
Case Study1
個別支援から

地域自立生活支援への展開



22

貧困問題と向き合い「孤」を多様なネット
ワークで支える地域づくり　

個別支援から地域自立生活支援への展開（生活困窮者への相談支援）

事例概要とコミュニティワークの視点

コミュニティワーク・デザイン

　祖父と二人で暮らしていた 10 代のＡは、生活
困窮、不登校、社会的孤立状態で複合的なニーズ
があり、日常生活自立支援事業をきっかけに生活
困窮者自立支援事業の利用につながった。
　ワーカーの働きかけ、関係機関の協力、Ａが地
域活動などへ参加することにより、地域にも徐々
に受け入れられ、関係機関と地域によるサポート

ネットワークができつつある。
　今後、生活困窮等の個別ニーズの解決にとどま
らず、これらの問題を地域住民と共有し、地域で
解決に向けての取り組みを積み重ねることで、孤
立や制度の狭間にある問題を見過ごすことなく、
未然に防ぐことの出来る共助の地域づくりを目指
していく。

地理的理解とコミュニティワーク戦略

人口	 164,000人

高齢化率	 27％

世帯数	 61,500世帯

保護世帯数	 1,100世帯

社会資源

 地域概況（H26.3.31 現在）

1

社会資源の把握と構想づくり～課題と解決策～

始まった。Ａのボランティア活動への参加を契機
にワーカーとの信頼関係が構築され、生活困窮者
自立支援事業の利用へとつながった。
　Ａは生まれた頃から両親とは別に暮らし、16
歳まで祖父と生活をしてきたが、祖父が平成 26

　ワーカーは、生活困窮者自立支援事業担当者で
あり、日常生活自立支援事業専門員から、担当世
帯が困窮しているとの情報が入ったことを契機と
して、歳末たすけあい事業による給付事業や緊急
一時支援事業などによる A の世帯との関わりが

行政（子ども課、生活福
祉課、子どもサポートセ
ンター、児童相談所）、民
生委員児童委員、自立援
助ホーム、青年会議所（Ｊ
Ｃ）、自治会、市民活動支
援センター、学習ボラン
ティア

　市の人口はおよそ 164,000 人で、減少傾向で推
移しているが、世帯数は増加しており、核家族化
が進んでいる。高齢化率は市全体でおよそ 27％
だが、地域別では 30％を超える地域も複数ある。
また、生活保護世帯数についても、増加傾向にあ
り、市全体のおよそ 1.78％の割合となっている。
　市社協では、平成 26 年度より市からの委託を
受け、生活困窮者自立支援事業に取り組んでいる。
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課題（相談介入時）

市 子ども課
両親、兄妹3人

地域包括支援センター

社協　地域支援係

祖父

クライアント
A

児童委員

日常生活自立支援事業

（クライアントＡの個別課題）
○コミュニケーションがとれない。
　・話すときは視線をそらし、食事のときは手で覆い隠すようにして食事をする。
　・具体的な生活課題の話になると吃音が激しくなり、その後は話をしなくなる。
○地域社会と疎遠になっている。
　・小、中学校時代は、地域や学校でトラブルになるたび、祖父が抗議をして解決してきたこ

とから、他から疎まれていた。地域からは変わり者と見られている。
○生活費の支払いに困っている。
　・所持金は約 20,000 円。両親が支払わず滞納してしまった 2 月分電気代の請求書が来ている。

最短で 5 月に電気が止められる可能性がある。祖父の死後、電気代は両親への名義変更
を行っていないためＡ本人の名義になっている。水道やガス代、国民健康保険料、携帯
料金は現時点で両親が支払っている。

○就労への不安を抱えている。
　・社会に出ることに不安があるため、アルバイトをする意思はない。
○自宅での生活を継続させたい。
　・Ａは、祖父の死後も一人で今の自宅での生活を希望し、両親とは一緒に住みたくないと考

