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それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。

本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

開会に先立ちまして、保健福祉部長の東内からご挨拶申し上げます。

皆様、こんにちは。

第２回和光市生活困窮者自立支援策定委員会にご参集いただきましてあり

がとうございます。

昨今、生活困窮の部分でいきますと、テレビの報道でも様々なものがござ

います。和光市の最近のトピックスとしては、３月にアスナル教室の修了式

がございまして、今年もめでたく３名の中学３年生が高校に無事合格したと

いうことで私たちもとても喜んだところでございます。

この後でご説明もあるかと思いますが、来年度 28年度においてもかなり
のニーズが高まっている状況でございます。県内でも小学生から実施してい

るのは、たぶん和光市だけかと思いますので、そういうことを含めてご議論

いただきたいと思います。

さて、本会としては、前回困窮者にかかわる計画の基本方針を示し、その

中の一部として、マネジメント手法とか包括ケアを入れていたのですが、今

回の素案に対して、少しケアマネジメントの部分の書きぶりが私達も弱めに

なってしまいました。補足資料をつけていますが、基本はその２つを踏襲し

ながらやっていきたいと考えております。

27年 4月 1日までさかのぼるところでは、日本の社会保障の大きな改革と
なりました。和光市のほうでも長寿、子ども、障害とやってきて、最後に生

活困窮者の支援計画が、まずは前段の総仕上げとなってまいりますので、ぜ

ひ忌憚のないご意見を本日もお願いしたいと存じます。よろしくお願いいた

します。

それでは、ここからの進行は、高野委員長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

はい、それでは座ったままで失礼いたします。

ただいまから、第２回和光市生活困窮者自立支援計画策定委員会を開催い

たします。まず、事務局から本日の委員の出席状況につきまして、ご報告を

お願いいたします。



事務局

高野委員長

事務局

高野委員長

事務局

はい。ただいま日下部委員が若干遅れていますが、出席のお返事をいただ

いております。それから、神保委員につきましては、所用により欠席という

ことで連絡をいただいております。以上です。

それから、会議は原則公開となります。本日は、そのため傍聴の方はいら

っしゃいますでしょうか。

いらっしゃいます。

傍聴の皆様にお願い申し上げます。受付でお渡しした資料につきましては、

会議終了後に回収とさせていただきます。ご了承のほどお願いいたします。

それでは、議事に入りたいと思います。

本日の議事につきましては、机上配布されていますように、基本的には計

画素案についてということになっております。初めに、計画素案の内容につ

いて検討を行いまして、それに加えまして計画そのものの名称についても検

討をしてまいりたいと考えておりますので、ご協力ください。

まず、計画素案に関しましては、前回の会議で事務局からいくつかの論点、

それから計画の大まかな構成案が示されておりました。その中で、和光市に

おける現状を踏まえた計画の方向性について、委員の皆様からのご検討、ご

意見、あるいはご議論をいただいたところでございます。

その論点と構成案に沿って、事務局が計画素案のたたき台を作成し、事前

に委員の皆さんにお送りをされたと思います。

内容については多少ボリュームがありますので、大変だったかと思います

が、お目通しをいただいたかと存じます。計画素案の具体的な議論に入りま

す前に、改めまして事務局のほうから、計画素案の概要、記載事項について

まずはご説明をいただきまして、その後、委員の皆様からのご意見やご質問

等を頂戴できればと思っておりますので、まずはご説明をお願いいたします。

はい。それでは、お手元に配布しております素案の内容について、簡単に

ご説明をさせていただきたいと思います。

まずは、1ページ目をおめくりいただきまして、目次のところをご覧いた
だきたいと思います。この目次につきましては、前回の会議でおおまかな構

成案をお示ししてございまして、その構成の案にしたがって、作成をしてご

ざいます。

その中で、一点、事前にお話しをさせていただきたいのですが、さきほど

部長からもお話しさせていただきましたように、



前回、論点としてケアマネジメントの視点を計画の中に入れていく必要が

あるのではないか、ということで論点をお示ししたところですが、なかなか

具体的な記述が今回抜けてございまして、お手元に計画素案資料ということ

で丸が連なっている資料がございます。こちらは、いわゆる高齢者の分野に

おけるケアマネジメント手法についての解説をしたものになっているんです

が、こちらを第 3章の基本的な考え方の中にこのケアマネジメントの考え方
を挿入していくような形で計画のほうを再度、修正させていただきたいと思

います。

ここでケアマネジメントの考え方をお示しし、第 4章の具体的な施策をい
くつか掲げてございますが、これらの具体的な施策についてはケアマネジメ

ント手法によって取り組みを進めていくというふうな構成にしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、順に計画の内容をかいつまんでご説明申し上げます。

まず、1ページ目。こちらは計画の策定にあたってということで、４段落
目をご覧いただきますと、生活困窮者のための支援、自立支援のためには、

それぞれの人に合ったさまざまな支援が必要であるということ。それから、

5段落目の後半ですが、リスクの連鎖、リスクがつながっていくことを防止
していくという視点で包括的な支援をやっていく必要があるのではないかと

いうことを趣旨・目的のところで掲げてございます。

そして、2ページ目のところは、生活困窮者支援の基本的な視点というこ
とで、国の審議会の報告書を一部抜粋しまして、その考え方等を付け加えて

います。

３ページ目は計画の位置づけということで、こちらは前回にもお示しして

ございますけれども、保健福祉の諸計画との関係をこの中でお示ししている

ものでございます。特に強調したいところとしては、地域包括ケアシシズテ

ムを構築していく中で地域完結型の支援機能を作っていくということです。

そして、計画の実効機能を高め自立に向けた課題解決の取り組みを計画的に

進めていくということを、計画の位置づけの中でお示ししています。

４ページ目につきましては、計画策定の方法として、策定の手順をお示し

しています。

５ページ目には、計画期間をお示ししてございます。ここでは、この計画

について計画期間を 5ヵ年計画として定めています。そして、平成 30年度
中 3年間経ったところで、平成 30年度中に事業計画の中間評価・見直しを
行うといったことがここに書かれてございます。

