員とのコミュニケーション（ロールプレイ）
⑧振り返り・閉講式（修了証書の交付）

3月17日（火）・
     19日（木）
9：30～17：00

定員：45人
締切：2月25日（火）
受講料：6,000円＋

テキスト代
1,000円

※「職場研修推進研修」
　との合同開催

OJT推進研修

障がいのある人の『自己決定』がどのよう
なものなのか、また、その『自己決定』にど
のような個人・環境要因が影響を与えるの
か等について学び、それを踏まえて、障が
いのある人の意思やニーズに基づいた適
切な支援を考える。

2月25日（火）
14：00～16：10

定員：100人
締切：2月10 日（月）
受講料：1,500円

障がいのある人の
自己決定とその支援

神戸女学院大学
文学部　総合文化学科
教授　與那嶺　司

大阪市内の社会福祉関係施
設・事業所に勤務する方

近年、リーダーのプレマネジメント経験の不
足やチームメンバーの多様化など、マネジメ
ントを取り巻く環境は厳しくなっています。
マネジメントの役割について学び、これか
らの管理運営に生かしませんか？
１ 基調講演
  「職員のモチベーションアップに向けたリー
   ダーの役割とは」　
２ 交流会・情報交換会
　※名刺をご持参ください。

3月 2 日（月）
16：00～18：00

管理職・
リーダーのための
よこいと座談会
「実践！マネジメント
力を変えるには？
～人が育つ職場を
つくる人材から
人財へ～」

関西福祉科学大学大学院
社会福祉学研究科　
教授　津田　耕一

大阪市内の社会福祉関係施
設・事業所に勤務する管理
職・チームリーダー及び近
い将来それらの役割を担う
ことが想定される職員

初めて介護をされる方に、家庭での介護
の知識や技術を体験いただき、介護への
関心や理解を深めるコースです。
【テーマ】
①移動、車いすの使い方
②衣服交換・食事介助
③清潔介護

定員：各テーマ20人
　　（先着順）
希望される方は、お問
合せください
受講：500円（資料代）
受講当日に現金で申
し受けます
※1月土曜日クラスは一
時保育があります。

①2月14日（金）
②2月21日（金）
③2月28日（金）
いずれも
10:00～12:30

介護実習講座
入門コース

専門学校講師、介護福祉
士など

専門学校講師、介護福祉
士など

開講日の約1週間前に受講
証をお送りします

開講日の約1週間前に受講
証をお送りします

入門コースを修了された方がテーマごと
に介護の知識・技術を深めるためのコース
です。受講するテーマは複数選択できます
①移動（1）　②移動（2）　③口腔ケア
④排泄、着脱介助　⑤食事介助

①3月 5 日（木）
②3月 7 日（土）
③3月12日（木）
④3月14日（土）
⑤3月18日（水）
いずれも
10：00～13：00

ステップアップ（応用）
テーマ別コース

【
介
護
実
習
講
座
】

【
障
が
い
者

福
祉
関
係
研
修
】

【
社
会
福
祉
史
の

市
民
講
座
】

【
よ
こ
い
と
座
談
会

（
職
員
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
）】

定員：各テーマ20人
　　（先着順)
希望される方は、お問
合せくたさい
受講：100円（資料代）
受講当日に現金で申
し受けます

社会福祉法人 聖家族の家
理事長　上利 　久芳

受講いただけない場合のみ
連絡します。

乳児院、児童養護施設、留守家庭対策事業
など幅広い事業を展開し、家庭的養育と地
域に根差した取り組みをされている、社会
福祉法人 聖家族の家の事業や、児童養護
施設の歴史について学びます。

3月 7 日(土)
14：00～16：00

児童養護施設の歴史
と聖家族の家

定員：30人（先着順）
締切：3月2日（月）
参加費：無料

定員：30人（先着順）
締切：2月26日（水）
参加費：無料

大阪市社会福祉研修・情報センター　〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
a06-4392-8201　b06-4392-8272　dhttp://www.wel-osaka.jp　7kensyu@shakyo-osaka.jp上記の会場・申込・問合せ先