えている。
（社協の課題）
○担当係のみによる対応
　・ワーカーは、A の相談に対しその都度必要と思われる機関に協力を呼びかけ関係性の構

築に努めているが、担当係だけでそれを担っている。

※図の説明

年 12 月に死去。
　祖父の生前は、Ａとの関係が悪化し、日中互い
に怒鳴りあったり、叩いたりしていたという。近
隣住民は不安を覚え地域とは疎遠になっていた。

地域包括支援センターや市子ども課等の職員が関
わろうと試みたが、祖父の反対により介入するこ
とが難しい。
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【地域支援の目標】
タスク：個別ケースが抱える課題を地域の課題として捉え、共助の関係
が築かれる。
プロセス：組織内部、外部関係者が、地域全体で取り組む必要性を理解
する。
リレーションシップ：関係者間で信頼関係が構築され、地域における見
守り助け合いの仕組みづくりにつながる。

【個別支援の目標】
地域の行事等に参加しながら地域住民との関係性を構築
するとともに、高校卒業後には就労し、自宅での自立し
た生活を営む。

目標の設定～３つのゴールと段階的設定と仮設設定～ 
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第１期　祖父の死と A の自立支援

コミュニティワーク・アプローチ（支援プロセス）

年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2013/12/2 日常生活自立支援事業専門員
（以下、専門員）とＡ宅を訪問。
利用者と同居している孫のＡ
を紹介される。
机においてあったゲームなど
の話をＡとしていると、祖父
は「何を話している」と常に確
認してくる。
祖父から生活費がなく困った
との相談があり、社協が実施
する食糧支援の申請を行う。

専門員が利用者と面談する間、
Ａに話しかける。
また、午後に再訪問する際、自
宅で身の回りの世話をしている
Ａに食糧を提供したい旨を祖父
に確認し、了承を得る。

これまで、地域包括支援センター
（以下、包括）や介護支援専門員、
子ども課が介入しても、Aの支
援に関しては祖父に拒否された
経緯があったため、日常的な会
話を切り口に祖父と意思疎通を
図った。祖父の警戒心が強い。

2013/12/2 食品等を提供するため、Ａ宅
を訪問する。
雑談の中で、祖父は「Ａは一
緒にご飯を食べなかったり、
反抗したりする」と愚痴をこ
ぼす。
ボランティア活動への参加に
ついて祖父に確認すると、ワー
カーが一緒だったらボラン
ティアに行っても良いと許可
を得る。

Ａ宅を訪問し、乾麺やレトルト
食品等（1日2食2週分）を提供、
作り方を伝える。
Ａと雑談。ゲームの話題から被
災地を見てみたいということに
なり、被災地の復興ボランティ
アの情報を提供する。
社協に戻り、上司に状況説明。
ボランティア活動参加の許可を
得る。

祖父は船舶の話になると、表情
が柔和になった。
祖父はＡに対し、管理意識が強
い反面、社会に出て欲しいとい
う願いもあった。その願いに沿っ
た活動なら社会参加ができるの
ではないか。

2013/12/3 祖父の年金はＡが管理してい
るが、Ａは月17万円の年金
収入をお弁当やジュース、菓
子類、ゲームや文庫本、ＤＶ
Ｄの購入費用に充てていると
いう。
食事は祖父とは別であり、自
分が出しても文句を言われる
ため嫌になるとのこと。

祖父の許可を得てＡを公園に呼
び出し、家計についての聞き取
りを行う。
聞いた内容について、子ども課、
包括、高齢福祉課に報告する。

Ａは祖父の身の回りの世話につ
いて拒否感が強い。これまでも
各機関が関わっているが、祖父
の拒否により間接的な関わりに
とどまっている。どのように支
援の輪を広げてよいかわからない。

2013/12/9 専門員がＡ宅訪問。祖父の意
識が無く救急車を呼ぶ。死亡
を確認。

状況を確認する。 この先、どうなってしまうのか。

2013/12/10
〜12

子ども課から現在の状況につ
いての情報が入る。（Ａの両
親は現在３人の子どもと別の
市に住んでおり、Ａとも一緒
に住みたい意向がある。

状況を確認する。 Ａが一人で暮らすことについて、
両親は不安を感じている。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2013/12/16 Ａから連絡。来週の被災地ボ
ランティア活動をキャンセル
しないでほしいとのこと。
現時点では自宅で一人暮らし
をしたいと考えており、両親
と話し合っている。また、両
親が社協との今後の関わりに
ついて聞きたがっているとの
こと。

