
活動報告者 中島 修
（所属：文京学院大学）

アドバイザー 日本福祉大学 原田正樹
文京学院大学 中島 修

地域担当者 興梠（飯能市社協）

日本地域福祉研究所作成
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ワークショップNO.５

「実践事例から生活困窮者の
支援を展望する」



１．ワークショップ会場

美杉台地区行政センター

２．参加者 ４０名

（行政、県社協、市町村社協、地域包括支援センター、特養、民生委
員、生協、社会福祉士会、病院SW、地域福祉推進組織、NPO、学
生） 、スタッフ（市役所３名、市社協２名、施設１名、大学教員２
名）

日本地域福祉研究所作成
複写禁

参加者状況



目 的

生活困窮者自立支援法が施行されてから１年が経過した。
生活困窮者の自立支援には、生活困窮者自立支援制度と生
活保護制度との連携や社会福祉協議会の生活福祉資金制度
との連携、地域包括支援センターとの連携などが重要となる。
また、経済的困窮のみでなく社会的孤立を防ぐための取り組
みも求められ、民生委員・児童委員や社会福祉協議会など、
地域福祉実践を活かした取り組みも重要である。
飯能市をはじめ埼玉県内の事例を通して、生活困窮者の自
立相談支援機関と多機関との連携、地域組織と結びついた地
域づくりについて検討することを目的とする。

日本地域福祉研究所作成
複写禁



フィールドワーク
市役所１階フロア（自立相談支援窓口～福祉関係窓口～保険・税関係窓口）⇒ハロー

ワーク⇒保健センター⇒総合福祉センター（社協）

飯能市役所で市長とご対面事例報告者の名栗園藤野さんがバスを
提供・運転で相談窓口の見学

日本地域福祉研究所作成
複写禁



ミニ講義：『生活困窮者自立支援制度の状況と埼玉県内の取組み』
文京学院大学 中島 修

日本地域福祉研究所作成
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ミニ講義の概要

１．生活困窮者自立支援制度が必要とされた背景
○稼働年齢層の生活課題対応が不足
○生活保護前の相談が不足 『経済的困窮』と『社会的孤立』

２．生活困窮者自立支援制度の概要
○自立相談支援事業と住居確保給付金が必須事業

３．自立相談支援機関（総合相談）の実施状況
⇒東京都国立市では、相談者の６割が市役所に初めて相談

４．全国の任意事業の実施状況
⇒各事業について、２割～４割台の実施状況（平成28年度見込み）

５．関連施策と「新福祉提供ビジョン」
⇒「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」（26自治体が採択）

６．彩の国あんしんセーフティネット事業の概要
⇒社会福祉法改正と社会福祉法人改革（地域の公益的な取組の責務化）

日本地域福祉研究所作成
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生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の実施状況

○生活困窮者自立支援法が平成２７年４月に施行されたことに伴い、全国９０１の福祉
事務所設置自治体に生活困窮者への相談支援を行う窓口が設置されるとともに、各
種任意事業と併せて、包括的な支援が進められている。

○全国に、４，０００人以上の支援員が配置され、平成２７年１２月までの９ヶ月間で約
１７万件の相談があり。

○そのうち約４万は継続した支援が必要とされ、それぞれの対象者に応じたプランに基
づき、支援が進められている。

○しかしながら、相談件数は、国が示している目安（人口１０万人当たり月２０件）に対し
て約７割の水準となっており、最近は全体的に減少傾向にあることから、支援が必要
な者に対して十分に相談支援に結びついていない状況がうかがえる。

「厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料」（2016年3月3日）より抜粋して報告者が作成

日本地域福祉研究所作成
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各年度の任意事業実施自治体数

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度見込み

就労準備支援事業 １００ ２５３（２８％） ３６１（４０％）

一時生活支援事業 ５７ １７２（１９％） ２３８（２６％）

家計相談支援事業 ８０ ２０５（２３％） ３１２（３５％）

子どもの学習支援事業 １８１ ３００（３３％） ４２５（４７％）

※（ ）内は実施割合

◎「新たな縦割り制度の一つ」にならないように包括的な支援を実現していくことが肝要
①生活困窮者の自立と尊厳の確保、②生活困窮者支援を通じた地域づくり、を５つの支援のかたち（包
括的、個別的、早期的、継続的、分権的・創造的な支援）を通じて実現

「厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料」（2016年3月3日）より抜粋して報告者が作成

日本地域福祉研究所作成
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実践報告① 自立相談支援機関『生活困窮者自立支援制度における支援
～具体的な事例を通じて～』