●福祉従事者向け研修の申込み方法▶当センターのホームページから申込むか、申込用紙をダウンロードしてFAXでお申込みください
※日程及び締切日は、主催者の都合で変更する場合があります。

【
組
織
運
営・管
理
研
修
】
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令和元年度　市民後見人・成年後見制度啓発シンポジウム令和元年度　市民後見人・成年後見制度啓発シンポジウム

新たな自分探し！
人と人との思いつながる
市民後見人活動

大阪市成年後見支援センター
a06-4392-8282　b06-4392-8900　7yousei@shakyo-osaka.jp

d http://www.wel-osaka.jp/kouken/index.php

大阪市成年後見支援センター
a06-4392-8282　b06-4392-8900　7yousei@shakyo-osaka.jp

d http://www.wel-osaka.jp/kouken/index.php

2月11日（火・祝）
午後1時30分～4時30分

阿倍野区阿倍野筋4-19-118
阿倍野区民センター 小ホール

なるほど！ 知って納得！
成年後見制度

社会とつながり地域をつくる
市民後見人活動

日時

場所

申込方法／「シンポジウム参加希望」と名前、所属・団体名、電話
番号を記載のうえ、FAX・ハガキ・Eメールによりお申
し込みください。

申込締切／2月5日（水）当日消印有効

大阪弁護士会　井上　雅人 氏

できるかも？！

第1部／基調講演

第2部／パネルディスカッション

参加料

定員300名
無料

テーマ／認知症の人の車の運転について
　　　　（講演講師）大阪市立弘済院附属病院 精神神経科部長　河原田　洋次郎
　　　　（事例発表）淀川オレンジチーム　森　俊文・大阪市立弘済院附属病院 患者支援部　西本　伊津美
　　　　（活動報告）医療法人遊心会 咲く花診療所　村上　茂夫
　　　　（講師・報告者によるディスカッション）
日　時／２月26日（水）午後2時～午後4時
場　所／淀川区役所 5階（大阪市淀川区十三東2-3-3）
対　象／北エリア内（北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区、旭区）の医師・看護師・介護職・ケアマネ

ジャー等の認知症医療・介護・福祉にかかわる専門職
定　員／80名程度　参加費／無料　申込方法／ファックス・メール
申込・問合せ／弘済院附属病院　患者支援部・認知症疾患医療センター　a06-6871-8013　b06-4863-5351
　　　　　　 7kousaiin-kouza@city.osaka.lg.jp
　　　　　　「北エリア認知症疾患医療センター研修会参加希望」と明記し、参加される方全員の名前（ふりがな）、所属・勤
　　　　　　務先等、職種、電話・FAX番号を記入してください。

第９回 北エリア認知症疾患医療センター研修会

大阪市立総合医療センター
第4回 慢性腎臓病（CKD）セミナー

内　容／【ミニレクチャー】「腎代替療法の実際」　腎臓・高血圧内科　医長　濱田　真宏 
　　　　　　　　「いずれ代替療法が必要ですと言われたら」　看護師  奥田　友子
　　　　　　　　「食事療法のエトセトラ☆減塩」　栄養士　橋詰　綾乃
【　C　K　D　相　談　会　】医師・看護師・栄養士・薬剤師による相談会

日　時／2月15日（土）午後1時～午後3時（開場は12：30～）
場　所／大阪市立総合医療センター3階 さくらホール（大阪市都島区都島本通２-１３-２２）
定　員／250名　受講料／無料　対　象／どなたでも　申込み／不要
問合せ／大阪市立総合医療センター 地域医療連携センター　a06-6929-1221　b06-6929-0886
　　　　※問合せ可能日、可能時間（平日：午前8時45分～午後5時15分）
　　　　dhttp://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/about/shiminkouza.html
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　大阪市では、統合失調症等の精神疾患のある方を対象に、基本的な生活習慣を整え、社会生活に必要な健康管理や     
コミュニケーションのスキルを身につけ、地域で自分らしく安定した生活ができることを目的とした「地域生活向上教室」を
実施しています。