相談を受ける。 この状況下でボランティア活動
を実施してよいのかわからない。
被災地への出発前に両親と話し
合うこととした。

2013/12/21 被災地ボランティア活動当日
の朝、両親から話を聞く。
Ａを生んですぐ施設に預ける
予定だったが、祖父母（母方）
に反対され、強引に連れて行
かれた。亡くなった父（Ａの
祖父）が全ての原因でこうなっ
たと話す。
Ａは今後一人で自宅で暮らす
つもりなので、社協が中心と
なって人として足りない部分
を鍛えてほしいとのこと。

午前８時、Ａ宅を訪問。Ａの散
髪の間に話をする。
これまでの関わりや今回のボラ
ンティア活動は、Ａを社会に関
わらせるきっかけであることを
説明。

両親と祖父の話が食い違う。
Ａの気持ちは大切だが、一人で
暮らすことはできないのではな
いか。相談機関や地域ができる
ことは何なのか。

2013/12/21 被災地ボランティア活動中。
車内では、中学校では友人と
の関係がうまくいかず、学校
へ行かなくなったこと、先生
の勧めで高校に進学したが、
不良もいていづらさを感じ、
初日以降は登校せず退学した
こと、両親と会っても両親と
いう実感もないし、体裁を整
えるために親面をしていると
の考えを話す。

これまでの生活について話をする。
活動中は、本人の行動等につい
て観察する。

活動中、他者と話すことができず、
常に指示を待っていた。
これからの生活について、Aと
よく話し合いたい。

2014/1/6 両親に対しては子ども課が相
談を進めていくことになり、
現時点では週1万円（食費）を
母親からＡに仕送りすること
になった。不定期に子ども課
や関係者で見守りを行ってい
くことになった。

子ども課を訪問。これまでの関
わりや今後のボランティア活動
等による社会参加について説明
する。

ボランティア活動等だけでは関
わりが薄いと感じる。子ども課
の関わりについては、どのよう
なことができるか話し合いたい。

2014/1〜3 Ａの居場所支援として、１〜
２週間に一度、ボランティア
活動の機会を提供する。（食
糧支援の在庫確認、エコキャッ
プ清掃、エコキャップ搬出な
ど）

ボランティア活動の提供。 １対１の活動では意思疎通が図
れるようになった。また、質問
を自分からするようになった。今
後は地域住民との関わりがある
ボランティア活動の情報を提供
したい。

2014/2/21 祖父が亡くなってから、部屋
も汚れたままである旨をＡに
伝えると、掃除をしたいけど
どうすればいいか分からない
という。

関係機関と調整し、子ども課、
社協、児童委員、学校教育課と
掃除をすることになった。

各機関が情報共有をできる場に
なればと思う。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/2/25 Ａ宅を掃除。
45リットル９袋、燃えない
ゴミ4袋を処分。座れるスペー
スを確保。小銭が大量に出て
きたため、Ａの通帳に入金。

あらかじめ入らない部屋、Ａ自
身が掃除する場所などを確認す
る。

不定期でも掃除できる環境を整
えたい。

2014/3/14 Ａから連絡。今週、両親から
の仕送りがない。電気代の支
払い通知が来ているが、どう
すればいいのか。両親に連絡
しても返事がない。不安との
こと。
子ども課が両親に連絡を取っ
たが不在のためメールを入れ
る。

子ども課と協議するため、Ａと
市役所へ訪問。

何かあったのだろうか。

2014/3/18 母親からのメールがＡに届く。
仕送りは遅れるが必ず送金す
るとのこと。

母親からメールがあったことを
子ども課に報告する。

連絡がついてよかった。

2014/3/25 Ａから「両親と再度連絡がつ
かなくなった」と連絡がある。
子ども課とＡで両親宅に行く
ことになる。

Ａと市役所に行き相談する。 両親宅への訪問を検討するが、
どうアプローチすればよいのか…。

2014/3/31 子ども課職員とＡが両親宅を
訪問するが不在。メール連絡
を入れても返事がない。児童
相談所（以下、児相）と連携し、
親と話し合う場を設けること
になる。

