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今後の予定
主 任 相 談 支 援 員
養成研修【 前期】
７月１４日（月）～１６日（水）
☆受講申込は終了しています。

生活困窮者自立支援
制度全国担当者会議
9 月 26 日（金）
☆開催時刻・会場については、
後日お知らせします。

第 107 回市町村職員を
対象とするセミナー
テーマ 生活困窮者自立
支援制度について

10 月 17 日（金）
☆開催時刻・会場については、
後日お知らせします。

生活困窮者自立支援制度

ニ ュ ー ス レ タ ー

現在、各自治体においては、来年４月の生活困窮者自
立支援法の施行に向けた準備を鋭意進めていただいて
いるところと思います。
当室においては、この制度が地域で実効性のあるもの
となるよう、これまでも、全国会議を始めとする各種会
議の開催や「最新情報」の送信を通じて、さまざまな情
報を提供してきましたが、これらに加え、今般、情報発
信を更に強化する観点から、
「生活困窮者自立支援制度
ニュースレター」を配信することにいたしました。
本ニュースレターは、主に２つの内容から構成されま
す。一つは、
「自治体短信」として、各自治体の取組状
況をお伝えするもの。もう一つは、自治体や支援現場か
ら寄せられる質問にわかりやすくお答えするものです。
この新しい制度は、関係者が協働して創造していくも
のだと思います。そこで当室からの情報発信だけではな
く、自治体の皆様にも、全国のほかの自治体の皆様にと
って参考となる情報を発信いただくという試みです。今
後、皆様の自治体の取組状況について記述をお願いする
ことがあるかもしれませんが、その際は、何卒宜しくお
願いいたします。
また、Ｑ＆Ａについては、これまで全国会議などでお
示ししている制度的な質問とは異なり（これは、今後と
も同様に作成していきます。
）
、支援の方法など、より具
体的な疑問点に、できるだけ分かりやすくお答えするこ
とを想定しています。
本ニュースレターは、今後、２週間から１月に１度位
のペースで、定期的に発刊していきたいと思います。本
取組が、各自治体での施行準備の一助になることを願っ
ています。
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このコーナーでは、自治体の取組など自治体の「いま」をお伝えします。

北海道旭川市の「いま」～走りながら考えた一年
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の手前の生活困窮者層まで手を広

強することから始めました。当時、最

月に、
「旭川市自立サポートセンター」
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福祉協議会）2014 年 6 月号の内容
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。

愛知県の「いま」 ～生活困窮者自立支援法の施行に向けて
愛知県健康福祉部地域福祉課 入木 真実
愛知県は政令指定都市の名古屋

○○市××部○○課
ています。

○○ ○○
て支援を行った事例です。早期の対

市、中核市である豊橋市、岡崎市、

平成 26 年 5 月末現在の相談者７

応により、相談者は決まった仕事に
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就くことができました。

の計 54 市町村で構成されています。

の面談を行い、延べ 17 回程度の支

＜ケース②＞
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援を実施しています。
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口が集中する都市部から山間地ま
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平成 26 年４ 月から社会福祉法人

男性）

に合った生活困窮者支援対策を考
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えていく必要があります。
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金で生活してきたが、親が亡くなり

愛知県モデル事業の考え方
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になじめず、１ ヶ月弱で離職。今後
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相談事例の紹介
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モデル事業を実施して明らかに
なった課題
尾張福祉相談センターでは、相談
支援員を町へ派遣するのに緊急対
応が難しく苦慮しています。
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時の対応について、ルール化が課題
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＜ ケース①＞

段階的な支援を実施していきたいと

失業していたが、就職活動の結果、

です。

山町、大口町、扶桑町）を担当して

派遣会社の紹介で仕事が決まる。し

また、「中間的就労」の場は、ほ
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平成 25 年 10 月から直営方式を採
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援員 1 名を配置し、管内町の協力の
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もと、生活困窮者からの相談は、町
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地を脱しました。