地域生活向上教室地域生活向上教室

局番
6694
4399
4302
6659

区名
住吉
東住吉
平野
西成

局番
6930
6915
6622
6682

区名
城東
鶴見
阿倍野
住之江

局番
4809
6977
6715
6957

区名
東淀川
東成
生野
旭

局番
6774
6647
6478
6308

区名
天王寺
浪速
西淀川
淀川

局番
6267
6532
6576
4394

区名
中央
西
港
大正

局番
6313
6882
6464
6466

区名
北
都島
福島
此花

「06‐●●●●-9968」●●●●の部分にお住まいの区の4ケタ番号を入れておかけください。

●受付／月～金曜日9:00～17:30 （祝日・年末年始を除く）

各区保健福祉センター連絡先（お申込み・お問い合わせ）

〈対象者〉
統合失調症等の精神疾患がある方
〈実施場所・実施日時〉
お住いの区保健福祉センターで月1回実施
※実施日は各区にお問い合わせください
〈内容（プログラム）〉
運動、手工芸、レクリエーション、生活技能訓練(SST) 等
※お住いの区によって内容は異なります

●体力をつけたり生活リズム
を整えたい！
●気持ちや考えを上手に伝え
られるように練習したい！
●人と関わるのが苦手…
　安心して行ける場がほしい！

ぜひご参加ください！　見学からでもOKです！

大阪市社会福祉研修・情報センターでは、福祉や介護の
啓発を目的として「ウェルおおさか　はーと♥フェア」を年
1回開催しています。会場内は大いに盛りあがり、たくさん
の方々にご来場いただきました。
午前11時にスタートし、1階エントランスホールのオー

プンステージでは、障がい当事者によるリコーダーやボラ
ンティアグループによるトーンチャイム演奏など素敵な音
色が響きわたっていました。
展示コーナーの、施設利用者の作品展や福祉機器の展

示、近所の保育園の子どもたちが描いたさつまいもの絵
は、心があたたまる作品でした。
今年初めて実施した親子で体験できる高齢者疑似体験

では、もみじ箱を使って加齢による身体的な変化などを、
また、介護講座では家庭でできる介護技術を体験してい
ただきました。
午後からの、福祉・介護のすてきなエピソードを集めた

「みおつくし福祉・介護の仕事きらめき大賞」表彰式や介護

の仕事がテーマのドキュメンタリー映画「僕とケアニンと
おばあちゃんたちと。」の上映会も好評でした。
子どもたちは、絵本の読み聞かせでは、熱心にお話を聞

き、「おもちゃ図書館」では、楽しそうに遊んでいました。ま
たスタンプラリーでは、親子でスタンプを探す姿が見ら
れ、賑わっていました。
今年は西成区のイメージキャラクター、「スーパーポン

ポコジャガピーにしなりくん」や吉本住みます芸人「ガオ～
ちゃん」の登場もあり、子どもから大人まで幅広い世代に
大人気でした。
ご協力いただきました皆様、ご来場いただきました皆

様、本当にありがとうございました。

12月7日（土）に
福祉・介護の啓発イベント
「ウェルおおさか はーと♥フェア」
を開催しました！

12月7日（土）に
福祉・介護の啓発イベント
「ウェルおおさか はーと♥フェア」
を開催しました！



被災地の復興等に欠かせない存在となって
いる災害ボランティア。初めて活動に参加す
る人に必要な情報をまとめた災害ボラン
ティア活動の入門書。参加方法の調べ方か
ら、自分に合った活動の探し方などを紹介。