状況を確認する。 食糧支援による生活費の軽減と
見守りを行っていく。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/4/11 ケース会議開催。
（報告内容）
「生活費が12,000円しかな
いため、今後の生活が不安で
ある。祖父の死後、約束した
両親からの生活費の援助が3
月以降なく、連絡も取れない。
親は自分のことをどう考えて
いるのか。信用はしていないが、
約束した分のお金がないと生
活できない。」
生活保護の申請はできないわ
けではないが、両親への確認
もあるし、17歳で保護生活
になると自立できなくなるの
ではないかという懸念がある、
との意見が出された。

ケース会議参加。これまでの経
緯を報告する。

自立が遠のくため、生活保護は
申請しないこととなったが、現
状は悪化するばかりである。先
の自立のために今が困窮してい
る状況は正しいのか。

2014/4/14〜
5/2

話してくれる機会が増え、生
活の不安以外の話では、将来
の就職や高校卒業検定を受け
て高卒の資格を取りたいとの
こと。
また、卓球クラブに行きたい
が一人では不安があるという
ことで、初回のみ同行したが、
今後一人での参加は難しいよ
うである。

Ａから話を聞く。
学習支援団体への参加を促す。

Ａに関わる社会資源は増えたが、
生活に関わる担い手はいないま
まである。

2014/5/7 自宅の掃除を、地域の方に関
わってもらうことについて、
A本人の了解を得て行うこと
になった。

自治会長、民生委員、児童委員
などとの調整を行う。

このケースに関する地域の方の
関心の高さに気づく。地域も不
安だったのだと思う。

2014/5/9 掃除当日。
自治会長は来られなかったが、
2階を除く各部屋を掃除した。
終了後、民生委員から自治会
長へ活動内容を報告してもら
い、今後も自宅で生活するこ
ととＡが変化していることを
伝えてもらう。近所の方から
も現状がどうなっているか民
生委員に問い合わせが来てい
たようである。

掃除に立ち会う。 Ａ本人の思いと現状が乖離して
いる。意思を尊重したいが厳し
いとも感じる。

第 2 期　生活困窮者自立支援法と A の進路
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/5/16 ケース会議開催。
児相、子ども課ともに両親と
連絡が取れず、このまま進む
と電気が止まるなど、一層在
宅生活が困難になることが予
測される。
自立援助ホームへの入所案が
出る。Ａ本人は在宅での生活
を希望しているため、今後の
課題や現状をＡに理解しても
らい、本人の意思を確認する。
児童委員から、保護司をして
いた会社の社長がいるので、
アルバイトを提示してみては
との提案あり。

会議後、児童委員とＡ宅を訪問。
アルバイトの件を伝えると、仕
事内容を聞いてみたいとのこと
で、面談を行うことになった。

とにかく、この現状を何とかし
なければ…。

2014/5/20 アルバイト先となる印刷業の
社長と面談。業務内容・仕事
に臨む態度、人間関係などに
ついての聞き取りが行われ、
Ａはやってみたいと回答。
Ａの帰宅後、社長、児童委員、
社協で相談し、まずは短時間

（8：30-12：00）から様子
を見ること、将来的に可能な
ら1日に増やすこと、条件は
アルバイトではなくお手伝い
として簡易作業から始めるこ
とを確認。本人に条件提示を
行うことになった。

児童委員と会社に同行。 社長は、現時点ではＡが就労で
きる能力がないことを理解した
うえで採用したとのことだった。
今後、就労支援については、こ
うした理解のある就労先を広げ
ていく必要性を強く感じた。

2014/5/23 就職が決まり、翌週月曜日か
ら就業予定となる。悩みが出
ても受け止められるよう見守
りを各機関で行うことを確認。
東電が電気を止めるというこ
とで、現場に立ち会う。100
ワットだけは残せるというこ
とで、電気１つだけつく。

