〜社会福祉法人による くらしのレスキュー〜

かながわライフサポート事業

先ず始めること
つくりあげていくもの
社会福祉法人が民間社会福祉事業の担い

とから、今、
改めて、制度創設の理念に立ち

手として、国民の福祉の増進に果してきた

返り開拓的な公益活動に取り組む必要があ

実績は高く評価されています。これは社会

るのです。

福祉法人が公益性を保持してきたことに対
する社会的信頼です。
一方で、長年の措置制度のもとで行政か

難をきたしている支援を要する方々に対し
て、専門的な援助知識・相談技術を活用し

らの委託事業が中心になり、自主的な地域

地域での訪問活動を積極的に行うと同時に、

への福祉の取り組みがしだいに希薄になっ

地域の各機関との連携により要支援者の発

てきたという批判があります。また、介護

見に努め、その課題を解決するために迅速

保険制度等により他のサービス供給主体と

にきめ細やかな支援を行う総合生活相談機

の違いも不明確になってきています。

能が活性化することを目的としています。

公益性のある仕事を自ら開拓して展開さ
せるところに社会福祉法人の使命があるこ

さまざまな
生活課題
人々のライフスタイルが多様化
し、福祉制度の進展した今日であっ
ても、地域には既存制度では対応で
きない方、制度の狭間にいる方や制
度の利用を拒んだり、生活困窮から
必要なサービスを受けられない方な
どの問題があります。
ま た、「心 身 の 障 害・不 安」、「社
会的な孤立」などの生活課題を抱え
ている人も少なくありません。
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この事業は、各種制度の狭間で生活に困

社会福祉法人
の力を
社会福祉法人
神奈川県社会福祉協議会
会長

篠原

正治

社会福祉法人が創設されてから60 年以上
が経ちました。私たちの先輩は、制度も財

生まれていることも直視していかなければ
なりません。

源もない中から、目の前にいる支援を必要

こうした「狭間」や「孤立」に社会福祉

とする方々のために知恵をしぼり、活動を

法人として向き合い、先達の礎の上に立っ

創造し、そして共に歩んできました。そう

て、県内約500を数える会員法人の力を結集

した活動が実を結び、多くの社会保障制度

して、オール神奈川、オール種別でこの『か

や社会福祉制度がつくられ、私たちの生活

ながわライフサポート事業』を創造し、推

に関連しています。しかしながら、経済や

進していきたいと考えています。みなさま

社会の多様性の中で「狭間」や「孤立」が

のご協力を心よりお願い申し上げます。

支援のしくみ
要支援者に対して、各社会福祉法人がそ

難者に対する相談

の使命として、コミュニティソーシャルワー

支援事 業 」として

カーを配置します。

位置付けます。

このような方々の相談活動を活発化する

これら事業の展開の効率かつ円滑な実施

ことにより、心理的不安の軽減を図り、利

を図るため社会福祉法人神奈川県社会福祉

用可能な制度へつなぎます。

協議会において「かながわライフサポート

また、この取り組み「かながわライフサ
ポート事業」を行う社会福祉法人は社会福

事業」を実施し、必要な基金の管理運営を
行います。

祉法の第二種社会福祉事業である「生計困
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基金を設置します
「かながわライフサポート事業」を地域で展
開することは神奈川の民間社会福祉事業者が
公益性のある事業に自主的に取り組み、社会
福祉法人本来の使命を達成し法人制度存続に
もつながる今取り組むべき課題なのです。
このために必要な費用を社会福祉法人自ら
が負担して基金を設置します。