災害ボランティア活動ブックレット編集委員会編
全国社会福祉協議会　2019年

「終わった人」

出世コースから外れてそのまま定年を迎
えた田代壮介。仕事一筋だった彼は途方
に暮れた。生き甲斐を求め、居場所を探し
て、あがき続ける男に再生の時は訪れる
のか?シニア世代の今日的問題であり、現
役世代にとっても普遍的テーマを描いた
定年小説が映画化。

東映ビデオ株式会社　１２５分　２０１８年

「ある認定こども園の挑戦Ⅱ
育ちあう保育 子ども・親・保育者」

広島県の郊外、里山の風景に囲まれた豊か
な自然の中にある認定こども園のさざなみ
の森の保育の様子を通して子どもの育ち、
そして保護者、保育士の育ちをみつめる。

岩波映像株式会社　８５分　２０１７年

最後の暮らしはケア付集合住宅か、それ
とも自宅でひとりか！違う場所を選んで
生きる３人の女性を紹介。３人の共通点
は、「今が幸せ」と言っていることです。こ
の作品が人生の最期を幸せに迎えるた
めのヒントになるかもしれませんね。

「おひとりさまを生きる Part２
最後の選択」
ビデオ工房AKAME　３０分　２０１４年

「被災地につなげる
災害ボランティア活動ガイドブック」

優先席での年齢比べ、一向に進まない
本の整理、曲げた腰を伸ばす難しさ、隙
を見ては襲ってくる眠気、病気との付き
合い方…。８５歳の「区切り」を超えた作
家が、老いゆえの失敗と喜びを描く。

黒井 千次　著　中央公論新社　201９年
「老いのゆくえ」

「やってしまいがち」「よかれと思ってやっ
ている」「困ってしまう」など…。介護の現
場でよくある場面をイラストで紹介し、ど
こがよくないのか→なぜよくないのか→
どうしたらよいのかをわかりやすく解説。

長藤 成眞　著　中央法規出版　201９年

「ステップアップ介護
よくある場面から学ぶ介護技術」

●図書・約18,000冊　●DVD・約940本　●雑誌・約27種類
開室時間／月曜日～土曜日（祝日、年末年始は除く）午前９時30分～午後５時
貸出期間／２週間（図書・雑誌等は５冊、DVD・ビデオは５本まで）
利用資格／貸出し期間（２週間）内に、来館しての返却が可能な方
※郵送での返却はできません
※初回の登録時には、住所・名前などの証明ができる本人確認書類(免許証・保険証など)をご持参ください
問合せ先／506-4392-8233　　お電話で図書・DVDの予約も承ります

大阪市社会福祉研修・情報センター2階にある「図書・資料閲覧室」では、社会福祉に関する書籍などを無料で貸し出しています
（認知症、介護技術、手話のDVDや、福祉関係雑誌などが充実しています。）

図書・資料閲覧室からのお知らせ
図書・DVD新着情報

DVD紹介DVD紹介図書紹介図書紹介

★「介護技術」関連本を紹介★

高齢化率の進む日本において、多くの人が直面する
「老い」という現実。基本の技術と接し方を習得し、
介護への理解を深めることで、介護される人も介護
する人も負担が減る、快適な介護に変えましょう。

髙山 彰彦　 髙山 美佐子　著　文芸社　2018年

介護される人を大切にしたい！ 介護する人も大切にしたい！
あなたのための介護技術　基本編 一方的に介護する、されるという関係ではなく相手の

力とコミュニケーションをとりながら進めていく。ただ
手を貸すのではなく、二人で協力して互いの力を出し
合うことで、介護する人もされる人もラクになる。人体
力学的・介護術の決定版!