東電に対し現状を説明するが、
支払日が明確でないことを理由
に、止める措置は変わらないと
のこと。
自立援助ホームの説明を行うが
自宅で生活したいとの意向。

夜になると強い不安が出るので
はないか。対応できる制度や社
会資源がないことを思い知らさ
れる。

2014/5/30 Aに仕事の近況を聞くと、遅
刻もなく、一生懸命励んでい
るとのこと。
昨日、子ども課から連絡があ
り、「自立援助ホームの見学
に行かないか」と誘われてい
るとのこと。

支援プラン作成のため、Ａと面
談する。

プランを作成することで、課題
の共有と明確化が図れたと感じ
る。施設への不安を取り除いて、
冷静に判断できるように支援し
たい。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/6/2 Aから連絡。今日、施設に見
学に行ったが、子ども課と児
相から、明日から入居するよ
う言われた。心の整理がつか
ない。見学は同意したが入居
までは考えていない。話を聞
いてほしいとの相談あり。

19時、事務所にて相談に応じる。
徐々に気持ちが落ち着いたとこ
ろで、入居してから家計の管理
とボランティア等機会を提供し
て地域に戻るためのアプローチ
を行うことを確認する。
今後も社協、子どもサポートセ
ンターが居場所となり継続して
関わっていくことを説明。

事前に話がなかったことや、知
らない人との共同生活への不安
があるようだ。

2014/6/3 子ども課へ連絡し、Ａからの
訴えと、入居に関して確認す
る。

各機関の関わりを自立援助ホー
ムの指導員と共有したいため、
ケース会議を行うことになる。

各機関などの役割を明確にした
い。

2014/6/5 ケース会議開催。
今後、各機関が様々な役割で
サポートする。
①日常生活の管理や給与の管

理…自立援助ホーム
②総合的な相談（両親との連

絡調整、各機関との橋渡し
役）…市

③スタッフ補助としての外出
支援…子どもサポートセン
ター

④学習支援と社会参加を目的
としたボランティアの提供、
３年（自立援助ホームの入
居期限）スパンでの生活設
計（滞納の支払い等）…社協

これまでの経過に関する情報提
供や、Ａが入居に不安を持って
いること、対人関係を築くのが
苦手なこと、家計の管理に不安
があることを伝える。

ケース会議を行うことで、各機
関や地域の役割の明確化ができ
た。

2014/6/5 会議後、自立援助ホームの自
室でAと面談し、入所してか
らの生活について聞き取りを
行う。またボランティア活動
に行きたいとの話あり。

面接を行う。
Aと別れた後、援助ホームスタッ
フと協議し、スタッフの声掛け
や買出しへの誘いを行っていく
ことになる。ボランティア活動
への参加の許可をもらう。

集団生活への不満等が出ている
ようだ。ボランティア活動などで、
ストレスが発散できれば良いが。

2014/6/9 Aの仕事終わりの午後に面談。
１対１でできるボランティア
活動として、サロンの調理補
助、お墓の掃除、ゴミ清掃の
プログラムに興味を示す。
また、入居者とも少しずつ話
ができてきた。皆、自分と同
じ境遇なので安心した部分も
あると話す。

ボランティア活動の日程調整、
自立援助ホームとの調整を行う。

自立援助ホームでの生活が少し
落ちつきほっとした。

2014/6/21 清掃ボランティア活動を実
施。活動中は入所者とのやり
とりや出来事を話す。

Aから話を聞く。
A帰宅後、援助ホームの職員に
連絡。

目を合わせて会話をするように
なった。吃音も落ち着いた印象。
話をするとき、誰かを馬鹿にす
る話で帰結している印象。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/6/21 ボランティア報告書を作成し、
各機関に伝達をする。
児童委員から仕事が始業時間
ギリギリで来ると連絡が入る。
今後続くようなら指導して欲
しい旨の連絡。