そして、６ページからは和光市における現状ということで、人口の構成の

変化であるとか、生活保護の関係、12ページ以降は CCS調査における貧困



の状況とリスクの連鎖であるとかを現状としてお示しし、そして 16ページ
からは生活困窮者等の生活習慣について、生活困窮者の方々がどのような生

活習慣があるのかということを、これらはケアマネジメントを導入していく

中で基礎になってくるものかと思います。

19ページ目からはこれまでの取り組みをまとめまして、和光市の取り組み
として、さきほどお話ししました和光市のアスナル教室であったり、取り組

んできたモデル事業の関係となっております。

そして、20ページですが、ここからは、計画の本体にあたる部分でござい
ますが、まず、第３章で計画の基本的な考え方として、20ページには基本理
念をお示ししています。基本理念としては、「地域包括ケアシステムの構築に

より、生活困窮者に対する地域完結型の支援機能を構築する」を掲げており

ます。そしてこの基本理念に基づき、これを達成していくための基本目標と

して３つの目標を掲げています。

一つ目は、生活困窮者の総合相談・調整・支援の体制づくりとし、本人の

状態に応じた包括的かつ継続的な支援を行っていくために、アウトリーチの

手法を含めた予防的な対応を含め取り組みを進めていきます。

二つ目は、新たな就労訓練、就労の開拓・創出として、経済的な困窮を脱

していくためには、社会情勢や個々人の就労訓練の場であるとか、就労準備

の場が必要になってきますので、市内に新たな就労支援の場を開拓していく

ことを掲げました。

そして、22ページに移っていただきまして、三つ目として、負の連鎖を次
世代に継続させないための適切な生活支援として、さきほどのＣＣＳ調査か

らの分析を踏まえて、学習支援等を含む将来に向けた連鎖を断ち切るといっ

た取り組みを進める。この３つを目標として掲げました。

さきほど目次のところでお話ししましたが、この基本的な考え方のところ

に、和光市におけるケアマネジメントの手法、考え方ということを載せてい

きたいと考えております。

まずは、お手元の資料（計画素案資料「的確なマネジメントから評価まで」）

のマネジメントの部分ですが、和光市で高齢者において培ったマネジメント

の手法を、今回は生活困窮の分野にまで横展開していくわけですけれども、

マネジメントとしましては、アセスメント課題の抽出があり、そして課題の

解決に向けた具体的なプランニングがあり、そのためのチーム編成であった

り、体制を構築し、そして結果を重視した評価を行っていくといった考え方

を、今回の会議以降に挿入していきたいと考えております。

そして、それらを踏まえて、23ページからは、３ 計画の体系として、基

本理念に基づきまして計画の体系図を、それぞれの目標に合わせた形でお示



ししてございます。

24ページから、第４章をご覧下さい。
先程申し上げましたケアマネジメント手法を投入して、具体的な施策を進

める中で、それぞれの施策を掲げてございます。

１番目は、自立支援法相談支援事業ということで、これは法律によって必

須事業として位置づけられているものでございます。

これらにつきましても可能な限り見込み量と供給量を、平成 32年までの
推計値として掲げております。

２番目は、住居確保給付金の支給ということで、こちらも必須事業となっ

ております。

そして３番目には、一時生活支援事業ということで、ここからは任意事業

となってまいります。

26ページには、家計相談支援事業ということで、こちらも既に進めており
ますが、家計の相談について生活が再建されていくための事業です。

27ページは、子どもの学習支援です。これは任意事業ですが、和光アスナ
ル学習支援教室を継続して実施していくことを掲げています。

28ページは、就労準備支援事業です。29ページにある３つの事業は、供
給量等は記載してございませんが、７番目の認定就労訓練事業、いわゆる中

間的就労といわれるようなところで、具体的な対象としては、ひきこもりの

状態である方やニート、就労の経験が少ない方、失業状態が長期間続いてい

る方、未就職の高校中退の方などを想定しています。

そして８番目は、ひとり親・生活困窮家庭等への支援ということで、前出

のＣＣＳ調査からも課題が見えてきていますが、一人親の子育てのリスクを

軽減する要因としては、正規雇用であるとか専門資格であるとかが、リスク

を低下させるということが見えてきています。

ですので、和光市では１人親に対する支援策として、コミュニティケア会

議を通じた支援サービスであったり、コーディネートをしていくことによっ

て、課題の解決を図り、自立を支援していくということを掲げました。

そして最後９番目ですが、ひきこもり対策ということでこれも同じくＣＣ

Ｓ調査において、ひきこもりからニートに至るリスク要因の関連性と、ニー

トであることが貧困に至るリスクを拡大するということの関連性が示されて

おりますので、この予防的な観点からアウトリーチ的な施策展開を進めてい

くことを掲げました。

そして、これらの施策を進めていくと、30ページ、31ページをご覧いた
だきたいのですが、それぞれ生活保護世帯とその扶助費の額につきまして、

推計値ではございますが、見込みをお示ししてございます。



平成 27年度以降のグラフで、点線でお示ししているのは、施策を何も打
たなかった場合です。その下の実線でお示ししている部分は、ケアマネジメ

ントを投入し、生活困窮者支援対策を実施していった時に、このくらいに留

まるであろうということです。

31ページの生活保護の扶助費の部分で見ていただくと、28年の見込みで
いけば、施策を打った時と打たない時の差というものは約 5,400万円です。
そしてこれが 32年度の見込みでいきますと、だいたい約 1億 6,400万円く
らいの効果があるといったことが、数字的なもので示されております。