飯能市健康福祉部地域・生活福祉課主幹 井上直子 氏

日本地域福祉研究所作成
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飯能市 平成27年度 実績

○自立相談支援事業 （直営で実施）

相談件数 100件（プラン作成13件 生保申請14件、その他73件）

（生活保護相談件数338件内、生保申請93件）

○住居確保給付金事業

6件(単身、4世帯 2人以上、2世帯 延べ14世帯）

支給額合計 435,600円 ※単身37,000円 2人44,000円

○学習支援事業（飯能市学習支援教室わくわく）

参加生徒（中1～3） 16人（延べ631人）

高校受験３人中、2人合格

指導教員（教員OB）9人（延べ 447人）

学生ボランティア 27人(延べ81人）：駿河台大学の協力

（飯能市高校進学率99.6％ 学校教育課調べ）

◎平成28年度より 家計相談支援事業も開始している

10

井上氏資料より引用
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退職後、閉じこもり生活が長く続き、
手持ち金が無くなった41歳女性の事例

○平成28年5月末

「来月の家賃が払えない」と生活保護相談に電話があり、来所。希死念慮あり。

2月で退職し、その後無職。准看護師の資格有。手持ち金はほとんどなし。貯金
もなし。秋田にいる祖母、母親、妹とは疎遠。友人もいない。

債務はあると思うが、どれくらいあるのか不明。税金も滞納している。

→7月中に失業給付金が入る予定とのことで、生活困窮者の相談に回る。

【支援経過】

6月より支援開始

①住居確保給付金の申請。

②社会福祉法人の安心セーフティネットの利用

③社会福祉協議会での貸付利用（5,000円）

④ハローワークにおける職業紹介の利用

以上を利用し、毎週1回の来所面談。（相談支援員が対応）

●ゴミ屋敷とのことで、支援開始時に5人で2時間かけて掃除を実施。

→督促状が未開封のまま放置。雨戸が閉めっぱなし。

風呂場が使用不可。 ワンボックスカー一台分のゴミの処分。

11

井上氏資料より引用
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今後の課題

12生活困窮者は市役所へ相談に訪れることや、
誰かに困りごとを相談することができない場合が多い

①早期把握や見守りのためのネットワークづくりが重要
→無関心でいないこと

②相談者は複雑な問題を抱えていることが多いため、多職種によるチーム対応が必要。
解決のための方法を構築すること

→チームの意思統一や粘り強さ、諦めない気持ち

③「支える、支えられる」という一方的な関係ではなく、他人のことも自分の家族のことの
ように考えられる地域づくり

→「地域であいさつ 私から」
（はんのうふくしの森プランより）

井上氏資料より引用
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グループワーク①：自立相談支援機関の成果と課題①

日本地域福祉研究所作成
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グループワーク①：自立相談支援機関の成果と課題②

【課題】
＜市民視点＞
○制度が複雑で市民にはわからない。
＜実践者視点＞
○連携が取れていない。
○出口策が任意事業になっている。
○時間がなくアウトリーチができない。