児相、児童委員に連絡し、経過
報告を行う。

ボランティア活動への関心が高
まっている。今後は、より多く
の人たちと関わる機会をつくり
ながら社会性を育んでほしい。

2014/6/27 自立援助ホームにてAと面談
し、学習支援事業について紹
介する。
高校卒業資格を取得するため、
参加の意向あり。

参加にあたっては、今後調整し
ていくことを伝える。優先順位
として、①午前中の仕事→②学
習→③ボランティアの順で調整
することを確認する。

生活のリズムがつかめるように
なってほしい。

2014/7/3 児童委員より連絡。児相と社
協でAの職場の社長に挨拶に
行くことを提案される。

これまでの取組み、今後の予定
表（学習、ボランティア等）を作成。
各機関との話し合いの場で活用
することに。

職場での様子を確認したい。

2014/7/15 Aの職場の社長と話し合い。
（社協、児相、児童委員、自
立援助ホーム同席）

（社長）仕事は真面目にやって
いるが、正直仕事を覚えるの
が遅い。慣れてきたこともあ
るが、必死さがなくなって来
ている印象がある。今後、A
が望めば、土曜日の勤務や仕
事を増やすことは可能である
と話す。
今後も連絡を取り合うことに。

自立した生活に向けてまずは8
万円の収入という目標を各機関
で立てていることを伝える。（施
設利用料、債務支払い、税金支
払い、貯金）
そのためには、長時間の勤務が
必要であり、会社の協力が不可
欠であることを伝える。
学習支援事業との連携を説明し、
了承を得る。

社長の理解があってありがたい。
時間は要すると思うが、今後も
Aの自立に向けて支援していき
たい。

2014/7/24 Aと面談。家計簿についての
話し合い。
現在の月々の貯蓄額で公共料
金などを支払えるようになっ
た。
2週間に１度程度自宅に戻っ
て通知の確認を行っている
が、家の中を片付けたいとの
こと。

2回目の家の掃除について、各
機関と日程調整を行う。

両親とは、相変わらず連絡が取
れない。

2014/8/2 部屋の掃除や除草作業を行
う。トイレや風呂の清掃の仕
方を説明する。
終了後、相談機関のみで情報
収集。小銭が出てきたため、
自立援助ホームの職員に入金
を依頼。

清掃作業等の立ち合い。 水周りは祖母が在宅時のみ使用
していたため、整理整頓されて
いる。

2014/8/11 Aと面談。
食糧支援庫の在庫確認のボラ
ンティア活動を行いながら話
しをする。

今後の方向性が明確となったた
め、プラン表を作成することに
なる。

賞味期限が近いものの整理など、
配慮が見られた。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/8/23 学習支援事業に参加。2時間
中、講師との雑談が1時間、
勉強1時間のゆったりしたペー
スで実施していた。

学習支援の様子を各機関に報告。
児相との協議において、知能検
査実施について話し合う。

算数の分数から始めていくこと
になる。また、職員が講師との
会話の中で、農業ボランティア
のお誘いがあり、今後調整して
Aに紹介したい。

2014/8/26 Aと学童保育ボランティア活
動に参加。ボール遊びについ
て考えてきたとのことで、変
則ドッチボールを中心になっ
て指導する。
午後は映画祭を実施。
帰宅時、サロン参加者より、
お手伝いの誘いを受ける。A
は前向きに参加する旨回答す
る。

見守り。ボランティア後の反省
会を実施する。
報告書を作成する。

人と関わることについて、スムー
ズに話をし、気配りもあると感
じた。
今後はAと調整し、同年代と関
わる機会を増やしていきたい。

2014/8/29 1日の生活リズムができてき
たこともあり、各機関でケー
ス会議を行うことになる。

日程調整を行う。 状況が落ちついてきたので、各
機関と情報を共有したい。

2014/9/6 ケース会議開催。
これまでの取組みを各機関報
告。
今後、各機関が様々な役割の
再検討を行い、以下のように
なる。
①日常生活の管理や給与の管

理、調理の手伝い…自立援
助ホーム

②総合的な相談（両親との連
絡調整、各機関との橋渡し
役）…市

③スタッフ補助としての外出
支援、褒め役…子どもサポー
トセンター

④民生委員児童委員…地域で
は以前危ない人と思われて
いるため、地域との橋渡し
役

⑤学習支援と社会参加を目的
としたボランティアの提供、
3年（自立援助ホームの入
居期限）スパンでの生活設
計（滞納の支払い等）、必要
に応じた叱り役…社協

自己肯定感を高めるボランティ
ア活動の機会や社会参加となる
活動の場を提供していくことを
説明。
税金滞納や電気代の滞納につい
て整理できたため、今後は自立
援助ホームで貯金をしていくこ
とになる。
A職場の社長に今後の方針を連
絡する。