井本　邦昭 著　ＰＨＰエディターズ・グループ　2019年

介護に役立つ人体力学

ウェルおおさか 2020.2.vol.124◉8
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大阪市で実施する「こころの健康」に関する相談事業のご案内
大阪市在住の方を対象に、次のような相談事業を行っています。

ひとりで悩まず、ご相談ください。

大阪市こころの健康センター
 ■こころの悩み電話相談　専用電話▶a06-6923-0936
専門の相談員が、気分の落ち込みや不安など、こころの健康に関する相談をお受けします。
＊月～金曜日の9時30分～17時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

■自死遺族相談(予約制)　予約電話▶a06-6922-8520
大切な人を自死で亡くされた方を対象に、臨床心理士が面接によりお話をお伺いします。
＊月～金曜日の9時～17時30分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

■ひきこもり電話相談　　専用電話▶a06-6923-0090
ひきこもりに関することで悩んでおられるご本人やご家族等からの相談をお受けします。
（電話相談後、必要に応じて面接や訪問を行います。）
＊月～金曜日の10時～1２時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

■思春期問題相談（予約制）
不登校、人目を気にして外出を嫌がるなど、思春期特有の問題について悩んでおられるご本
人やご家族等を対象に、精神科医師等が相談（助言）をお受けします。
お住いの区保健福祉センター(下記参照)を通じて、相談の予約を受け付けています。

■依存症に関する相談
～依存症相談員による相談～　相談電話▶a06-6922-8520
アルコール、薬物、ギャンブルなどの問題について悩んでおられるご本人やご家族、関係機関
の支援者の方等を対象に、依存症に関する相談をお受けします。
＊月～金曜日の9時～17時30分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
～依存症専門相談（予約制）～　予約電話▶a06-6922-8520
アルコール、薬物、ギャンブルなどの問題について悩んでおられるご本人やご家族、関係機関
の支援者の方等を対象に、精神科医師等が相談（助言）をお受けします。
＊月～金曜日の9時～17時30分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
お住いの区保健福祉センター(下記参照)を通じても、相談の予約を受け付けています。

〈問合せ〉大阪市こころの健康センター
　　　　大阪市都島区中野町5-15-21 都島センタービル３階  a06-6922-8520

北　　区
中 央 区
天王寺区
東淀川区
城 東 区
住 吉 区

都 島 区
西　　区
浪 速 区
東 成 区
鶴 見 区
東住吉区

福 島 区
港　　区
西淀川区
生 野 区
阿倍野区
平 野 区

此 花 区
大 正 区
淀 川 区
旭　　区
住之江区
西 成 区

６３１３
６２６７
６７７４
４８０９
６９３０
６６９４

６８８２
６５３２
６６４７
６９７７
６９１５
４３９９

６４６４
６５７６
６４７８
６７１５
６６２２
４３０２

６４６６
４３９４
６３０８
６９５７
６６８２
６６５９

精神科医師・精神保健福祉相談員・保健師が、こころの健康に関する相談をお受けします。
受付時間▶月～金曜日の9時～17時30分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
問合せ▶各区番号４ケタ△△△△-9968

〈各区保健福祉健康センター〉
■精神保健福祉相談（要申込み）

ナースコール(舌センサー型)

資料提供・問合せ▶特定非営利活動法人　自助具の部屋
　　　　　　ab06-4981-8492（月・水・金  10：00～15：00）

NPO自助具の部屋ホームページ▶

主な適応疾患・対象者▶
●寝たきりで、舌先しか動かせない方。
機能・特徴▶
●舌先のわずかな押す動きを捉えて、ナースコールできる
装置。

●センサー部分は舌先が届く位置まで自由に曲げること
ができる。

●ベッドのフレームに取り付けられるので邪魔にならない。
使い方▶
●ベッドのフレームにスタンドを固定し、舌先が先端部のセ
ンサーに届く位置にアームをセットして使用する。

タブレットスタン（市販品）

センサーアーム

●安心スロープ フリーサイズ
3cm～10cmの段差に使用可能。奥行きが広く傾斜
がゆるやか、表面には山型スベリ止め加工をしてい
ます。上部にねじ穴がありますので固定もできます。