基金による支援の流れ
社会福祉法人

神奈川県社会
福祉協議会

社会福祉法人

各種支援

コミュニティソーシャルワーカー

相談支援

かながわ
ライフ
サポート
基金

ライフ
サポーター

制度へのつなぎ

現物給付
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ポイント
1

各施設 ( 法人 ) がこの事業を、第二種社
会福祉事業として定款に明示すること

6

窓口で待つのではなく、支援を必要とし
ている人のもとへ出向くこと

2

事業の原資の多くが各施設（法人）の会
費によって支えられること

7

迅速に ( 多くの場合、即日または翌日の
うちに）
支援を開始すること

3

各施設がコミュニティソーシャルワー
カー (ＣＳＷ) を配置すること

8

たんなる相談ではなく、必要な場合には経済的
支援を行う（ただし、現金給付ではなく、ＣＳＷ

4

県社協所属の「ライフサポーター」が配
置され、各施設所属のＣＳＷとともに活
動すること

9

「たらい回し」
を戒め、他機関に紹介する
ときにも問題解決 ( 支援の終結 ) まで見
届けること

5

対象を限定しないこと ( すべての生活
困難者を対象とすること）

10

事例研究に重点を置いたＣＳＷの教育
訓練に注力すること

が買い物や支払い等に同行して行う ) こと

支援を受けた人々の声
（平成 22 年 3 月 31 日発行 大阪府社会福祉協議会
「社会福祉法人による生計困難者に対する相談支援事業手引書（第 1 分冊）社会的効果検証報告書」より抜粋）

●
「一番困っているときに来てもらえたのがすごくうれしかった。
（
」40 代後半・女性）
●
「つらかったことから考えたら、
「良かった」
の一言です。
とにかく手放しで喜べる。
（
」70代後半・男性）
●
「社会貢献事業のお三人さんにお世話にならなかったら、
死んでたかもしれない。
（
」60代前半・男性）
●
「社会貢献事業の相談員をどんどん増やしていただきたい。
（
」70代後半・男性）
●
「これまで助けてもらって、
一生懸命自分でやるようにしようと思ってますねん。
（
」70代後半・男性）
●
「食材援助の決裁がおりた」
と電話をもらったときはうれしかった。
（
」60代後半・男性）
●
「前略 この度はお世話になり、なんとお礼を申し上げてよいのかわかりません。
○○さんは仕事で
すと言われますが、心細やかな言葉、態度、身体から出るやさしさ。
我が家で○○さんの話になると主
人は泣くなよそれそれと申します。
初めて○○さんとお会いした時を思い出し、嬉し涙がとまりませ
ん。私も年に合った仕事があれば、○○さんのようにボランティアで人にやさしく接したいもので
す。
○○さん、本当にありがとうございました。
今後は体調に気をつけられて私たちのような人々を
一人でも幸せと感じられるよう、救って差し上げて下さい。
○○さんには、いつまでもお元気で過ご
されることを祈っています。
まずはお礼方々乱筆にて失礼致します。 かしこ」
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かながわライフ
サポート事業の
経済的支援