今後の一層の連携について確認。
来年にA本人が１８歳を迎える
ため、子ども課の取り組みや役
割を確認したい。
今後は自治会行事の参加を通し
て、地域との関係を構築してけ
ればと思う。
この数ヵ月でAの笑顔を見る場
面が増えた。地域の担い手とし
て活動してくれているのでワー
カーとしてもうれしい。
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コミュニティワーカーの評価（到達点）と展望

将来（地域や多様な機関等で支えるコミュニティ）

市 子ども課
両親、兄妹3人

地域包括支援センター

社協　地域支援係

祖父
（死亡）

クライアント
A

児童委員

児童相談所

自立援助ホーム

ハローワーク

日常生活
自立支援事業生活困窮者支援員

市 子ども課
両親、兄妹3人

地域包括支援センター

社協　地域支援係

社協

在宅福祉係

地域

理事・評議員

クライアント
A

児童委員

日常生活
自立支援事業　生活困窮者支援員

児童相談所

自立援助ホーム

ハローワーク

介護
事業所

民生委員
協議会

企業
JC ボランティア 学校

住　民

総務係 地域支援係

コミュニティワーク関連図（エコマップ）

現在（福祉専門職や関係者によるネットワーク）
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　日常生活自立支援事業から、生活困窮者自立支
援事業へとつながったこのケースは、介入当時、
行政の児童関連部署と児童委員、地域包括支援セ
ンターと日常生活自立支援事業だけのネットワー
クであった。ワーカーの支援を通して、地域の方

との交流、児童相談所等の関係機関や自立援助
ホーム、アルバイト先などともつながり、現状の
協働体制ができた。また、関係機関と役割分担を
行い、クライアントのメンタルサポートも丁寧に
行うことができた。

2014年
（H26年）

2015年
（H27年）

5年後
2020年

10年後
2025年

全体

地域として
の取り組み

ワーカーの
働きかけ

ねらい

第2期地域福祉計画・活動計画 第3期地域福祉計画・活動計画地域福祉計画・活動計画

理事、評議員間協議

社協内部係間協議
階層別会議での協議、勉強会、
ケース検討の実施

勉強会やセミナーで課題共有
関係機関（学校・民児協・地区社協・ハローワー
ク）、JC等の企業、地域の様々な方との連携

課題解決ネットワーク構築
生活困窮者等の地域定着支援

小地域福祉活動の推進
見守りネットワークの強化

見守り、助け合い活動の積極的実施

住民による主体的な
小地域ネットワーク構築

・地域住民の共通理解と見守り活動等によるニー
ズ発見を強化
・発見したニーズを解決、孤立を未然に防ぐ地
域づくり

・地域課題の整理
・組織内部の体制を確立

・協力者の確保、ネットワーク構築

コミュニティワーク・スキーム～ロードマップによるデザイン～

多様なネットワークで支える地域づくり

（介入から現在）

（これから・将来）

　個を中心にした支援は充足しつつあるが、福祉
専門職だけでは就労や地域づくりなどの成果に結
びつくことは難しい。今後は、まず地域課題の整
理に取り組み、個別支援部門の相談員の勉強会や
ケース検討、階層別会議での協議を通して、社協
組織内部の目指す方向性の明確化と手段の整理を
行う。民生委員やふれあい相談員をはじめとし、
地域内の企業等に広く取り組みを理解してもら

い、協力者を増やす。同時に、地域に強いネット
ワークを持つ理事・評議員への協力要請を行い、
オール社協で取り組んでいく体制をつくる。
　将来的には、地域支援部門との協力で、企業（JA
や JC）や学校、地区社協とクライアントを巻き
込んだ事業をマッチングし、個別ケースを包括的
に支援するコミュニティづくりに対して働きかけ
を行っていく。 　
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　経済的、社会的に困窮する人々は増加している現状にあります。困窮に至る要因も、個別的要因（障
害の有無や家族の状況など）のみならず社会的要因（都市環境や経済状況）も重なる中で、複合的なニー
ズとして表出される困難ケースであることがほとんどです。こうしたケースへの対応を巡って「課題対
応型支援と同時に貧困の連鎖を断ち切る予防的支援の展開」が求められており、生活困窮者自立支援制
度の枠組みに留まらない地域福祉実践への期待は日増しに高まっています。