そして、32ページをご覧ください。
ここでは、施策の取り組みについて評価をしていくことについて、評価の

視点とそのための指標といったことを掲げてございます。

さきほど３つ掲げました基本目標について、それぞれ、まずはプロセスを

評価するための指標、そして施策の効果、アウトカムの指標という２段構え

になってございます。

例えば、１番目の生活困窮の総合相談の関係でいきますと、まずはプロセ

ス評価のところをご覧いただきたいのですが、生活困窮者からの新規相談受

付件数を何件受けているか、ただこれだけでは何件やりましたというだけで

施策の効果というのは出てきませんので、これらをやった結果、解決に結び

ついた、つまり｢変化あり｣の件数といったものをアウトカム評価の指標としま

して、28年度から30年度まで12件から16件まで伸ばしていくというものです。

同じように２番目の新たな就労訓練、就労の開拓・創出でいけば、プロセ

スで見ていきますと、就労先の新規開拓をがんばった件数。その結果、くら

し・仕事相談センターの利用者の就労率が 30％から 40％まであげていくとい

うことがアウトカムになっています。

そして３番目に、負の連鎖を次世代に継続させないための適切な生活支援

は、プロセスの評価として、アスナル学習支援教室への出席率、全体で見た

ときに 60％から 70％へ上げていく。ただ、出席率を上げただけでは、効果は

見えませんので、その結果、アスナル学習支援教室に参加した方の高校進学

率を 100％キープしていくという指標を掲げております。

ここまでご説明させていただきましたが、これらの施策を進めていくため

の推進体制としましては、庁内の体制を整備していくと掲げてございますけ

れども、図を一部改変させていただきたいと思っております。

別刷りでお示ししてございます連携体制の構築とした横長の表ですが、こ

ちらは、33ページと 34ページの図を合成したような図になっているんです
けれども、真ん中の下の部分に利用者（相談者）がありまして、その相談の

受付もしくは入り口、窓口として、すたんど・あっぷ和光やすてっぷがあり



高野委員長

ます。そして、和光市にはくらし自立支援コーディネーターがいますので、

保健福祉部の関係課や庁内の関係課、そして関係機関をぐるっとシームレス

にまとめまして、そこで作られた支援プランがコミュニティ会議の場にあが

ってくるというイメージをここでお示ししております。

図表はこれを置き換えていきたいと思っております。

35ページにつきましては、コミュニティケア会議の設置と運営について、
記入をさせていただいております。また、特筆すべき点としましては、後段

のほうですが、平成 29年までにこれらのケアマネジメントの一元化を図っ
ていきます。下の図を見ていただきますとお分かりいただけるかと思います

が、和光市は３つの日常生活圏域をもっていますけれども、その中に、高齢

者も子ども子育ても障害者も、そして生活困窮者も含めて設置していき、こ

れらを進めていく中で「地域包括ケアシステムの包括化」を和光市では目指

していきたいと考えてございます。

さらに 36ページですが、ＳＰＤＣＡサイクルによる計画の進捗管理・見
直しということで、これはもう和光市の特筆すべき点です。

一般的に行政計画の評価に関しましては、PLAN、DO、CHECK、ACT
が使われていますが、和光市では、計画のさらなる機能化を図るために、ま

ずは何が課題なのかということを適切につかむために、調査「SURVEY」の
Ｓを PLANの前に掲げています。そして、「SURVEY」があって計画が出来
てという流れを明確にここでお示ししたところです。

そして、最後５番目の計画の進行管理及び評価ですが、冒頭申し上げたよ

うに５ヵ年計画の中の３ヵ年が経過した時点で内容や評価の見直しを行って

まいります。ここでは、簡単に有識者等で構成する委員会を設置して行いま

すとありますが、具体的には見直しの時点で、その評価体制を検討していく

ということで掲げてございます。

以上が、事務局で作成した素案のたたき台となりますが、概要と考え方を

ご説明いたしました。

はい。ありがとうございました。

今、事務局から計画について説明がありましたが、省略された部分もあり

ますけれども、あらかじめ委員の皆様にお目通しいただくことを前提とした

ご説明だったと思いますのでよろしいかと思います。

ご質問あるいは意見、ご指摘などをそれぞれ分けてお聞きするべきかとも

思いますが、そこまで細かく分ける必要もないかと思いますので、この計画

素案に対して、それぞれのお立場等から質問なりご意見なり、あるいはこう

いうことをもう少し加えたほうがよいのではないかとか、ここのところはど
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ういう意味であるかなど、何でもよろしゅうございますので、ご意見を頂戴

できればと思います。ご意見をいただく時には、資料のページ番号や章、節

など該当箇所をお示しいただきながら質問ご意見いただけると、わかりやす

いと思いますので、そのようにご協力いただければと思います。

いかがでしょうか。

先に確認したいのですが、25ページの一番上の見込量のところで、これは
自立相談支援事業の見込量が書いてありますが、単位が右上に「人」となっ

ていて、見込量に新規相談者数とあり、人数的にはこれで構わないと思いま

すが、26年度は 163人とか 180人とかでよろしいのか。
前回の 26年度のモデル事業や 27年度事業を見ますと、件数となっていま

す。これは確認ですけれども。

はい。25ページの一番上の表の見込量のところの人という単位がそれでい
いのかどうかということですが。

今、ご指摘がありました部分につきましては、少し精査させていただきた

いと思います。当然、相談件数であれば「件」であるし、回数、人の話であ

れば「人」であったりするので、表現は改めて精査をさせていただきたいと

思います。

最初に意見ですが、27ページの子どもの学習支援事業ですが、これは任意
事業ですけれども、この子どもの学習支援事業でアスナル学習支援ですが、

これは 26年度のモデル事業と 27年度の事業報告を見ました。指導員をはじ
め学生ボランティアや運営スタッフの関係から非常に熱意と創意工夫があっ

たのではないでしょうか。非常に有益な取り組みをしているなというふうに

感じました。中でも先程報告がありましたが、3月に中学生の方全員が高校
進学されたと聞いております。

今後、28年度以降も 100％の目標を掲げて積極的に事業を展開するという
点において評価されていいと思います。今後、指導員の方とかボランティア

の人の人員確保、生徒さんの参加率を上げていくという点では、非常に大変

だと思いますが、引き続き進めていただきたいと思います。

あと、質問に入りますが、28ページ、29ページの就労支援事業の 図表

4-4の就労支援事業のところに、具体的な事業内容に、機能習得の訓練とか
いわゆる３つのプログラムというのが、国の示した事業説明のイメージの中

に、３つのプログラムを実施した後に、ここに書いてある具体的な応募のた



めの書類作成であるとか、面接等の準備作業に入るというイメージになって

くると思うのですが、いわゆる３つのプログラムというものがここでは記さ

れていないし、また、事業実績のところには記述されていないということな

ので、別に無くても構わないのかどうか、その辺がわからなかったのですが。

それからもう一点、次に、その同事業の中の一番下の見込量と供給体制で、

前回の会議の資料の 12ページにありましたが、平成 27年の 4月から 9月ま
での 6ヶ月の実績で、就労支援が 18名、就労決定件数と書いてあります。
この実績から比べると、今回の相談見込量、平成 28年度 4人とか、平成 29
年度 5人とか非常に少ないような感じを受けたんですね。
ただ、32ページの図表の 4-5 これはさきほどの成果の指標ということでの