単なるばらまきになるのではないか。
1

際限なく給付しなければならないので
はないか。
ＣＳＷやライフサポーターが連携して

かながわライフサポート事業の経済的支援は、相

支援の必要性について専門的に関わ

談員であるコミュニティソーシャルワーカー、ラ

ることで判断していきます。また、他

イフサポーターによる現状の生活や収支状況等の

制度の代替えでないという視点をしっ

聞き取りに加え、

かり持って支援にあたることを基本と

①本人のこれからの生活のために必要不可欠であ

しています。

り、経済的支援を行うことによって生活の安定
を図る見込みがあるかどうか、
②かながわライフサポート事業として経済的支援

あそこに行けばお金や食料がもらえる
2

などの情報が広がると、窓口に殺到し

をしなければ生命や生活の継続に危険を及ぼす

てしまうのではないか。

状況であるかどうか、

基金が適正に使用されるために現金給

③他に代替できる手段（例えば行政制度、親類や

付は行いません。経済的支援はＣＳＷ

近隣からの支援）がないかどうか

等が同行して必要な支払いや物品の購
入を行う現物給付となります。

等を踏まえた上で、各事例によって個別に必要性
と支援額を判断しています。決定した場合は概ね

ホームレスなどへの対応はどうする

10万円までの現物給付で行っており、相談者本人
に現金をお渡しすることはなく、例えば食材なら

3

スーパー等で購入して本人にお渡しし、医療費な

この事業は公的な支援もしくは各種支

ら医療関係の窓口で支払いを代行します。
「どの事

援の狭間にある人を対象として行うも

例も10万円まで利用できる」ということではなく、

のです。支援の要件として自立支援を

各事例に応じて必要最低限の支援金額を見極め、

求める人を対象として解決のあと押し

施設の長の決裁を得た上で決定しています。

をするものです。ホームレスの人を否
定するものではありませんが、単なる

神奈川県社会福祉協議会

金銭給付を求める場合を対象とするも

相談支援活動

のではありません。

経済的支援

C S W は事 業 所 の 兼 務 で 行 う の だ が
4

経済的支援が目立ちますが、この事業はあ
くまでも総合生活相談であり、経済的支援は
その１つの機能です

6

のか。

負 担 増 や 行うことのメリットはある
のか。
C S Wには事例検討など専門的な研修
を継続的に行います。これにより専門

職としての技術向上に役立つとともに
各機関との連携を強化する機会にもな

事業経営状況が厳しく基金は出せな
8

いが何らかの協力はしたい。

りますので、法人としての解決力アッ

基金へのご協力はぜひお願いしたい

プや人材育成、社会貢献などトータル

ところですが、各法人それぞれの事

で大きなメリットがあります。

情があるかと推察します。この事業
の目的は社会福祉法人の「先駆性」
「開

5

保育園は子どもに対する支援を行う事

拓性」を可視的に発揮することを企

業なので、生活困難者の支援事業に関

画したものです。

連があるのか疑問を感じる。

①人、物、金などの資源を有し、
②県

保育料支払いや生活費の問題など小

内だけでも 500 近い法人があり、
③そ

さな子どもがいる家庭は様々な課題

れが社会福祉協議会に組織されてい

を抱えていることがあります。制度の

るという社会福祉法人のポテンシャ

種別を超えて社会福祉法人が積極的支

ルを生かすことができれば、大きな

援を行うことが、保育に携わる職員が

力となると考えます。ご協力をぜひ

突き当たる制度の壁を乗り越え、やり

お願いします。

がいと定着率を高めることにつながる
ものです。

9 事業開始にあたりマーケティングな
9

6

ど事業の有効性について事前の調査

経済的支援が多いと基金の継続が難し

はおこなったのか。

いのではないか。

わたしたち社会福祉事業を行ってい

この事業は相談支援事業が基本となっ

る者の先達は、生活困難者がいるか

ています。大阪の事例では経済的な支

ら制度を創って支援しようというの

援は全体の 1 割程度となっています。

ではなく、目の前で困っている人々

経済的支援は一つのツールであるとの

に積極的な支援を行うことで現在の

考え方が適当です。

事業が構築されて来たという歴史が
あります。会員法人の一層の理解を

7

行政が行うべき事業の肩代わりをさせ

得る努力は必要なのですが、準備の

られるのではないか。

ために多くの月日をかけるのは適当

事業の目的は各種制度にあてはまら

ではありません。たとえ十分な体制

ない緊急性を要する問題に対して即

ではないとしても、少しでも早く事

効性のある支援をおこなうものです。

業を行うことが必要であると考えま

実施にあたっては専門職が各機関と

す。

連携をとって行うものです。
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コミュニティソーシャルワーカー・
ライフサポーターによる相談支援のながれ
本人に寄り添うコミュニティソーシャルワーク

発見
連絡

支援を必要とする方を
発見し、連絡します

訪問
相談

行って、見て、聞いて
現状を把握します

制度
検討

適用できる既存制度が
ないか検討します

相談

制度に
つなぎます

経済
支援

●行政

●病院のＭＳＷ

●生活保護

●民生委員・児童委員

●社会福祉施設

●生活福祉資金貸付

●無料低額診療事業

●食材費

福祉サービス推進部

ライフサポート担当

ＴＥＬ：045（311）8753 ＦＡＸ：045（313）0737
Ｅ－ＭＡＩＬ：kls＠knsyk.jp

●介護保険

等

●光熱水費

●住居設定費

●日用品費

●医療費

●成年後見人申立費

●介護サービス費

●就労支援費

施設の
長の決裁

かながわライフサポート
基金から支払い（現物給付）

横浜市神奈川区沢渡 4 番地の２（神奈川県社会福祉会館内）

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

等

●成年後見制度

お問い合わせ

〒221−0844

●保護司

●女性相談センター

●日常生活自立支援事業

経済的支援を
検討します

継続的に
見守ります

●地域包括支援センター

●子ども家庭センター

コミュニティソーシャルワーカー、
ライフサポーターの判断

見守り

●社協

●ケアプランセンター

等

