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重層的なセーフティネット制度

○社会保険制度
○労働保険制度

第１のネット

○生活困窮者自立支援制度

第２のネット
○求職者支援制度

○生活保護制度
最後のネット
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「生活困窮者」とは

●法律上の定義（生活困窮者自立支援法第２条・改正案）

●「貧乏」と「困窮」「貧困」の違い

■「貧乏」とは，単にお金のない状態

■「困窮」「貧困」とは，生活に苦しみ困り果てている状態

■就労の状況，心身の状況，地域社会との関係性その他の事情により，現に
経済的に困窮し，最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ
る者（平成30年国会法改正案）

●なぜ，「貧乏」から「困窮」状態に陥るのか

■地縁関係・血縁関係の希薄化，社会経験の少なさにより，困ったときに頼れる人
がいない・・・社会的要因

■障害，ADL低下，生活スタイルの乱れ，自己肯定感の欠如等により，次のステッ
プへ進めない・・・日常生活的要因

◆リーマンショック以後の「雇い止め」が問題化した頃から，被保護
者以外にもこのような要因を抱えた者が膨大にいることが明らかに
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「自立」とは

●困窮者の「自立」とは，経済的に独り立ちするこ
とのみを指すのだろうか？

★社会福祉における理念「３つの自立」

■複合的な困りごとを抱えている人のゴールを，経済的な観点の
みから設定することはできない

■困窮状態に陥る背景には，前頁で記載したような要因が必ず存
在する

※前提として，行政等の「措置」から脱却させることではなく，
本人の自己決定，自己選択，人としての尊厳を確保することが重要

①経済的自立

②社会的自立

③日常生活自立

生活困窮者自立支援制度は，初
めてこれらにスポットライトを
あてた画期的な制度



高知市の生活困窮者自立支援の取組
地域福祉の取組と一体のものとしてスタート

高知市地域福祉活動推進計画
（１期：平成25～30年度）

高知市・高知市社協が一体的に策定

■地域福祉＝住み慣れた地域で支えることとは，見守る人を増やすこと
⇒「こえかけあい，たすけあい，うんとひろげよう，ちいきのえがお」
■対象者ごとではなく，子どもから高齢者までの支援を要する全ての
人を対象とし，計画により地域の人々の協働を働きかける

【小地域】
●地域支えあい会議：小地域の活動支援，課題解決の場

●地域内連携協議会：小学校区単位の地域の連携による課題解決
の仕組み （現在，41校区のうち，20校区で設立）

●地域住民主体の活動（うち今回は，子ども関連を紹介）

将
来
的
に
，
「
住
民
計
画
」
を
策
定 4
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生活困窮者自立支援制度の概要

生活困窮者自立支援法・・・平成25年国会にて成立，平成27年度から施行，平成30年改正予定
⇒非常に新しい制度であるため，当初から施行後３年を目途に制度の見直しを行うこととされており，
現在の通常国会にて法改正が予定されている。
※当市の岡﨑市長は，法創設当初から社会保障審議会（国の諮問機関）の委員として，制度設計に関わっている（また「全国ネ
ットワーク」の代表理事も務める）。

◆自立相談支援事業（必須事業）
※高知市では市社協への委託（生活支援
相談センター）にて実施
・複合的な困りごとに対する包括的な
ワンストップ相談

・本人の状態に応じた伴走的支援
・地域のネットワークの強化

◆住居確保給付金の受付（必須事業）
・就職活動を支えるための家賃給付手当

◆就労準備支援事業（任意事業）
※高知市では30年10月より実施予定
・一般就労に向けた基礎能力をつける

◆家計相談支援事業（任意事業）
※高知市では日本ＦＰ協会への委託方式をあら
ため，30年4月より，自立相談支援員1名を家計相談
支援員に置き換える形で実施
・家計の状況の「見える化」，滞納状況の整理

◆一時生活支援事業（任意事業）
※高知市では市社協，高齢協への委託で実施
・ホームレスに対する一定期間のシェルター

◆子どもの学習支援事業（任意事業）
※高知市ではチャレンジ塾への委託で実施
・「貧困の連鎖」防止のための学習支援

◆その他の支援（任意事業）

◆就労訓練を行う事業所の認定
※高知市では３事業所が存在
・民間事業所における清掃，作業等の訓練
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高知市における生活困窮者自立支援事業開始の経緯

◆モデル事業として自立相談支援を開始（25年10月）

高知市生活困窮者自立促進支援事業運営協議会の発足

【構成】高知市，高知市社会福祉協議会，高知公共職業安定所，

こうち若者サポートステーション（高知県社会福祉協議会）

◆高知市生活支援相談センターの開所（25年11月～）

運営協議会方式にて，市と市社協で協働実施

高知市社会福祉協議会（「地域福祉活動推進計画」による地域福祉関係）

も同じフロアに入居

生活福祉資金貸付制度や成年後見人制度等協議会事業との連携強化

◆運営協議会を解散し，市社協との委託契約を開始
（28年４月～）



高知市生活支援相談センター 三原則

困難な状況でも当事者への支援をあきらめない

総合相談窓口として全ての相談をことわらない

課題の解決につながるまでなげださない
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高知市の自立相談支援事業