　個別支援段階での専門機関との連携体制づくりと、日常生活支援として地域住民を巻きこむなど徐々
にネットワークを広げながら支援が展開されていく様子が伺えます。また、社会参加を目標に置いた上
で、福祉関連施設のみではなく企業等との連携体制づくりにまで視野を置いた中期的なプランニングを
たて、地域ぐるみで貧困の連鎖を断ち切ることを最終的な目標に置いた取り組みを展開していこうとす
るコミュニティワークの事例です。

　日常生活自立支援事業専門員が祖父への支援として介入したことをきっかけに孫へとつながったケー
スであり、課題対応型支援として開始しています。当初、祖父と孫の双方に個別支援を行っていく中で、
徐々に家族との関係、地域との関係を把握していきます。
　ここでのポイントは、これまでも地域、学校ともトラブルがあったことに着目することです。地域か
らは「関わりたくない存在」であり、学校では「問題のある生徒ないしは家庭」であったと思われます
が、福祉機関とはつながっておらず、現在の状況になって介入している点に社協として取り組むべき課
題が見えています。学校など教育機関、隣近所を含む地域住民組織が「困った人」として認識しており、
「困っている人」であるとの理解が浅く個人的かつ家庭の問題として位置づけてきたと考えられます。
このような状況に陥る前に早期にニーズをキャッチしていく仕組みづくりが重要であり、地域組織化、
福祉組織化を進めていくことは欠かせない要件になってきます。地域で気づく力と気づきを伝達する仕
組みづくり、また、そのサポートネットワークを構築していくことが求められます。

コミュニティワーク・スーパービジョン

■問題背景

■コミュニティワークの視点

■早期発見システムと地域づくりの視点
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　生活困窮者自立支援制度を社協が受託する際に注意したい点は、制度の枠組みだけで行う相談事業と
して位置づけていないかという点です。受託することをきっかけに社協で新たに課を設置し、規定に従っ
た専門職を配置するということでこの事業を始めると、困窮者にとっても配属された専門職にとっても
疲弊するばかりです。個別相談に応じる技量とともに、個をささえる地域づくりが出来ているか、支援
に必要な関連機関や団体とのネットワークが出来ているかこれまでのコミュニティワークの蓄積が問わ
れることになり、地域との一体的な支援体制がなければ十分に目的を達成できません。既に事業を開始
している社協においては、事業部門から地域支援部門を含むオール社協体制で事例検討や事業運営のあ
り方を検討することが必要です。

　問題背景でも述べたように生活困窮に陥る要因はマクロレベルからミクロレベルの相互関係性から生
じる複雑な問題を構造的に把握することがアセスメントであり、相談援助のケースアセスメントとコ
ミュニティアセスメントを踏まえ、並行的に展開されていくことが望ましいと考えています。一人ひと
りに寄り添う中で、必要が生まれてから地域に働きかけるのではなく、個と地域に働きかけるソーシャ
ルワークの循環モデルを社協とそのネットワークで展開していくことです。また、就労支援にいたって
は、福祉関係者や公共機関を越えて、一般企業などとの結びつきも形成していかなくてはなりません。
協議体である社協の機能を発揮し、企業や組合、連合組織などの組織原理を理解し協働プログラムを開
発することも今後必要がでてくるでしょう。
　この事例にある今後のプランとしてあるように、社協理事など身近な協力者は、地域ネットワークの
ハブになっている場合は少なくありません。社協理事であり、自営業などの職をもっていたり、商工会
や組合活動に役員として参加しているなど地域の主要な役職に就いている方もおられます。こうした身
近な人からサポートネットワークや資源開発のきっかけが生まれていくことを改めて確認しておくべき
でしょう。

（川本　健太郎）

■生活困窮者自立支援制度と社協

■事後的支援から予防的支援の並行的展開