説明がありました。そこの２番目のプロセス評価のための指標の２番のとこ

ろで就労先の新規開拓件数が、平成 28年 4件、平成 29年 8件という件数で
書いてあります。ここは私共が先程言った、件数とか表とか、実績と計画と

評価指数の数字の整合性がとれていない。そこはわかりやすくしていただけ

ればと思います。

それから、29ページの７の認定就労訓練事業ですが、同じ 29ページの下
の９のところのひきこもり対策の中で、さきほどのＣＣＳ調査では、ひきこ

もりから推計されるボリュームとか、ニートの推計が 1500人とか数字が書
いてありまして、特にこの貧困のリスク要因が拡大するということで、予防

的な観点からのアウトリーチ施策を含めた対策が必要であるというふうな記

述があります。

さきほどの学習支援とか就労準備の事業については、程度に差はあります

けれども、本人の学習とか就労意欲がある程度現れている人を対象としてい

ると思いますけれども、それに対して閉じこもりの方は自ら閉ざしているん

ですね。その閉ざしている方に対する働きかけを始めるという点では、非常

に困難さがあると思います。

そういう困難を予防的な観点からも少しでも踏み出せるところから踏み出

してやる必要があるかなと思うんですね。その点で、認定就労訓練事業とも

関係あるのかなと思いますし、担い手の確保を事業者もそういう確保の情報

をどうするのか。

それに関連して最後に、21ページの一番下、基本目標の（２）の和光市の
取組、目標の真ん中の黒丸で、和光市の保健福祉分野で新たな就労の場や就

労訓練の場を創出します。それにより、保健福祉分野における人材不足解消

にもつながります。と、こういうような目標を持っておられるので、この辺

の記述ももう少し具体的なイメージを示されて、さきほどの取り組みとの関

連で、何か具体的な施策にもってくれればなと思うのですが、わかる範囲で
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結構ですので。以上です。

いくつか盛りだくさんなので、ご質問をいただきましたけれども、27ペー
ジのアスナル学習支援教室は、もっと続けたほうがいいということでご意見

を頂戴しましたれども、その他の点は、ご質問とか４点ほどだったかと思い

ます。

今いただいたものの中から、まず、全体を通しての話しにもなってしまう

のですが、数字の部分が、実績値とかの引用が少し誤っている部分もあった

かと思います。数字については確定というよりは、この先もう一度精査をさ

せていただいて、あと表の中の計算が多少ずれていたりという箇所も出て参

りますので、そこは粗くて大変申し訳ありませんが、それは確定までに精査

をさせていただくということになります。

それから、28ページの部分で、具体的な事業内容のところのいわゆる海老
原委員がおっしゃったその３つのプログラムのところに関連しまして、ここ

は国が示している部分とも関連していますので、そういったところも踏まえ

まして、なるべく明確にわかりやすい表現で記載していきたいと思いますの

で、今いただいた表現を参考に、記述を改めていきたいと考えております。

就労準備支援の中でご指摘いただきましたように、それに合わせて認定就

労訓練事業ということなんですけれども、こちらにつきましては、まずは委

託先でありますワーカーズコープさんのほうで今年度、昨年度からも市内の

事業所のほうへ各個別にローラー作戦として、各事業所のほうへ直接、趣旨

説明をするという形でお伺いさせていただいて、この事業の説明をさせてい

ただいて、ご協力をいただけるように実際に動いているところでございます。

ですから、そのようなところで、就労訓練事業のご協力をいただいていると

ころでございます。

（おおよその事業所の数について）協力企業は２月末現在で、32社の方から
ご協力をいただけるようになっております。32社のうち、相談に来ている方
の中では 12名の方が開拓した企業で働いております。