高知市社会福祉協議会

うち、地域福祉コーデ
ィネーター15名

高知市役所

共に生きる課 29名

成年後見サポート
センター事業

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業

障害者相談支援事業

高知市生活支
援相談センター

センター長
副センター長
相談員５名

相談員６名（正職）
うち、社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事

連携
同フロア

こうちチャレンジ塾

こうちセーフテ
ィネット連絡会

地域の支援機関

関係行政機関

法律，医療関係・・・

住民主体の地域づくり

いきいき百歳体操

こうちこどもファンド

高知市における困窮者支援・地域福祉の体制

地域福祉活動
推進計画

（Ⅰ期：H25～H30）

地域内連携協議会
（地域コミュニティの再構築）

とさっ子タウン

など・・・

地域協働課
19名

支援調整会議
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生活困窮者の相談窓口機能

生活困窮者の賃貸契約の保証

NPO法人
あまやどり高知

高知医療生活協同
組合 潮江診療所

高知うろこの会

高知県地域生活
定着支援センター

特定非営利法人
はすのは

よりそいホットライン

高知市生活支援
相談センター 法テラス高知

無料健康相談、無料低額診療制度

社会的包摂の推進に向けた
ワンストップ相談支援事業

生活困窮者、多重債務、借家の保証人
探しなど生活上のトラブルの相談窓口

触法の障害者や高齢者
に対する自立支援

無料法律相談
弁護士・司法書士費用の立替

クレサラ・ギャンブル依存症支援

生活困窮者支援に関わる
地域の関係機関

高知県中央児童
相談所

子ども虐待緊急保護機能

高知県女性相談
支援センター

配偶者暴力に関する相談
緊急一時シェルター

高知刑務所

暴力追放高知県
民センター

矯正施設退所者の再犯防止

暴力団を離脱した人の就労支援

高知地方検察庁

不起訴になった人に対す
る支援

高知あいあいネット・
フードバンク高知

こうちネットホップ

精神保健福祉セン
ター

こうち若者サポート
ステーション

全国ひきこもりKHJ親の会
高知県支部やいろ鳥の会

発達障害者就労支援セン
ターこうち MIRAIZ

高知公共職業安定
所

高知県社協

高知市社協

こうちセーフティネット連絡会

生活困窮に付随する複合的な課題を抱える相談者にワンストップで迅速かつ包括的に対応すべく、関係
する各機関・団体と事前の連携協議や情報共有を行うことを目的とする。
関係する支援団体と行政と社協で，全体会，テーマ毎の部会を定期開催している（次頁）。

高知市役所内：庁内連絡会
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○生活困窮者支援の窓口周知・広報、アウトリーチ

平成26年度以降、生活困窮者支援を広く地域住民に周知・広報することを目的に、ネットワーク参加
団体協力のもと毎年1月～2月にかけて市中心部にある広場にて開催。当日は寄付物品を活用した炊
き出し・バザー、弁護士会とセンターによる暮らし何でも相談会を実施。

○住まい不安定な生活困窮者に対する支援体制の構築（一時生活支援事業の開始：H27.7月～）

ホームレス支援団体や刑余者支援に関係する団体とつながることで、緊急的な衣食住確保において
支援困難な事例が多く見られたことから市社協の取組みで実現。

【新たにネットワークＷＧの中で整理された課題に対して専門部会を組織】

①ひきこもり、発達障害、精神疾患等を抱えた方の就労や社会参加の受け皿の不足

②法制度で位置づけられていない居住支援（入居・住む・退居）を取り巻く問題

全体連絡会
（隔月開催）

就労支援部会
（随時開催）

居住支援部会
（随時開催）

就労支援部会の目的

居住支援部会の目的

①ネットワーク機関ごとの就労支援対象者の共有

②就労支援における困難ケースの事例検討

③就労や社会参加につながる資源・協力企業（事業所）等の開拓

①住宅セーフティネット法の改正に伴う居住支援法人の立ち上げ

②入退居時におけるリスク回避や事前対応についての協議・検討

③“住む”地域に定着するためのサポート体制づくり

多機関協働に向けたセーフティネット連絡会の取組
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高知市生活支援相談センター 三原則
困難な状況でも当事者への支援をあきらめない

総合相談窓口として全ての相談をことわらない

課題の解決につながるまでなげださない
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高知市における必須事業の実施状況

H27年度 H28年度

●新規相談受付件数 690件 617件 457件

●プラン作成件数 68件 142件 137件

●就労支援対象者数 18人 50人 35人（29年度プラン）

●一般就労者数 6人 30人 14人

（前年度より支援継続者含）

●住居確保給付金 3件 2件 5件

H29年度
（4～12月）
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高知市における任意事業の実施状況