受けた相談支援員が、町に出張して、
面接相談を行う方法での体制をとっ

公的な貸付が利用できない「制度
の狭間」に落ち込んだ対象者に対し

（短信を拝見して）今回は、旭川市の大滝さんから、
「走りながら考えた一年」を振り返っていただきました。
「支援の届い
ていない生活困窮者が存在する」との記述や取組の初期に十分検討して担当を決めることが重要との点に実感がこもって
います。また、愛知県の入木さんには、県のモデル事業を紹介いただきました。都道府県が有効な支援を展開するために
は、町村の理解を得て、協力体制を作り上げていくことが必要になります。協力いただきましたお二人に改めて感謝申し上
げます。
（た）

※ 自治体短信に執筆いただける自治体を募集しています。また、自治体短信やＱ＆Ａで取り上げてほしいテーマ
についても意見をいただければ幸いです。電子メールアドレス jiritsu-model@mhlw.go.jp

「こんなとき」「こんなこと」をどう考えるか、わかりやすくお伝えするコーナーです。

Ｑ

４ 月からこの制度の担当になりました。庁内会議を呼びかけましたが、積極的な意見はなく、また、
事業についても、結局、必須事業だけを行うことになりました。この制度がめざす包括的な支援を

実現できるのか正直不安です・・・。
（自治体職員）

生活困窮者は、多様で複合的な課題を有

はそもそもなじみません。実際に、先進自治体では、

しています。さまざまな困難を抱えている生

多くの社会福祉法人、NPO 法人等と行政が上手に協働

活困窮者に対し、必須事業である自立相談支援事業と

することで、包括的な支援を展開しています。障害者

住居確保給付金だけで支援が可能になるわけではあ

総合支援制度や雇用労働施策などで既に運用されて

りませんので、任意事業についても、積極的に検討い

いるさまざまな関係機関や社会資源を発展的に活用し

ただければと思います。

ていることに気づかされます。

Ａ

確かに、制度としては、「必須事業」は文字どおり

受託先がないとの意見も、庁内で、地域の社会資

必ず取り組まなければならず、逆に「任意事業」は「積

源や支援体制が見過ごされているということがないで

極的にやらなくてもいい」と思われるかもしれません。

しょうか。

この法に自立相談支援事業を必須事業として位置

ところで、これまで機会を捉えて庁内体制整備の重

づけたのは、地域にあるさまざまな資源や地域の力を

要性をお伝えしていますが、「最新情報」や全国会議

調整し、組み立てることが、複雑な課題を抱える生活

資料といった事業展開に必要不可欠な情報が、いまだ

困窮者の支援には不可欠であると考えたからです。こ

に適切な部署に伝わっていないという話をお聞きしま

うした支援は、
「ソーシャルワーク」の一つの特徴とも

す。

いえますが、このように地域社会の中で解決に結びつ

この制度が求める包括的な支援とは、本人やその家

けていくという価値観を共有し、その知識・技術を高

族の抱える課題を全体として捉え、地域の社会資源や

めていくことが必要です。

強みを総動員して支援するということです。こうした取

しかし、必須事業だけでは、このソーシャルワーク

組は、決して一つの担当課だけで実現できるものでは

のノウハウをもってしても、対象者の抱える複雑な課題

ありませんし、必須事業だけで可能となるものでもあり

に十分対応できない可能性があります。実際に、必須

ません。このことを十分に御理解いただき、庁内連携

事業に取り組んでいけば、必然的に任意事業の必要性

体制はもとより、既存の資源（地域の力）を再構築し、

を感じることになると思います。法第 2 条第 2 項第 3

なければ創設するなど、本制度のめざす「地域づくり」

号で、自立相談支援事業の内容として「…支援が一体

に取り組んでいただければと思います。

的かつ計画的に行われるための援助…」を規定してい

厚生労働省においては、自治体の皆様が任意事業

ますが、これは正に一体的に行われるさまざまな支援

により取り組みやすくなるよう、今後ともできるだけそ

が必要だということを示すものなのです。

の効果や具体的な事例をお示ししていきたいと思いま

必須事業のみを実施することになったという判断の

す。

根底には、「行政が全てやるのは大変な労力になる。

その上で、地域づくりに向けて任意事業についても

実際にできるだろうか。受託先もあるだろうか」と思い

積極的に検討されることが、事業実施についての不安

詰めてしまった部分があるかもしれません。

の解消につながるものと思います。

しかし、この制度では、こうした行政完結型の発想

（地域支援対策専門官

佐藤）