私のほうからは、21ページの和光市の取り組み目標で、新たな就労訓練、
訓就労の開拓創出といったところで、和光市の保健福祉分野での就労の場合

はというところは、具体的には介護人材の不足、保育士の不足、もしくは保

育関連の就労の不足という状況がありますが、基本的に介護分野ではヘルパ

ー等に行く就労支援ということも評価していますし、固有名詞を出しますが、



ニチイ学館などに生活保護からの就職、さらには困窮者支援法によるマネジ

メントということで実績が出ております。それらのところを浸透していく。

保健福祉分野で人材が不足していることについては、困窮者支援法の部分を

有用に活用して人材雇用を図るというのが、21ページの趣旨でございます。
これは海老原委員のご指摘の通りです。

これを踏まえましてさきほどの 28ページのところで、私のほうの考えで
訂正をいたしますが、３つのカテゴリーの議論の中に、介護分野の介護福祉

士であるとかヘルパーであるとか、保育士もさることながら、皆さんが高校

卒業できればいいのですが、現在の段階でもう成人されている方で中学卒業

という方もいらっしゃいますので、そういう中では、保育園の調理師をめざ

す、保育園のいわゆる給食の支援ですね。そういったところから、５年間経

ったときに調理師をめざすとかのようにコーディネートしているというとこ

ろも 1件ございますので、そういうことでやっていく。
さらには、保育士の資格をとらなくても、これから保育支援員といったよ

うな研修修了制度も出てきますので、そういったところへの特に 1人親家庭
などへも図っていきたいと思います。

28ページの見込量と供給体制のところは大変申し訳なかったのですが、見
込量のところをきちんと人数という形にまず直し、そこを３つのカテゴリー

に分けます。何分野という推計をやります。ここに載っている３、４、５、

５、６、６というのは完全な誤りですので、申し訳ございませんでした。

また、提供体制のほうは、基本的に４人という認識でまいります。ここはき

ちんと整合をとってまいります。

そこを踏まえて、29ページのいわゆる認定就労訓練のほうも、ワーカーズコ
ープのほうでいろいろな企業に出向いているという実績もございますので、こ

の中から保健福祉分野にとどまらないことをやっていきたいと思います。

ここの部分は、基本的に例えばニートだった方が、社会にもう一回出ると

きというのは、一定のボランタリティのＮＰＯの団体で川の環境のボランテ

ィアなどに行き、中間就労に入る、そこから本就職まで行ければ一番よいわ

けですね。そういったところに、和光市が就労で課題となっているところに、

力点を置いて進めていくといったマネジメントをやっていきたいと思いま

す。

最後に一番難しいですが、９の引きこもり対策というところにおきまして

は、和光市は健康づくり基本条例において、高齢者のニーズ調査では未回収

の訪問に行くというのが和光は十八番となっておりまして、それであれば一

定程度の成果が出ております。そういう中で、若年から多年代にわたるニー

トについては、市の各種健診の未受診者の方に対して個別アプローチをかけ
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るといった手法で新たなアウトリーチを考えていくという方針を持っており

ますので、その実行を掲げていくといったところで具体的に書くようなこと

になるかと思います。

委員長や海老原委員には、ご承知のことと思いますが、去る東京都の研究

の中でも、当時の東京都老人総合研究所の関係で、閉じこもりの定義にはＡ

タイプとＢタイプがあって、お家の中ではアクティブに動くが人と会いたく

ないから外に行かないという人と、そもそもメンタリティや身体機能が落ち

て外に行けないという２系統の高齢者のほうでは閉じこもりのエビデンスが

あるんですね。

和光市のほうでもいろいろな調査を実施して、ニートの中のアクティブ系

というのと、一定度のメンタリティで動けないなどについては今後精査をし

て、そういったところをアウトリーチをしながら把握した上で、認定就労に

行けるところについてはきちんとコーディネートしていくといった部分を行

っていきたいと思います。

それで、32ページのところのご指摘の真ん中の部分で、28年度が 4件な
どの数字の部分が弱気になっておりますので、申し上げただけでも 12など
の数字が出ていますから、この辺はきちんとした数字に直したいと思います。

その他に何かありますか。

調査の結果ですけれども、16ページでニートが多いということかもしれま
せんが、若い人たちの回収率が非常に少ないですね。それで、まじめに回答

されたのは高齢者。それにもかかわらず、ニートや引きこもりの部分が一番

この計画の大事なところではないかと思います。その部分でちょっと皆さん

の引きこもりの部分はなかなか集約できないという難しさはあると思うので

すけれども、この就労訓練事業のところですね。

実は、すてっぷのほうに伺いました。それで、私の考えを申し上げてきた

のですが、たまたま今日の国会審議の中で、都市農業振興計画というのが出

ていて、その中で、もちろん福祉分野とその農業を結びつけるというのが出

ております。

和光市というのは、農家さんもありますし、それから園芸観光というとこ

ろもありますし、何かそういうところでゆるやかな精神的なつながりをもっ

て就労に臨まれるというほうが、私はそこで人と人とのコミュニケーション

もうまくいくのではないかと考えます。

その辺は理想論になるかもしれませんが、精神的にマイナスになっている

方にとっては、いきなり一般就労というのは非常に難しいことだと思います。
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ですからその辺も中にちょっと入れていただければどうかなというふうに考