【実施予定】

●一時生活支援事業

■詳細は後述。

●家計相談支援事業

○常設でなければ十分な効果を得られないことがわかった

〇家計相談を端緒にした庁内連携の重要性（特に徴収部門）

平成30年4月より実施方法見直し予定

【実施】

●就労準備支援事業

平成30年度10月より開始予定

●子どもの学習支援事業（チャレンジ塾）

○自立相談支援事業との連続的，一体的運用の重要性

■（現時点で）日本FP協会に委託 → 月2回の実施（相談場所はニッセイビル）



【概要】
○ 高知市が平成２７年７月より生活困窮者自立支援法に基づく「一時生活支援事業」
として高知市社会福祉協議会と協定を結んで実施。また平成２８年１０月から新たに高
知県高齢者福祉生活協同組合とも協定を結び，２団体で計７室（平成29年12月現在）
の運用を行っている。

シェルター受入対応フロー

支援調整会議

高知市における一時生活支援事業（概要）
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平成２７年度（７月～３月）
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平成２８年度（４月～３月） 平成２９年度（４月～１２月）

高知市における一時生活支援事業（成果，課題）

●利用状況

■新規利用決定者 １８名

■就労自立を果たした者 ０名

■（参考）退所後保護受給 ８名

■新規利用決定者 １７名

■就労自立を果たした者 ４名

■（参考）退所後保護受給 ７名

■新規利用決定者 １８名

（H27年度利用決定した者１名を含む）

■就労自立を果たした者 ９名
（H28年度利用決定した者４名を含む）

■（参考）退所後保護受給 ６名

■利用人数 １８名 ■利用人数 １８名 ■利用人数 ２４名

●成果
■一時生活支援事業利用中の就労支援について，スキームが
確立されてきた
※就労に至る者は，生活保護受給に至る者に比べて必然的に利用日数が伸び
るため，就労支援機能の強化に伴い，予算増が必要となっている状況。

■ハードとしての元住居はあっても，様々な理由で帰来が
できない「社会的なホームレス」の存在が見えてきた

●課題

■近隣で実施している自治体が少ないため，住居を持たない
者が「たらい回し」となり，高知市に流入することがある

■類似する他制度との連携調整が必要

■路上生活期間が長期に及んでいた者への「伴走型支援」
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生活困窮者自立支援制度と生活保護制度

●両制度の性格の違い

生活困窮者支援制度
⇒ゆるやかな制度

生活保護制度
⇒要否判定等が厳格
（かつ，法定受託事務）

●「自立」の概念
■社会福祉上の理念として存在する「日常生活自立」「社会的自立」
「経済的自立（就労自立）」の３つの自立。
■生活困窮者自立支援制度は，このうち日常生活，社会的な自立
にスポットライトをあてるもの。
■しかし，生活保護の現場では，ともすれば「自立」＝「経済的自
立」＝「保護からの脱却」として捉えられてしまう現状がある。

生活保護との連携において，この理念を

周知する必要がある



生活困窮者自立支援法改正の概要（抜粋／平成30年度予定）

◆生活困窮者の自立支援の強化（生活困窮者自立支援法）

■関係機関間の情報共有を行う会議体の設置

・事業実施自治体は，関係機関を構成員（※）とする生活困窮者に対する支援に関する情
報の交換や支援体制に関する検討を行うための会議の設置をできることとする

※自治体職員（関係分野の職員を含む），自立相談支援事業所の相談員，就労準備支援
事業・家計改善支援事業等法定事業の支援員，各分野の相談機関，民生委員等を想定

（1）生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化
①自立相談支援事業，就労準備支援事業，家計相談支援事業の一体的実施を促進
・就労準備支援事業・家計相談支援事業を実施する努力義務
・両事業を効果的・効率的に実施した場合，家計相談支援事業の国庫補助率を引き上げ

（1/2→2/3）
②都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し，自立相談支援事業等の利用勧奨を

行う努力義務の創設
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生活保護との連続的・一体的取組の促進により，保護の入口の支援に加え，受給中，

保護廃止後のつなぎを行うことで，効果的な支援の実施が可能

生活困窮者（世帯）の抱える複数の課題解決のため，関係機関が情報共有する

ことで困窮の程度の把握が進み，深刻な困窮状態にある生活困窮者や困窮状

態に陥る可能性の極めて高い生活困窮者等への早期，適切な支援が可能



今後必要となる取組

◆多機関が協働し，複数の困りごとに対し包括的に支援する
ネットワークをつくる

→ こうちセーフティネット連絡会の更なる発展

◆「地域で支える」新たな仕組みをつくる

→ 地域福祉の更なる推進

高齢者や障害者，子どもたちも含め，地域住民が社会との関わりあいをもち，
相互に声をかけあえるコミュニティの醸成

他人事を「我が事」として見守る人・発見する人を増やしていくことで，孤立に
陥る前に「支える」，深刻な状況になる前に「発見する」

自立相談支援機関が中核となり，住民の多様な生活課題に「丸ごと」対応でき
るような，横串の連携体制を構築する
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