【成果】
＜市民視点＞
○総合相談窓口ができ相談しやすくな
ったのではないか。
＜実践者視点＞
○総合相談で相談が受けやすくなった。
○連携が取りやすくなった。

日本地域福祉研究所作成
複写禁



実践報告② 自立相談支援機関『既存の制度や社会資源につないだ
生活困窮者支援事例』

所沢市社協地域福祉推進課 鈴木真樹 氏

日本地域福祉研究所作成
複写禁



生活困窮者自立支援事業の実施状況

・平成26年10月 モデル事業受託

・平成27年4月 自立相談支援事業受託

・平成28年4月 家計相談支援事業受託

・平成28年4月 住居確保給付金スタート

相談体制（平成28年4月現在）

相談支援員３名

就労相談員1名

家計相談支援員1名

生活福祉資金貸付制度担当１名

 事業の経過  平成27年度の実績

・平成27年度新規相談受付件数 333件

・支援調整会議開催 1回

・あんしんセーフティーネット相談件数 15件

（H26年9月～H28年6月末）

その他関連した取り組み
＊生活改善支援事業（自宅内のゴミの清掃等）

H27年10月～

＊フードドライブ

H27年3月～（はじめは職員の持ち寄りから）

＊こども食堂（月2回）

H27年12月～（自宅を開放してくれた市民の方と）

＊拠点の整備

H28年4月～（行き場所のない人たちの居場所づくり）

＊CSWの全地区配置

H28年4月～

鈴木氏資料より引用
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事例①

 70歳代後半 男性 未婚

独居 認知症あり

相談経路：大家さん
「入居者の自宅がごみ屋敷になっているが、どこに相談をしたらいいのかわ
からず困っている」

本人：自宅の状況についてはあまり困りごととして認識がない。
「 これまでと同じように自宅で生活したい」という希望

鈴木氏資料より引用

日本地域福祉研究所作成
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課題と対応

• 必要なサービス利用につながっていない

→地域包括支援センターにつなぐ

• 親族と音信不通

→東京都に兄がいることが分かり連絡を取る

• 自宅内(部屋・トイレ・風呂場・台所など）がゴミに埋め
尽くされ、生活が立ち行かない状況

→はじめは本人と職員で掃除

→生活改善支援事業の利用

• 通帳や財布などの貴重品を紛失(キャッシュカードは所有）

→通帳や保険証の再発行・財布を発見・年金額の確認

鈴木氏資料より引用
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事例②

 19歳 男性 未婚

独居 高校中退 派遣によるアルバイト

相談経路：本人

「家賃を３か月分滞納していて、賃貸保証会社から退去を迫
られている。仕事が見つかったので、生活福祉資金貸付制度
でお金を借りられないか」

鈴木氏資料より引用

日本地域福祉研究所作成
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相談の経過

就労が決まったので、初回（満額）給与

までのつなぎを検討

 緊急小口資金の貸付けの相談をする

 保証会社との家賃分納の交渉

 家計相談支援（返済計画）

 その後の経過

 生活福祉資金の貸付け制度の
利用を検討したが、本人の状況
では利用に至らなかった。

 本人が3日で仕事を辞めてしま
った

 保証会社との交渉が不調に終
わる

 本人の意欲の低下・不安感

 相談当初の見立て

鈴木氏資料より引用
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見えてきた課題

・親により金銭的な搾取をされていた疑い→親への強い怒り

・職場定着が困難（朝起きられない・体調不良）で、離職を繰り返している

・未成年であるため法定代理人（親権者）の同意や親が保証人にならないと

契約行為を行えない場合が多く、利用できる社会資源が少ない（賃貸借契

約や金銭の借り入れなど）

・再離職したことにより保証会社から強く自宅の退去を迫られている

･働きたいという意志は強いものの、体調が不安定（不眠・倦怠感・下痢・食

欲不振）で仕事ができる状況ではない

→受診を勧めるも強い拒否

・地域とのつながりが希薄。支援してくれる大人がいない

鈴木氏資料より引用

日本地域福祉研究所作成
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実践報告③：『埼玉県の社会福祉法人が行う社会貢献～彩の国あんしんセーフ
ティネット事業の事例～』

（福）名栗園介護老人福祉施設 あしかり園サービス部門長 ： 藤野陽介 氏

日本地域福祉研究所作成
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事例１

・夫婦２人世帯で生活
・息子が１人……疎遠
・夫婦共にうつ病
・生活保護世帯（10年以上）

＜６０代後半（女性）＞

（本人から市役所生活保護担当へ相談が入る）
「入ったばかりの生活扶助費７万円を全額落としてしまった。警察へも届出を出し、
買い物や歩いた道等捜索したが見つからない。」

夫がもう死んだ方が・・・と夫がマンションの４Fから飛び降りようとした為、
緊急入院となった。

生活保護担当より法外援護として１万円の貸付を受ける。

＜１日目＞8月13日：飯能市社会福祉協議会から連絡が入る

＜ケース概要＞

藤野氏資料より引用
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事例２

・単身独居生活
・姉……疎遠
・無職

＜4０代後半（男性）＞

（本人から飯能市社会福祉協議会へ連絡が入る）
昨年８月に前職（美容師）を退職し、最後に支給された20万円程度の給与で生活して
きたが底を尽き、７月１０日に生活保護制度を申請したが受給決定・支給開始までには
時間がかかり生活費がない。（カードローンが９０万円借金あり）