えました。

今のご意見に何か事務局のほうからありますか。

やはり私もさきほど川のいろいろな環境のボランティアについてお話しも

しましたが、その一環で言ったところが、いわゆる今障害者と農業の連携な

どもありますので、もし和光市の部分の農業関係とうまく連携がとれるので

あれば、そういったところへまずボランティアであったり、中間の部分であ

ったり、そこから関係づくりの支援という人とのかかわりをつけながら、そ

ういうプログラムには十分に活用できると思いますので、その辺は記載事項

等にしていきたいというふうに考えます。

はい。それでは日下部委員、お願いします。

今回、報告書の素案を読ませていただいて、非常に良くできていると感心

したんですが、その中でもう少し充実したらよいと思うところが３点ありま

して、それが連携体制とアセスメントのマネジメント、もう一つはアセスメ

ントのところであったのですが、ちょうど事務局のほうからそこは強化され

るという図が配られて、改めてその連携体制のその表は詳しくよく出来てい

ますし、これまでの和光市のいろいろな実績に基づいた表だと思いますので、

大変評価したいと思っています。

それから、もう一つアセスメントからモニタリングまでの体に制ついての

記述があるとよいと思っていたのですが、そこは委員長がご専門なので、ご

相談されて充実していくのかなと思いますので、期待しております。

また、通常は４段階の図になりますが、調査を入れて 5段階にしたというの
も非常に評価できると思います。

今までいろんなタイプの都市の開発戦略を見てきましたが、どの戦略でも

最初は参加型の調査というところから始まるわけです。たぶん、福祉のほう

でも最初に参加型の調査があるのは非常に良いことだと思いますので、今後、

ぜひ５段階のＳＰＤＣＡサイクルを普及させていただいたらよいのではない

かと思います。

それから、成果のところも、今ご説明があったようにかなり充実させて、

すでに実績が出ておられ、もう少し詳しく書かれるということなので期待し

ております。

さて、一つ意見を言わせていただけると、就労支援、特に引きこもりの就



労支援というのは一番難しいところで、いろいろ実績があったと思います。

今までサポステだとかいろいろなタイプの就労支援策が実施され、実際に就

労に結びつかなかったということで、取りやめだとか、途中ある程度よい成

績を残しながらもそれが就労に結びつかないというところだけで、その前の

段階で、例えば引きこもりからは脱したとかではなかなか評価されなかった

ところもある。ここはぜひ一つの成果指標だけではなくて、その前段階でど

の程度生活が改善したのかというところも目標に入れて、簡単に議会からダ

メとならないようにしたほうが、長期的にはよいことなのかなと思います。

我々のＣＣＳ調査も９つの都市を調べていますけれども、なかなか就労に

結びつけるのは難しいところだと思います。

要するに一般就労ができるような人というのはみんなハローワークだとか

その他のところに行ってしまって、一番難しい人たちだけがこういうところ

に来ますので、そういう人たちについて何か少しでも改善があって、クオリ

ティオブライフが改善するということであれば、それは非常に大きい成果だ

と思いますので、ぜひそういうところまで含めた成果指標にしていただけた

らと思います。

それから一点、ご提案なのですが、これまで和光市というのはたぶん全国

の都市の中でも一番地域連携に力を入れて来られて、最初はもちろん高齢者

から始まったわけですけれども、たぶん去年あたりから子ども子育てのほう

も進められていますし、今回、生活困窮者ということで、和光市全体として

全体の包括支援体制、連携体制というのを目指している。しかも、ある程度

実行されている非常に稀有な都市なのではないかと思っています。

実は今、厚労省のほうと内々に相談しているのは、今後一億総活躍の具体

的なリストが決まっていくわけですが、そういう中で地域連携によっていろ

んなタイプの生活困窮者に具体的な元気を与えるというプログラムを実際に

作れないか、それがまた一億総活躍の中の一つの目玉にならないかというこ

とを相談中です。その中で、全国に対して自分のところはこういうことをや

っていますよというリーダーになっていただけるような自治体がないと、な

かなか思い切った施策というのは入っていかないということが、地域連携室

の審議官からも言われていて、その自治体発の提案をしていただけないかと

いうことを言われていまして、ぜひ和光市が単に和光の人たちの生活が向上

するだけではなくて、全国の自治体に展開していく上でのリーダーシップを

とっていただけると大変有難いと思っております。

コミュニティカルテシステムもだいぶ使っていただいて、今まで９都市で

やってきたのですが、これだけきちんと計画に反映させていただいたのは初

めてでして、大変私も有難いと思っております。それからここの中で、特に
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連鎖の防止ということを 3本の柱の一つに入れていただいたということも大
変評価できると思っております。

このコミュニティカルテシステムというのは、１回の調査だけではなくて、

継続的にやっていただくと、モニタリングとかあるいは地域連携のツールと

しても非常に役に立つものですし、このアセスメント、実はそのリスクアセ

スメントシステムというのもここの中に入っています。今まで、他の８都市

にもいろいろ声をかけたのですが、なかなかこういうデータに基づくアセス

メントシステムというのを思い切ってやろうというところが出てこない。

私が期待しますのは、和光市がぜひその面でもせっかく東内さんだとかも

う有力メンバーが揃っていますので、全国のトップを切ってできるというの

は、和光市なんだろうなと。実は一億層活躍の審議官というのは、木下さん

という方で皆さんご存知だろうと思いますが、和光市に非常に期待している

わけです。それから、このＣＣＳ調査を始めた時も、山崎史郎さんからぜひ

これの使い方を教えてください、本質的なリスクアセスメントだとか地域連

携のツールとして活用してもらいたいという強い期待があって始めた事業で

すけれども、やはりどこかの市でリーダーシップをとっていただけないとな

かなか全国に展開できないということで、今、厚労省とも相談しております

ので、是非、和光市にその面でもリーダーシップをお願いできたらという提

案です。

はい。ありがとうございました。要望とか提案などありましたが、事務局

から何かありますか。

高齢者の介護予防とか、地域包括ケアをはじめ、子ども関係でも一定度、我々

は来年度 150箇所の全国展開のモデルの過程を築いてきておりますので、そう
いう関係では、この困窮者の部分も包括ケアの一部として一定度発信できれば、

総活躍の大島審議官や木下審議官が取り上げていただければ、私達も協力して

全国発信モデルを扱っていきたいというふうに考えております。

はい、どうぞ。

引きこもりの件ですなんですが、私の住む地域は築 30年経っておりまし
て、当時赤ちゃんだった子どもたちが成長して、その中にどうもお家にこも

っているような状態が見受けられます。

今回、それを取り上げていただいたことにとても感謝しておりまして、早い

うちに解決ができたらといいと思っており、御礼の言葉としたいと思います。



高野委員長

東内部長

高野委員長

よろしくお願いいたします。

有難うございます。その他、委員の方からありますか。

それでは私から細かい質問と中ぐらいの質問となるのですが、32ページ。
先ほどから何人かご質問とかご意見とかされている部分ですが、プロセス

評価、アウトカム評価のところです。すごく細かい質問で恐縮なのですが、

この図表 4-5のところアウトカム評価のための指標のところで一番上の生活
困窮者の総合相談・調整・支援の体制づくりのアウトカム評価のための指標

のところが、解決に結びついた「変化あり」の件数であがっているのですが、

この「変化あり」というのはどういう状態を、「変化あり」として捉えている

のでしょうか。結構アウトカム評価というのは重要なのです。すごく細かい

ところで意地悪な質問なのですが大事な点であります。

就労関係であれば働けるようなコーディネートで就職できたというカウン

トの目標というふうに思っております。もう一点は、生活保護関係から脱却

をしていった場合は制度的なところではカウントをしていこうと思っており

ます。その二本をまず柱として、ニート関係のところが、どれだけアウトリ

ーチできるかがまだ不明なのですが、分母が一定度確定したところで定義づ

ける。その中から何人といったものは、ボランタリティが始まったとか、中

間就労に入ったという時にカードをあげていく、その三つをカウントしてい

きたいと考えております。

はい。ありがとうございます。

私、そこの部分の専門分野ではないので分からないのですが、ニートの人

達の就労支援は難しい。最終的にニートの人達が正規就労するまでは、相当

ハードルが高いアウトカムになってくる。私の分野で言うと高齢者の支援が

一番専門なのですが、アメリカなどで使われている高齢者のアセスメント指

標だと、例えば過去 3日間に 20分でいいから外出した頻度が、過去 3日の
うち何日あるか。それが 0だった人が一日でもいいから 20分外出するだけ
で結構大きなアウトカムになる。これは一例なのですが、ニートの人などは、