●レッツボード
住宅環境にマッチしやすいモノトーンカラー。走行
面とのコントラストが高く視認性の良いエッジが車
いすの脱輪を予防します。

スロープで段差を解消

健康生活
応援グッズ

公益社団法人関西シルバーサービス協会 事務局
〒542-0065　大阪市中央区中寺1-1-54　
　　　　　　  大阪社会福祉指導センター内

問合せ

a06-6762-7895  b06-6762-7894
dhttp://kansil.jp

●LスロープFK 微笑みの杜若
設置角度が選べるので、今まで設置の難しかった
斜めかまちにも設置ができ、車いす用スロープの
設置可能場面が広がります。

今月の自助具

設置角度が選べて
坂道にも安心して
設置できる

置
く
だ
け
で

使
用
で
き
る

車
椅
子
ス
ロ
ー
プ

軽
量
・コ
ン
パ
ク
ト
、

折
り
た
た
み
も
可
能
。 

持
ち
運
び
し
や
す
い
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URテナント 関西 検 索独立行政法人 都市再生機構 詳しい内容や資料請求は
こちらから▶

西日本支社 住宅経営部 経営課
〒536-8550 大阪市城東区森之宮1-6-85 TEL.06-6969-9044

URテナントは
「子育て・高齢者支援事業」を応援しています！

UR都市機構では、団地内施設を活用し、
子育て世帯から高齢者の方々が

健康的で安心して暮らせるまちづくりを推進しています。

大型団地内だから
潜在顧客が豊富

merit-5

保証人不要！
面倒な手続きいらずmerit-4権利金・礼金・手数料不要

初期費用が安い！
merit-2

工事前の賃貸料無料
開店までの準備期間も安心merit-3

※申込後の審査により、賃貸料が割引になる事業かどうか判断させていただいております。  ※既存店舗との競合業種は、団地によっては受付できない場合があります。

メリットいっぱい

5050％OFF賃貸料
子育て支援事業者への賃貸料優遇制度

20％OFF賃貸料
高齢者支援事業者への賃貸料優遇制度

♥保育園・幼稚園・小規模保育 

♥学童保育・放課後デイサービス

♥ファミリーケアステーション・
　親子カフェ・コミュニティスペース

♥児童発達支援　など

♠訪問介護
♠居宅支援介護
♠通所介護　など

公共性･社会性の高い子育て支援・高齢者支援事業者の方々には、一般商業施設の賃貸料に対しての減額を実施しています。

最
大

最
大

〔広告〕

 

 

 

補聴器本体        

希望小売価格より 
〒542-0083　大阪府大阪市中央区東心斎橋1-7-30　
a06-6251-6101(月～金 9:15～18:15・土日祝休）

公益財団法人
日本ケアフィット共育機構 大阪事務所

無料体験会（講座説明会）のお知らせ

説明会では、サービス介助士について詳しくご説明いたします。また、あわ
せて「防災介助士」「認知症介助士」についても同日に説明いたしますので、
個人はもちろん、企業・学校ご担当者様のご参加もお待ちしております。