生活保護担当より法外援護として5000円の貸付を受ける
。

＜１日目＞７月13日飯能市社会福祉協議会から連絡が入る

＜ケース概要＞

藤野氏資料より引用
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※井上直子氏資料参照

事例３

・単身独居生活
・家族とは……疎遠
・無職

＜４０代（女性）＞

（本人から市役所生活支援担当へ相談が入る）

＜１日目＞５月２０日：飯能市社会福祉協議会から連絡が入る

＜ケース概要＞

藤野氏資料より引用
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展 開 方 法

○ミニ講義：『生活困窮者自立支援制度の状況と埼玉県内の取組み』 文京学院大学 中島 修

○実践報告① 自立相談支援機関『生活困窮者自立支援制度における支援～具体的な事例を通じて～』
飯能市健康福祉部地域・生活福祉課主幹 井上直子 氏

○グループワーク① 自立相談支援機関の成果と課題（カードワーク、模造紙に貼り付け整理・意見交換）

○実践報告② 自立相談支援機関『既存の制度や社会資源につないだ生活困窮者支援事例』
所沢市社協地域福祉推進課 鈴木真樹 氏

○実践報告③：『埼玉県の社会福祉法人が行う社会貢献～彩の国あんしんセーフティネット事業の事例～』
（福）名栗園介護老人福祉施設 あしかり園サービス部門長 ： 藤野陽介 氏

○グループワーク②:事例をエコマップに描いて、連携・協働を考える（自立相談支援機関と関係課員の連携・協働）

○グループワーク③：事例に基づいて、孤立させない地域づくりを考える（社会的孤立を防ぐ社会資源開発）

○発表：ワールドカフェ方式（１回目：発表４分、質疑３分。２回目：発表４分、質疑３分。３回目：発表４分、質疑３分）

○事例報告者・講師コメント

○まとめ講義：日本福祉大学 原田正樹

日本地域福祉研究所作成
• 複写禁



結 果 （１）
「70歳代後半 男性 未婚 独居 認知症あり」の事例

日本地域福祉研究所作成
複写禁

＜新たな連携・協働＞
○後見人
○配食サービス
○安心サポート（社協・
権利擁護）
○近隣住民
○区民ひろば
○認知症カフェ
○カップルパーティ
○男の料理教室
○健康教室
○ボランティア活動
○廃校小学校での野菜
づくり など



結 果 （２）
「19歳 男性 未婚独居 高校中退 派遣によるアルバイト」事例

日本地域福祉研究所作成
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＜新たな連携・協働＞
○フードドライブ
○民生委員
○社協
○モーニングコールのボ
ランティア
○あいさつ
○お祭りに参加
○ボランティア活動
○通信制高校への再入学
○大学検定受験
○自分で料理ができるよう
になる
○親子関係の修復
○社会・地域に誘い出す



結果（３）
「退職後、閉じこもり生活が長く続き、手持ち金が無くなった41歳女性」の事例

＜新たな連携・協働＞
○保健師
○民生委員
○近隣・自治会
○友人
○サロン
○公民館
○カルチャーセンター
○ボランティア

日本地域福祉研究所作成

複写禁



「１日のまとめ」 日本福祉大学 原田正樹

○生活困窮者自立支援制度の理念を再確認する。

「自立と尊厳」・・・人々の内面からわき起こる意欲や
幸福追求に向けた想いは、生活支
援が依拠するべき最大のよりどころ

「つながりの再構築」・・・一人一人が社会とのつなが
りを強め周囲から承認されて
いるという実感を得ることが
できることは、自立に向けて
足を踏み出すための条件

○双方型支援がこれからは重要 日本地域福祉研究所作成

複写禁



考 察

日本地域福祉研究所作成
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○生活困窮者支援については、専門職だけで研修を行うことが多い。

○今回、地域住民と専門職が一緒にワークショップを行った意義は大き
い。

○地域住民の視点からは、生活困窮者自立支援制度は難しくわかりに
くい。自立相談支援機関についても知られていない。

○専門職は、自立相談支援機関ができたことで総合相談、早期対応が
できるようになった。

○一方で、関係機関との連携はできているところとそうでないところの
地域差が大きい。

○利用者の意欲を高める支援が重要である。

○地域住民との意見交換によって、支援の方法に広がりができる。



結論・今後の展望

日本地域福祉研究所作成

複写禁

○社会的孤立を防ぐ支援をするためには、専門職だけ
でなく、地域住民と連携し、多様な選択肢を考えていく
ことが重要（飯能市の地域福祉推進組織との協働）。

○生活保護を受給しても生活意欲がわかず生活が安定
しない困窮者もいる。本人の意欲を高める支援が重要
である。

○生活困窮者支援は、年齢に関係ない。生活のしずらさ
を抱えるすべての人を多機関が連携・協働して支援を
していくことが求められている。



みなさんお疲れさまでした！

日本地域福祉研究所作成
複写禁