こういうことをもってしてもアウトカム評価としてひとつの指標として表せ

ると思う。例えば就労だけとか、支援がいらなくなったということだけがア

ウトカム評価ではなく、ニートの場合、そういった些細な変化でも、例えば

ニートの人は本当に過去 3日間のうち 2日でも外出するといった場合、1年
がかり 3年がかりの支援になると思う。そういうこともひとつの変化の指標
となるのではないか。もう少し具体的に設けられると、わかりやすくなると



事務局

社会福祉協

議会

高野委員長

社会福祉協

議会

高野委員長

鈴木委員

思った次第です。

これは意見というか、もうひとつ中くらいの質問なのですが、生活困窮者

自立支援法は比較的最近できたものですが、伝統的に生活保護に陥る前の人

達への支援策として、30～40年の歴史があるのが生活福祉資金貸付制度、ひ
と昔前の話、世帯更生資金、これに関する記述が今回の計画素案に無いんで

すね。別に無くても悪くはないのですが、この生活困窮者自立支援に関する

様々な政策と生活福祉資金は重複する部分もあり連携が必要な部分もある

し、おそらく和光市でも一定限度活用されてきたものであると思いますので、

そこを何か関連づけるような対策が必要なのかなと思います。

生活福祉資金は主に社会福祉協議会さんの方でやっていた事業で、現在は

4番の家計相談支援事業というところに引き継ぐというところはあります。

現状としましては生活困窮の支援員と、生活資金の支援員が同じ部屋にお

りまして、相談があれば最初から一緒に入る形です。ただ今年度は 2件ほど
しか福祉資金は活用が出来なかったという現状はあります。

通知は出せますか。

はい、通知は出します。

例えば、事務的に大変かと思いますが、現状の部分にここ数年の推移を入

れるとか、今おっしゃったとおりこちらの政策のほうにそれを取り込んでや

るとか。今までの細々ではありますが、伝統的にあったひとつの施策を見る

ということでお願いしたい。

その他いかがでしょう。どうぞ。

はい。29ページなのですが、引きこもりの家庭というのが結構いらっしゃ
って、市で対応する、それはとてもいいことだと思うのですが、そこに移行

する間というのは必ずあって、例えば、昼間働いて夜も働くという方がいら

っしゃった場合、どう支えていくのかということが気になったということが

ひとつ。

10ページに書いてありますが、小学生中学生の不登校の状況が、平成 28
年 2月末現在でこのような数字が出ていますが、このような結果和光市とし
てこういった状況のお子さんが学校に行かずに成長する中で、小さい小学生