～資格取得者数17万人突破～

「おもてなしの心」と「介助技術」の普及を目指した
この資格は、おかげさまで多くの支持をいただいております。

●説明会開催日

■ご予約お問い合わせは、以下よりお願いいたします

 2月10日月
 3月 9 日月
 4月13日月

2020年
受講生募集

サービス介助士
18：00～19：00
15：30～16：30
15：00～16：00

17：00～18：00
17：00～18：00
16：00～17：00

適宜
適宜
適宜

防災介助士 認知症介助士

実技教習の
様子（抜粋）

▲視覚障がい者手引き ▲車いすの操作 ▲高齢者疑似体験

•実技教習は北海道～沖縄にて開催中お好きな会場を選択可能！
•サービス介助士資格取得が企業のSDGs(持続可能な開発目標)推進
　に寄与します！

サービス介助士　ケアフィット

※日程のご都合が合わない方は、お電話にてお問い合わせください。

〔広告〕



研修関係の問合せ
図書・資料閲覧室の問合せ 午前９時～午後５時

午前９時～午後９時（土・日曜日は午後５時まで）
（会議室の申込・お支払いは午前９時３０分～午後５時）

直通電話番号項　　目 お問合せ時間

０６‐４３９２‐８２０１
０６‐４３９２‐８２３３

午前９時～午後５時

会議室など利用の問合せ ０６‐４３９２‐８２００

『どうしたの？』聞ける勇気と やさしさを
岡島　優樹さん（平成30年度「人権に関する作品募集事業」キャッチコピー　中学生の部　優秀賞）

交通／ご来所には［大阪シティバス］［JR］［地下鉄］をご利用ください

大阪シティバス

地下鉄・四つ橋線・御堂筋線

JR大阪環状線・大和路線
「長橋二丁目」バス停すぐ
52系統（なんば　～あべの橋）

所 在 地
設置主体
運営主体

電 話
ファックス
U R L

／〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号
／大阪市
／（指定管理者）
　社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
／a06-4392-8200（代表） 
／b06-4392-8206
／http://www.wel-osaka.jp

「花園町」駅（①・②出口）から徒歩約15分
「大国町」駅（⑤出口）から徒歩約15分

「今宮」駅から徒歩約9分

〔テーマ〕いじめ問題

貸室ご利用の皆様へ

利用日の6か月前（6か月前の同じ日）から、電話や窓口で予約いただいた   
うえ、所定の用紙で申し込みください。
受付時間は午前９時３０分から午後５時まで

空室状況をホームページに掲載しています。1

利用申込の受付は6か月前からです。2

b06-4392-8206
※ＦＡＸでの申し込み可能な期間は、利用日の6か月前の午前９時３０分から
利用日の３日前までです。

空室状況は、ホームページの「貸室のご案内」→「空室一覧」に、ＰＤＦで6か月分掲載。

a06-4392-8200

（単位：円）

午　前
9：30～12：30

午　後
13：00～17：00

夜　間
18：00～21：00

昼　夜　間
9：30～21：00

会議室

介護実習室
演習室
大会議室

会議室 東
会議室 西

99
45
54
36
18
144

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

5,100
2,600
3,800
7,600
1,300
7,700

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

11,400
5,800
8,600
17,100
3,000
17,400

4
　
階

5階

時間区分
室区分　利用人員のめやす

■会議室等の使用料
利用できる貸室および料金は、次のとおりです。ご予約は利用日の6か月前からです。

ウェルおおさか 検索

「ウェルおおさか」に広告を掲載しませんか
詳しくはお問合せください…▶大阪市社会福祉研修・情報センター
a06-4392-8201　b06-4392-8272　7kensyu@shakyo-osaka.jp
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町

スズキ自動車

ガソリンスタンド 市営
中開東住宅

市営
出城東住宅

高齢者
在宅支援
センター

国道
25号線な
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筋

西出口

①②

国道43号線
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コーナン
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中央
病院

出城郵便局

鶴見橋商店街
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道
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号
線

地
下
鉄
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橋
線

ナニワ
交通

日産自動車

ほっかほっか亭

いすゞ 自動車
交番

長橋

南開
南開西

公園

JR環状線

関西本線（大和路線）

大阪シティバス
長橋二

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ
Ⓟ

開館時間／午前9時から午後9時まで（土・日曜日は午前9時から午後5時まで）
　　　　　図書・資料閲覧室は午前9時30分から午後5時まで（月～土曜日）
休 館 日／国民の祝日（土・日曜日と重なる場合は除く）、年末年始（12月29日～翌1月3日）

大阪市社会福祉研修・
情報センターのご案内

人権啓発キャッチコピー

⑤
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