東内部長

高野委員長

事務局

高野委員長

津村委員

のうちから学習を支援するとか、例えばそういう生活困窮者のお子さんにつ

いて、学校の先生がいらっしゃるので、教育委員会で現況を対応していくこ

とが大事になってくると思うのですが、そういうことに対しての取り組みみ

たいなものが見当たらないかなと思いました。何かあったら教えてください。

まず、不登校の部分についても基本的には、ひとり親だとかというよりは、

その他部分として最後は集約してやっていきたいと思っています。今日、川

野委員もいらっしゃいますが、アスナル教室というのがあります。教育大綱

で教育と福祉の連携というものは、和光としてはしておりますから、その点

は最終的な部分として書いて、その後ブラッシュアップするというという手

法の部分でやっていきたいと思います。

一例ですけど、いろんなものを合わせることは出来ないのです。川野校長

の小学校のご家庭にもなかなかなケースがいらっしゃいます。私達も朝、登

校班の範囲に行けないから不登校になる。それはもうお母さんが夜起きてい

る、お父さん早く働きに行ってしまう、といった時に介護の方で培ったヘル

パーをレクチャーして順番に入れていって、朝お母さんが起きる頃にヘルパ

ーさんが 2人行って、1人がご飯を作り、お母さんを起こす。そして子供さ
んを登校班まで連れていく。お母さんは一番下の弟を保育園まで送るという

ことをヘルパーが準備をしながらやっていく。といったことで一時的には登

校が始まるんですよね。お母さんをいろんな意味でフォローしないといけな

いという実態もございます。その辺はそういうケースのケアマネジメントの

ブラッシュアップで一定度のケア論は考えていくというレベルまで考えてい

ます。そういったことはきちんと書き加えていきます。

その他、今日ご欠席の委員から事前に頂戴しているご意見があればお指し

示しいただきたい。

今回はありません。

わかりました。

時間の都合がありますが、もう一方くらいご意見があれば。

シングルマザーの主婦の人がいて、夜、お子供さんの寝ない、生活がすご

く乱れているというケースを見ています。しっかりご飯を食べない、夜寝れ

ないというのです。やっぱり朝起きない。そこをもっと近所の人達で、誰か

ちょっと寝るまでの間、子育てを終わった世代の近所の方々が一歩でも二歩



高野委員長

事務局

高野委員長

でも、少し話をするとか。そういう時間があるだけで子供というのは少し違

うのかなと思います。サポートとして不登校の子供に話をするのはどうか。

まだ二年生とか、そういう段階で親がいない状態のお家というのが結構あっ

たりします。生きる力は結構身についてきていると思うのですが、その辺の

サポートは何か近所にお願いできないかと思いました。

ご意見として頂戴しました。そういったところも、まさに地域包括ケアシ

ステムでございますので、盛り込んでいけたらと思います。

それでは時間の都合もございますので、計画素案についての検討ご意見は

一旦一区切りをさせていただきたいと思います。

次の話に移りたいと思います。この計画の名称について検討して参りたい。

議論の際にお示ししている事前の資料では計画名を法的な根拠に基づく計画

名プラス（仮称）というふうにしております。計画の内容や取り決めを踏ま

えて計画の名称を決めていこうと考えております。

まずは事務局のほうで名称案等がありましたらお示しいただきたいと思います。

事務局案で参考資料という形で案を羅列したものをお手元にお配りしてお

ります。生活困窮者の支援計画というところで生活困窮者といった部分を少

し検討したほうがいいのか。案としてお示しするものとしましては、この 6
点お示ししております。

○和光市くらしの自立・再建支援計画

○和光市自立生活支援計画

○和光市生活あんしんプラン

○和光市ライフアッププラン

○和光市ライフサポートプラン

○和光市自立生活サポートプラン

と、いろいろお示しさせてもらっています。例えばひとつの名前でタイト

ルみたいにつけるのもひとつですし、例えば高齢者の部分であれば、和光市

長寿安心プラン、その下に、和光市介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画

というサブタイトルをつけるパターンもありますし、こういったところでま

ず事務局案としてお示ししてご意見であるとか、タイトル案をいただきたい

と思います。以上です。

事務局の参考資料としては白丸で大きく示しています。もちろん委員の皆

様がもうちょっとこういうのがいいのではないか、というご意見も含めて検

討させていただきます。



海老原委員

高野委員長

事務局

高野委員長

東内部長

高野委員長

一同

高野委員長

これはまずいのかなと思ったのが、和光市自立生活支援計画。障害者向け

のようです。あと先ほどの 24ページの自立支援施策のところで、サービス
利用計画というところですが、ちょっと読んでいて、あれっと思いました。

非常に紛らわしい感じがしました。

他の政策と混同したりということで、そこは分けたのですが。

今のようなご意見で結構ですので、いかがでしょうか。

割と親しみやすい名前でのご提案ですが、もしかすると保険商品や金融商

品との混同みたいなものもあるので、実際ここでお決めいただいたとしても、

類似がないか詳しく調査してみます。

その他ご意見ありませんか。

個人的に私の所属している学校にライフデザインプランというのがありま

す。

ワークライフバランスプランなんてどうか。何か日本語も交えてもらって。

事務局の意図としては生活困窮者というのが表に出てくるのは若干抵抗感

があるので、なじみやすいタイトルをということです。その辺は皆さんご賛

同いただけますか。愛称というか、わかりやすい和光市ならではの名称とい

うことで。

なかなかここでは意見も言いづらいかと思いますが、では、法的な名称で

はなく、他の施策との混同を招かないような名称ということで、ここで意見

が出ないようでしたら、多数決を取るのも変ですので、事務局と委員長のほ

うで預からせていただいて、最終的に決定させていただければと思います。

いずれにしても市民にとって分かりやすいもの、いわゆるスティグマがわか

ないような、馴染みやすいものを検討させていただきたいと思いますので、

そうさせていただいてよろしいでしょうか。

（賛成）

ありがとうございます。それではこれは、事務局、委員長預かりというこ

とにさせていただきます。

以上２点が、今日の委員会議事のなかで計画をしていた検討案件でござい

ます。ご協力ありがとうございました。



事務局

高野委員長

一同

高野委員長

２点目が議事としては、その他ということになっていますので、そこのと

ころに移っていきたいと思いますが、まずは事務局のほうから今後の計画の

流れについてご説明いただければと思います。

では私のほうで今後の流れについてお示ししたいと思います。まず、今回

をもちまして全体で集まる機会は最後ということで、ありがとうございまし

た。この後で、先ほど委員長からお話がありました、事務局と委員長でいろ

いろ調整していくなかで委員の皆さんにご意見を求める必要が生じた時に

は、例えば文章による照会であったりとか、なるべく意見の集約の方向はこ

ちらで工夫させていただいて、皆さんのご負担にならないように工夫したい

と思います。

今日いただいたご意見をふまえまして今月末を目処に確定させたいと思っ

ております。ですので、この会の終了後、言い忘れた、言い足りなかった部

分があれば、事務局にいただいて今月中であれば、委員長と調整させていた

だきます。素案が確定したところで 4月中にパブリックコメントを実施して、
そこで市民の皆さんの意見を得られましたらそれらを踏まえまして、計画の

最終案を作成して委員長から市長に計画案として報告をしていただきます。

市長への報告書の提出をもって皆さんの任期が終了するといったところでご

承知おき下さい。大まかな流れになりますが、事務局からは以上です。

ありがとうございました。事務局から今後の流れについてご説明がありま

した。このご説明についてご質問、ご意見はありますでしょうか。よろしい

でしょうか。はい。ありがとうございます。

では、最後確認になりますが、今後素案から最終案の確定までの内容調整、

市長への報告書の作成などの作業を進めて参りたいと思いますが、名称案も

含めまして、一連の事務調整について事務局と私、委員長のほうにご一任を

いただきたいと存じますが宜しいでしょうか。

異議なし

ありがとうございます。それでは以上で会議は終了ということになります

が、最後に委員長から一言ということですので、ご挨拶申し上げます。

先ほど冒頭の東内部長からのご案内ということで一連の計画に関していわ

ば和光市のなかで一番最後にできる部分になってくると思いますが、一方で

生活困窮、あるいは貧困の問題というのは社会福祉分野、社会保障分野にお

いては一番根幹部分をなす問題になります。まさに日下部委員からご報告が



事務局

ありましたように生活困窮の様々な領域が残っています。その意味では一番

重要な計画であると個人的に思っております。皆さんからのご意見を元にか

なり練られた計画になってくると思います。今後の計画に進行については皆

さんからいろいろご助言いただくかと思います。

それから一番特徴的なのは単純にこういう問題が起こっているからこの制

度をという仕掛けではなくて、さまざまな世帯ごと、個人ごとの問題をアセ

スメントして、その問題に応じて適宜、包括的な政策のなかからニーズに応

じた支援策を講じていくというそういうスタイルのケアマネジメントを中核

とした生活困窮者支援が出来上がっていきそうですので、ここはまさに全国

に先駆けた仕組みになるのではないかと思っております。

私自身、皆様のご協力あってのことですので非常にいい流れで議論できた

と本当にありがたく思っております。ありがとうございました。以上でこの

会議を終了したいと思います。あとは事務局のほうにお任せをいたします。

ありがとうございました。

委員長ありがとうございました。それではこれをもちまして第二回と短い

流れの最後となりましたがご協力いただきまして誠にありがとうございまし

た。ではこれをもちまして会議を終了とさせていただきます。どうもありが

とうございました。

＜ 閉 会 ＞


